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販売者としての AWS Marketplace の使用

AWS Marketplace の概要
AWS Marketplaceは厳選されたデジタルカタログで、お客様がソリューションを構築してビジネスを営
むために必要な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、配置、管理し、ソ
リューションの構築やビジネス運営に活用することができます。 AWS Marketplaceには、セキュリティ、
ビジネスアプリケーション、機械学習、医療、金融サービス、電気通信などの特定の業界のデータ製品な
ど、人気のあるカテゴリの何千ものソフトウェアリストが含まれています。お客様は事前に設定されたソ
フトウェアをすばやく起動し、Amazon マシンイメージ (AMI)、サービスとしてのソフトウェア (SaaS)、
およびその他の形式のソフトウェアソリューションを選択できます。また、お客様がサードパーティ製ソ
フトウェアを設定、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。配送方法の
詳細なリストについては、「商品の配送」を参照してください。

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。AWS Marketplaceを持っている人なら誰でも購入者として使用でき、登録して販売者になること
ができます。AWS アカウント出品者には、独立系ソフトウェアベンダー (ISV)、チャネルパートナー、マ
ネージドサービスプロバイダー (MSP)、AWSまたは製品やサービスと連携する商品を提供する個人などが
あります。

Note

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

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。対象となるパートナーになる方法の詳細については、AWS Marketplaceビジネス開発パートナーに
お問い合わせください。

次のビデオで詳しく説明しますAWS Marketplace。

AWS Marketplace 紹介

販売者としての AWS Marketplace の使用
でソフトウェア製品を販売するプロセスには、次の 7AWS Marketplace つのステップが含まれます。

販売者が営むプロセス

[Step] (ス
テップ)

アクション Description

1 登録 (p. 6) 出品者は、まずに登録しますAWS Marketplace 管理ポータル。AWS ア
カウントAWS既存の組織と簡単に連携できる新しい専用システムを導
入することをおすすめします。AWSパートナーの税務情報が法域の適
格基準を満たしていることを確認します。AWS既存の米国銀行口座を
持たないパートナーは、Hyperwalletを使用して追加費用なしで口座を
作成できます。

2 製品タイプを決定 販売したい商品の種類を決めてください。AWS Marketplace で製品タ
イプを作成する方法の詳細については、以下を参照してください。

• AWS Marketplace for Desktop Applications (AMDA) (p. 57)
• AMI ベースの製品 (p. 60)
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の契約構造AWS Marketplace

[Step] (ス
テップ)

アクション Description

• コンテナベースの製品 (p. 122)
• Machine Learning 製品 (p. 190)
• ((サービスをSaaS) ベースの製品 (p. 236)
• プロフェッショナルサービス製品 (p. 279)
• データ製品 (データ製品の詳細については、「AWS Data Exchange 

とは?」を参照してください) AWS Data Exchange ユーザーガイドを
ご覧ください。)

3 製品を準備す
る (p. 26)

パッケージを設定し、価格体系を設定し、商品を出品する関連カテゴ
リーを決定し、キーワードを追加して商品が関連性の高い検索に表示
されるようにします。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 商品を送
信 (p. 289)

商品登録プロセスを使用して、商品をで販売できるようにしてくださ
いAWS Marketplace。製品は 1 つの価格構造を持つ 1 つの Amazon マ
シンイメージ (AMI) など、シンプルな場合があります。また、複数の
AMI、AWS CloudFormationテンプレート、複雑な価格設定オプショ
ン、支払いスケジュールなど、商品が複雑な場合もあります。

5 市場製
品 (p. 296)

商品の認知度を高め、トラフィックを商品ページに直接誘導すること
で、AWS Marketplace製品の成功に貢献します。AWS Marketplace

6 レポートとデータ
フィードを表示す
る (p. 303)

出品者として登録したら、を使用して商品の使用状況レポートにアク
セスします。AWS Marketplace 管理ポータル AWS Marketplace製品の
売上に関する情報を収集および分析するためのツールを提供します。

7 製品を管理 AWS Marketplace 管理ポータルアカウントページと製品ページを管理
するには、を使用してください。

販売者は、AWS Marketplace 管理ポータル に移動して登録します。製品の使用料を請求する場合は、登録
の一部として税金と銀行情報も提供する必要があります。登録すると、会社用または自分用のプロフィー
ルが作成され、で見つけやすくなりますAWS Marketplace。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。

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

出品者としての契約内容は以下のとおりです。

• 購入者とのエンドユーザー使用許諾契約 (EULA)。この契約は、で公開されているソフトウェアの出品
ページにありますAWS Marketplace。多くの出品者は、デフォルトの EULA として AWS Marketplace 
標準契約 (SCMP) を使用しています。また、SCMP を非公開オファーの交渉の基礎として使用したり、
修正テンプレートを使用して SCMP を変更したりすることもできます。プライベートオファーには、当
事者間で交渉されたカスタム契約条件を含めることもできます。

• AWS Marketplace出品者規約は、AWS Marketplaceお客様の行動を規定します。

購入者によるの使用にはAWS Marketplace、AWS サービス規約、AWS カスタマー契約、およびプライバ
シー通知が適用されます。
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の製品の価格設定AWS Marketplace

次の図は、の契約構造を示していますAWS Marketplace。

の製品の価格設定AWS Marketplace
ではAWS Marketplace、製品を無料で使用することも、追加料金を課すこともできます。AWS料金は購入
者の請求書の一部となり、購入者が支払いを行った後、AWS販売者に支払います。製品はたくさんの形式
を持つことができます。たとえば、商品を Amazon マシンイメージ (AMI) として提供し、購入者が作成し
たマシンイメージ (AMI)AWS アカウント になります。 CloudFormation購入者への配送にテンプレートを
使用するように商品を設定することもできます。製品には、ISV からの SaaS オファリング、Web アクセ
ス制御リスト (Web ACL)、ルールセット、または条件などがありますAWS WAF。製品には、ISV、チャネ
ルパートナー、MSP が提供するプロフェッショナルサービスもあります。

無料トライアル、時間単位、月単位、年単位、複数年単位、BYOL (Bring Your Own License) モデル
など、柔軟な価格設定オプションがあり、請求先は一元化されています。 AWS請求と支払いを処理
し、AWS請求は顧客の請求書に表示されます。

ソフトウェア製品は、ISV の標準エンドユーザー使用許諾契約 (EULA) を参照してください。さらに、
ソフトウェア製品は、プライベートプロバイダーを通じてカスタム価格とEULAで提供できます。製
品は、特定の期間または使用範囲を定めた契約に基づいて購入することもできます。製品を購読する
と、AWS Service Catalog購入者はを使用して製品をコピーし、購入者の組織で製品にアクセスして使用
する方法を管理できます。購入者がエクスペリエンスについて詳しくは、「」を参照してくださいhttps:// 
docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/buyerguide/service-catalog.html。 料金の詳細については、「the 
section called “製品の料金” (p. 28)」を参照してください。
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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

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。
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• 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:
• 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。
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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。

• 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ことで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 —AWS Marketplace 購入者に会社名やロゴなど、会社について知らせる情報
を表示します。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、ス
テップ2と3を完了する必要があります。

2. 税務情報の提供 — 支払った売上に対する税金の査定、報告、および (該当する場合) 源泉徴収を行うに
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 売上に対する支払いができるように米国の銀行情報を提供しま
す。

この後のステップの詳細については、次のセクションで詳しく説明します。
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出品者としてのアカウント登録が完了すると、を通じて購入者に販売する商品を作成できますAWS 
Marketplace。詳細については、「製品の準備 (p. 26)」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。

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。

を使用して出品者として登録し、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出
品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 日以降にアカウントが作成された場合
は、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出品
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完成させると、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、税金および該当す
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. にログインしAWS Marketplace 管理ポータル、[設定] を選択します。
2. 「支払い情報」セクションの「税務ダッシュボードに移動」を選択します。
3. 米国の税に関するインタビューを完了してください。

• でプロフェッショナルサービスを販売するにはAWS Marketplace、2023年11月1日までにDAC7の税
務アンケートに回答する必要があります。このセクションの他の税務要件を完了していれば、暫定
的にプロフェッショナルサービスを販売することができます。

4. 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 (該当する場
合)。AWS Billingコンソールの「税金設定」 ページにリダイレクトされます。

Note

VAT情報セクションは、AWS リージョン VATをサポートしている会社にのみ表示されます。

米国の銀行口座情報の提供
米国で有料商品を販売したい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米国の銀行口座への支払いのみです。
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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. にログインしAWS Marketplace 管理ポータル、[設定] を選択します。
2. 「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。
3. 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。

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お客様が支払いの際に米国アカウントを提供する
ことができます。

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、サービスの詳細をご覧ください。

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. にログインしAWS Marketplace 管理ポータル、[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。

2. Hyperwalletのアカウントを持っておらず、使用するアカウントが必要な場合はAWS Marketplace、
「米国の銀行口座を持っていますか？」への回答で「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？ 個人識別番号 (PIN) と、Hyperwallet にサインアップするためのリ
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
顧客確認（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を対象とする改正決済サービス指
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。
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AWS MarketplaceAmazon Web Services（EMEA SARL）を通じた取引は、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）を通じて処理されます。支払いサービ
スを利用するには、お客様の身元確認が必要です。

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、受益者所有権、および補足書類の
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. 「アカウントの概要」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。

Note

「情報」リンクを選択すると、国の変更方法が表示されます。
3. 「KYC情報に移動」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。

情報がどのように使用および共有されるかについての詳細はAWS Marketplace、Amazon Payments 
Europe プライバシー通知を参照してください。

4. 「KYCの概要に移動」を選択します。
5. 顧客確認（KYC）の概要で、必要な情報と文書のリストを読み、必要な書類を収集します（まだ収集

していない場合）。次に、「KYCコンプライアンスを続ける」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

して続行] を選択します。

KYCプロセスの次のページまたは次のステップに進むと、そのアクションはAmazon Payments ヨー
ロッパの利用規約に同意したものとみなされます。

ご不明な点がある場合は、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

[次へ] を選択して次のステップに進むたびに、情報が保存されます。
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（最大4人まで）追加し、追加を確認

して、[次へ] を選択します。
10. その他の書類については、ビジネスライセンス、身分証明書、および承認書（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. [送信] を選択して確認します。

KYC の遵守状況を確認させていただきます（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、アカウント概要カードでKYCコンプライアンスの状況を確認できます。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 [審査中] 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。
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銀行口座確認プロセスの完了
Amazon Payments Europe (APE) から支払いを受けるには、支払い銀行口座を確認するための追加情報を
入力する必要があります。その情報は、の [支払い情報] タブに表示されますAWS Marketplace 管理ポータ
ル。

その他の銀行情報の提供
追加の銀行情報を提供するには

1. にログインしAWS Marketplace 管理ポータル、[設定] を選択します。
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. 銀行口座確認登録ポータルにリダイレクトされ、銀行取引明細書をアップロードして送信できます。

Hyperwalletのバーチャル銀行口座ソリューションを使用する場合は、を参照してくださいthe section 
called “Hyperwallet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、[銀行伝票のアップロード] を選択し、[送信] を選択します。

Hyperwalletから銀行取引明細書をダウンロードする
Hyperwalletのバーチャル銀行口座ソリューションを使用している出品者は、以下の手順でHyperwalletの銀
行取引明細書をダウンロードできます。次に、の指示に従って銀行伝票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. 10)。

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」手続きにセカンダリユー
ザーを追加する

Note

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とは、本人確認情報の修正、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のことです。

KYCが確認されたセカンダリユーザーのみが前述の更新を行うことができます。これらのセカンダリユー
ザーには、ルートアカウント所有者と同じ継続的な審査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はで手続き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)。
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「顧客確認」手続きにセカンダリユーザーを追加するには

1. ユーザーにサインインするように求めますAWS Marketplace 管理ポータル。
2. [設定] タブに移動します。
3. 「顧客確認 (KYC)」タブを選択し、「二次ユーザー情報」セクションを参照してください。
4. 「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。
5. 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。
6. 確認して送信ページで、身分証明書のコピー（パスポートのアップロード）と住所証明（書類のアッ

プロード）をアップロードします。
7. [送信して確認] を選択します。

KYC の遵守状況を確認させていただきます（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。

支払いと購入者への請求
AWSお客様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2つの支払い
方法は、クレジットカードと請求書発行です。

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、購入者と販売者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、AWS購入者と間で合意されます。条件はベンダーには

開示されません。
• フレキシブルな支払いスケジューラ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. 361)。このレポートには、AWSお客

様に代わっての請求がまとめられています。このレポートには、請求書作成日と請求書期日を照合して
確認できるトランザクション参照キーが含まれています。

以下は、出品者がどのように支払いを受けるかについての情報です。

• 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振込で支払いを行います。
• AWS支払いは月に一度、その月の7日から10日の間に行われます。出品者の日付は毎月同じになりま

す。支払いレポート (p. 356)には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) 毎月連続して行われます。
• 資金は、顧客から回収されたあとにのみ支払われます。
• 支払いは、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。
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• 支払済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に記載されていま
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管理し
てチャネル収益を増加させましょう。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。
• 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、お客様とすべての購入者および販売者により良い体験を提供するのに役立ち
ます。

Note

に固有の苦情のみが、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、とりわけ、支払い取引の処理、手数料請求に表示される可能性
のあるエラーの検証、および資金の支払いが含まれます。

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、お客様の苦情は
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. AWS Marketplace出品用アカウントにサインインします。
2. 「お問い合わせ」にアクセスしてください。
3. コマーシャルMarketplace、出品者アカウント、登録を選択します。
4. 苦情の詳細を入力し、[送信] を選択します。

Amazon Payments ヨーロッパ苦情解決のタイムフレーム
Amazon Payments Europe 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
する最新情報を提出します。APEの管理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
を受けた日の翌日から最大35営業日延長される場合があります。

クレームのエスカレーション
当社の回答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エスカレートすることもできま
す。

• Amazon Payments ヨーロッパ上級管理職

上級管理職（<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け取った日から15営業日以内に回答します。Amazon 
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Payment Europeの管理が及ばない例外的な状況では、苦情の解決は、上級管理職が最初に苦情を受け
取った日の翌日から最大35営業日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慎重な監督を担当する機関です。CSSF（110 
Route d'Arlon L-2991 Luxembourg）にお問い合わせいただくか、https://www.cssf.lu/contacts/ のお問い
合わせページをご利用ください。CSSF に関する詳細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。

• オンラインの紛争解決

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 がそのライセンスを担当する機関であるためです。詳細
については、欧州委員会のウェブサイトにある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。

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 Marketplace Commerce Analytics Service (p. 13)
• AWS Marketplace フィールドデモストレーションプログラム (p. 25)
• 出品者レポート、データフィード、ダッシュボード (p. 303)
• その他のリソースも使用できます。AWS Marketplace 管理ポータル (p. 25)

AWS Marketplace Commerce Analytics Service
AWS Marketplace Commerce Analytics Service を使用すると、AWS Marketplace 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。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、AWS アカウントデータセットとしてユーザーに配信さ
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すると、データは提供された 
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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
これらの AWS Marketplace Commerce Analytics Service 規約 (これらの “CAS 規約”) は、AWS 
Marketplace Commerce Analytics Service (“CA サービス”) の使用およびアクセスに固有の規約を含み、
「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。

1. 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。

2. 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
AWS のサービスAWS Marketplaceコマース分析サービスを使用するには、AWS アカウントとを設定する
必要があります。
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AWS Marketplaceコマース分析サービスを使用するには

1. AWS アカウント権限を設定してください (p. 15).
2. 宛先 Amazon S3 バケットを作成する (p. 15).
3. レスポンス通知用の Amazon SNS トピックを設定する (p. 15).
4. Commerce Analytics Service プログラムに登録する (p. 15).
5. 設定を確認する (p. 16).

AWS アカウント権限を設定してください

AWS Marketplaceへのサインインには、AWS Marketplace 管理ポータルルートアカウントの認証情報で
はなく、AWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用することを強くお勧めします。the 
section called “AWS Marketplace 販売者のポリシーとアクセス許可” (p. 406)AWS Marketplaceコマース
分析サービスの権限に関する特定の IAM 権限については、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 ユーザーを作成することにより、 ユーザーそれぞれに一意の認証情報を設定す
ることができます。さらに、各 ユーザーにそれぞれ異なるアクセス権限を付与することもできます。必要
な場合には、いつでも ユーザーのアクセス許可を変更、または無効にすることができます。

宛先 Amazon S3 バケットを作成する

Commerce Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics 
Analytics Analytics Bu 使用する Amazon S3 バケットがすでにある場合は次のステップに進んでくださ
い。

Amazon S3 バケットがない場合、またはこのデータ専用の Amazon S3 バケットを作成したい場合は、
「S3 バケットを作成する方法」を参照してください。

レスポンス通知用の Amazon SNS トピックを設定する

コマース分析サービスは 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。この目的の Amazon SNS トピックがすでにある場合は次のステップに進んでください。

このサービス用に Amazon SNS トピックが設定されていない場合は、今すぐ設定してください。手順につ
いては、「トピックの作成」を参照してください。

サービスを呼び出すには ARN が必要なので、作成したトピックの Amazon リソースネーム (ARN) を記録
します。

Commerce Analytics Service プログラムに登録する

コマース分析サービスは、トピックの ARN とバケット名を使用してサービスを設定すると、Amazon S3 
バケットと 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. AWS Marketplace 管理ポータルAWS アカウントAWS Marketplace製品の管理に使用しているでにロ
グインします。

2. AWS Marketplaceコマース分析サービスに登録するために必要な IAM 権限を持っていることを確認し
てください。

3. Commerce Analytics Service 登録ページに移動します。
4. Amazon S3 バケット名と Amazon SNS トピック ARN を入力し、[登録] を選択します。
5. [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。
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Note

コマース分析サービスへのオンボーディングにより、に IAM ロールが作成されますAWS アカ
ウント。IAM ロールでは、Amazon S3AWS Marketplace バケットへの書き込みおよび Amazon 
SNS トピックへの通知を発行できます。 AWS Marketplaceアカウント 452565589796 を使用し
て、この IAM ロールでこれらの関連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、構成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. 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。
2. AWS CLI を使用して、このコマンドを実行します。

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。

• については--role-name-arn、{YOUR-ROLE-NAME-ARN}の登録プロセスで受け取ったロールの ARN 
に置き換えてくださいCommerce Analytics Service プログラムに登録する (p. 15)。

• --destination-s3-bucket-name については、{YOUR-S3-BUCKET} を、で作成した Amazon S3 バケット
に置き換えてください宛先 Amazon S3 バケットを作成する (p. 15)。

• — の場合はsns-topic-arn、{YOUR-SNS-TOPIC-ARN} を、で作成した Amazon SNS トピックに置き換
えてくださいレスポンス通知用の Amazon SNS トピックを設定する (p. 15)。

サービスから dataSetRequestID 応答を含む応答を受け取った場合、オンボーディングプロセスは完了で
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 を通じて提供されます。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。

Commerce 分析サービスの IAM ポリシー

ユーザーが Commerce Analytics サービスを使用できるようにするには、次の権限が必要です。
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次の IAM 権限ポリシーを使用して、AWS Marketplaceコマース分析サービスに登録します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:CreatePolicy", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "aws-marketplace-management:viewReports" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

次の IAM 権限ポリシーを使用して、ユーザーがAWS Marketplace Commerce Analytics サービスにリクエ
ストを送信できるようにします。

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

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

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 demo-prefix
というプレフィックスを使用してデモバケットの Amazon S3 バケットに公開され、通知メッセージはデ
モトピックの Amazon SNS トピックに配信されます。

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、Amazon SNS ト
ピックに公開された通知とリクエストを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"
} 
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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 demo-prefix というプレフィックスを使用してデモバケットの Amazon S3 バケットに公開され、通知
メッセージはデモトピックの Amazon SNS トピックに配信されます。

/*
* 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
* 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();
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} 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()));
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
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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
このサービスではGenerateDataSet、Amazon S3 バケットに発行されるデータセットをリクエストする
ための 1 つのメソッドが公開されています。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。

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。

宛先 Amazon S3 バケット名 宛先 Amazon S3 バケットの名前 (ARN ではなくわ
かりやすい名前)。データセットはこの場所に発行
されます。

宛先 Amazon S3 プレフィックス (オプション) 公開されたデータセットの 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-EXAMPLE-
BUCKET/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場合、データセット
は Amazon S3 バケットルートに公開されます。

SNS トピックの ARN データセットが公開されたとき、またはエラーが
発生したときに通知される Amazon SNS トピック
の ARN。

レスポンス

AWS Marketplaceコマース分析サービスは 2 つの応答を返します。1 つ目は即時に返される同期方式で、
もう 1 つは Amazon SNS を使用して返される非同期方式です。同期応答はこの例と似ています。
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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。

非同期レスポンスは JSON 形式のドキュメントとして Amazon SNS トピックに投稿され、この例と同様
です。

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。

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が.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。

21



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

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 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。

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、AWS Marketplaceコマース分析サービス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。

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。
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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。

AWS MarketplaceCommerce Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics 
Service は米国東部 (バージニア北部 Commerce Analytics Service へのすべての呼び出しは us-east-1 エ
ンドポイントに対して行う必要があります。

を使用している場合はAWS CLI、次の例に示すように、各呼び出しに "--regionフラグを追加しus-
east-1、AWS リージョンとして指定します。

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:eu-
central-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ものとは異なる Amazon S3 バケットまたは Amazon SNS トピック
を使用したいと考えています。

AWS MarketplaceCommerce Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics Analytics 
Analytics Analytics Analytics トピックを指定しました。オンボーディングプロセスでは、これらの特定の
リソースにのみサービスアクセスを許可するように 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.
AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。

2. IAM コンソールの左側にある [ロール] を選択します。
3. 選択MarketplaceCommerceAnalyticsRole。
4. [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. oneClick_MarketplaceCommerceAnalyticsRoleで始まる名前のポリシーを見つけて、[Edit Policy] を選

択します。
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、s3: で始まるアクションを含むセク
ションを探し、それぞれのリソース選択を変更して新しい 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、次のガイド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
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これは、ユーザーが通話に必要な権限を持っていない場合に発生する可能性がありま
すGenerateDataSet。以下の手順は、IAM コンソールを使用してそれらの権限を含む IAM ポリシーを作
成し、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス権限を追加するために必要な手順の概要を示してい
ます。

JSON ポリシーエディタを使用してポリシーを作成するには

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

2. 左側のナビゲーション列で、[ポリシー] を選択します。

[Policies] (ポリシー) を初めて選択する場合は、[Welcome to Managed Policies] (マネージドポリシー
にようこそ) ページが表示されます。[Get Started] (今すぐ始める) を選択します。

3. ページの上部で、[ポリシーの作成] を選択します。
4. [JSON] タブを選択します。
5. 次の JSON ポリシードキュメントを入力します。

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

6. [Review policy] (ポリシーの確認) を選択します。

Note

いつでも [Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブと [JSON] タブを切り替えることができま
す。ただし、[Visual editor] (ビジュアルエディタ) タブで [Review policy] (ポリシーの確認) を
変更または選択した場合、IAM はポリシーを再構成してビジュアルエディタに合わせて最適
化することがあります。詳細については、IAM ユーザーガイドの「ポリシーの再構成」を参
照してください。

7. [ポリシーの確認] ページに作成するポリシーの [名前] と [説明] を入力します。ポリシーの [Summary]
(概要) を参照して、ポリシーによって付与された許可を確認します。次に、[Create policy] (ポリシー
の作成) を選択して作業を保存します。

アクセスを提供するには、ユーザー、グループ、またはロールにアクセス許可を追加します。

• AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) のユーザーとグループ:

アクセス許可セットを作成します。「AWS IAM Identity Center (successor to AWS Single Sign-On) ユー
ザーガイド」の「シークレットの作成と管理」の手順に従ってください。

• ID プロバイダーを通じて IAM で管理されているユーザー:

ID フェデレーションのロールを作成する。詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「サードパー
ティー ID プロバイダー (フェデレーション) 用のロールの作成」を参照してください。

• IAM ユーザー:
• ユーザーが設定できるロールを作成します。手順については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM ユー

ザー用ロールの作成」を参照してください。
• (非推奨) ポリシーをユーザーに直接アタッチするか、ユーザーをユーザーグループに追加します。

「IAM ユーザーガイド」の「ユーザー (コンソール) へのアクセス許可の追加」の指示に従います。
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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
（AWS社内で承認された従業員）AWS Marketplaceが一部の製品とソリューションを無料で使用できま
す。

AWS承認された従業員の例には、ソリューションアーキテクト、営業およびマーケティングの専門家が含
まれる場合があります。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. 60)
• コンテナ (p. 122)
• 機械学習アルゴリズムとモデルパッケージ (SageMaker) (p. 190)
• データセット (AWS Data Exchange)

Note

AWS Data Exchange 製品の場合、FDP は公募価格が 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、AWS Data Exchange ユーザーガイドの「サブスクライバーのサブスクリプション
検証」を参照してください。

AWS Marketplace出品者として登録すると、自動的にFDPプログラムに登録されます。オプトアウトする
には、AWS Marketplace出品者運営チームにサポートリクエストを送信してください。

このプログラムでの製品の使用状況に関する情報については、AWS月次請求収益レポートのフィールドデ
モンストレーション使用量セクションを参照してください (p. 361) (p. 365)。

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 日間の GTM アカデミー (p. 296)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
AWS Marketplace商品の公開準備には、パッケージの設定、価格スキームの設定、商品を出品する関連カ
テゴリの決定、商品が関連する検索に表示されるようにするためのキーワードの追加などが含まれます。

トピック
• 製品デリバリー (p. 26)
• 製品の料金 (p. 28)
• のリージョンおよび国AWS Marketplace製品 (p. 34)
• プライベートオファー (p. 35)
• の標準化された契約AWS Marketplace (p. 49)
• カテゴリとメタデータ (p. 51)
• AMI とコンテナ製品の使用方法 (p. 52)
• 商品の検索エンジン最適化  (p. 54)

製品デリバリー
各商品の配送方法には、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、AWS Marketplaceそれをサポートするプログラムに登録するまで出品者が利用できない場合がありま
す。

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
タム価格と EULA を使用して、個人のお客様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. 49)を使用できます。

次の表は、ソフトウェア製品の配信に使用できる方法と、AWS MarketplaceAWS Marketplace購入者がコ
ンソールで各タイプの成果物を見つける方法を示しています。

商品の配信方法

商品の配信方法 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 Amazon マシンイメージ 
(AMI) を配信します。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、1 つの AMI を使用
して、製品が既にインストール
されていてすぐに使用できる 
Amazon EC2 インスタンスを作
成できます。

詳細については、「AMI ベース
の製品 (p. 60)」を参照してく
ださい。
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商品の配信方法 コンソールの配信方法フィル
ター

説明

AMIAWS CloudFormation はテン
プレートを使用して配信されま
した

CloudFormation [テンプレート] CloudFormation テンプレートを
使用して、AWS Marketplace購
入者に配送されるAMIベースの商
品を出品できます。

購入者は、その製品に含まれる
すべての AMI を利用できる 1 つ
のソリューションを購入できま
す。

AMI CloudFormation をテンプ
レートとして配信する方法の詳
細については、「を使用する 
AMI ベースの配信」を参照して
くださいAWS CloudFormation。

CloudFormation テンプレー
トの詳細については、AWS 
CloudFormationユーザーガイド
の「AWS CloudFormation概念」
を参照してください。

Private Image Build プライベートイメージビルド 購入者がオペレーティングシス
テム構成に関する社内標準を満
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
な方法で製品を提供します。

詳細については、「プライベー
トイメージ (p. 88)」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
された商品をお届けします。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
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. 122)」を参照
してください。

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 を通じて
データ製品およびオファーを
公開および管理する方法につ
いては、AWS Data Exchange
ユーザーガイドの「AWS Data 
Exchange でのデータ製品の提
供」を参照してください。
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商品の配信方法 コンソールの配信方法フィル
ター

説明

機械学習アルゴリズムとモデル
パッケージ

SageMaker モデル Amazon SageMaker を使用して
アルゴリズムまたはモデルパッ
ケージを作成し、公開します
AWS Marketplace。

機械学習アルゴリズムとモ
デルパッケージの提供の詳
細については、を参照してく
ださいMachine Learning 製
品 (p. 190)。

詳細については SageMaker、
「とは SageMaker?」を参照して
ください。 Amazon SageMaker 
開発者ガイドを参照してくださ
い。

SaaS (SaaS) SaaS SaaS 製品には、サブスクリプ
ションベース、契約ベース、ま
たは従量制の契約価格モデルを
提供できます。

詳細については、「((サービスを
SaaS) ベースの製品 (p. 236)」
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 他の製品をサポートした
り、AWS Marketplace他の製品
と連携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。

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価格情報を提供しますAWS Marketplace。すべ
ての料金は、米ドル (USD) に基づいています。

有料製品の場合は、AWS Marketplaceお客様からソフトウェア料金を徴収します。

お客様が無料で利用できる無料または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。

払い戻しについては、を参照してください商品の払い戻しAWS Marketplace (p. 32)。

トピック
• 料金 (p. 29)
• 料金モデルの変更 (p. 31)
• 料金の変更 (p. 32)
• プライベートオファー (p. 32)
• 商品の払い戻しAWS Marketplace (p. 32)
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料金
次のトピックでは、で利用できる価格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. 29)
• 使用料金 (p. 30)
• 契約 (p. 31)
• ライセンス (p. 31)

特定の商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. 91)
• コンテナ製品の料金 (p. 143)
• 機械学習製品の価格設定 (p. 192)
• SaaS 製品の料金体系 (p. 252)
• プロフェッショナルサービスの製品価格 (p. 287)

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。一例とし
て、サブスクリプション価格では、同じ製品を1時間ごとに長期間使用する場合と比較して、最大40パー
セントの節約になります。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顧
客に提供される方法の詳細については、「AMI サブスクリプション」または「有料コンテナ製品の価格モ
デル」を参照してください。

年間サブスクリプションを使用する場合の考慮事項は次のとおりです。

• 年間料金は、インスタンスタイプごとに定義されます。Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 
インスタンスタイプか、インスタンスタイプ

• 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 X 年間サブスクリプションを購入し、Y 個のインスタンスで Y 個の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とならない (Y-X) インスタンスについては、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。

• セラーのプライベートオファーを使用すると、複数年（最長3年）または前払いのカスタム期間の
AMIを提供したり、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. 35)およびthe section called “Flexible Payment 
Scheduler” (p. 40)を参照してください。

で年間製品を提供する場合AWS Marketplace、の「ファイルアップローダー文書」セクションにある年間
製品に関する特定の返金ポリシーに同意したものとみなされますAWS Marketplace 管理ポータル。
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料金の変更

年間価格 (たとえば、年額 1,000 ドルから 1,200 ドル/年) はいつでも変更できます。ただし、既存のお客様
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。お客様には、自動
更新の前に、新しい価格を含む電子メールメッセージが届きます。

エンドユーザーライセンス契約

AWS顧客が年間サブスクリプションで 12 か月間ソフトウェアを使用した場合、製品の詳細ページで提供
される EULAAWS Marketplace の対象となります。

使用料金
従量課金制とも呼ばれる従量制価格モデルでは、使用した分だけ支払う顧客に製品を提供できます。

出品

• 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、ソフトウェアが API を呼び出すときに測定
され、報告されます。出品者は、ユースケースに応じて、ベストプラクティスとして 1 時間に 1 回呼び出
されるように API を設定することをおすすめします。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

ソフトウェアがホストを監視している場合は、監視対象のホストごとに料金を請求し、ホストのサイズに
応じて異なる価格を設定できます。

Example ユーザー

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設定）が
付いています。例:FCP カテゴリ (カスタム価格カテゴリ)。

AWS Marketplace Metering Service製品については、次の点に注意してください。

• 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。標準製品を AWS Marketplace メータリングサービスを使用す
るように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、両方を Web サ
イトに残すことができます。

30



AWS Marketplace 販売者ガイド
料金モデルの変更

• AWS Marketplace 計測サービスでは、ソフトウェアが 1 時間ごとに使用状況を報告し、その時間におけ
る顧客の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 メータリングサービスを使用する製品は 1-Click をサポートしていません。購入者
は、特定の権限を持つAWS Identity and Access Management (IAM) ロールでソフトウェアを起動し、イ
ンターネットゲートウェイを持っている必要があります。

• 無料トライアルと年間価格は AWS Marketplace メータリングサービス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、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
契約価格モデルを使用すると、1か月、12か月、24か月、または36か月のライセンスを購入できる前払い
価格を顧客に提供できます。

契約価格は、以下の製品でご利用いただけます。

• 単一の AMI ベースの製品と、AWS CloudFormationテンプレートベースの製品を含む AMI。詳細につい
ては、「AMI 製品の契約価格 (p. 101)」を参照してください。

• 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. 145)」を参照してください。
• SaaS oftware 詳細については、「SaaS 契約の料金 (p. 254)」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、製品ロードフォーム（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統合してから、AMIまたはコンテナベースの
製品を公開します。AWS License Manager
顧客が契約価格で製品を購入すると、顧客側でライセンスが作成されAWS Marketplace、ソフト
ウェアはLicense Manager APIを使用して確認できます。AWS アカウントお客様が 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。

ライセンス
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、発売後最初の 90 日間は、AWS Marketplaceこの
ソフトウェアに同梱されている購入可能なバージョンを必要とする要件を緩和します。この間、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。担当チームが、ソフトウェアを
購入できるかどうか、AWS Marketplaceまた購入できるようにする方法を決定するお手伝いをします。

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。希望する価格モデルの変更について
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。
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価格モデル変更のリクエストはすべて、処理と確認に30～90日かかることがあります。

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. AWS Marketplace 管理ポータルにサインインします。
2. 「製品」タブには、作成した現在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日間の期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したとします。6月16日は3月16日の約90日後です。価格変更は90
日間の期間の翌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
AWS Marketplace売り手プライベートオファープログラムでは、AWS MarketplaceAWS Marketplace売り
手は個々の顧客（買い手）とカスタム価格やEULAについて交渉することができます。詳細については、
「プライベートオファー (p. 35)」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返金ポリシーが
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。出品者にとって、返金ポリシーの詳細は出品者次第です。ただ
し、製品の使用に対する何らかの払い戻しをお客様に提供する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商品の払い戻しリクエス
トの種類、関連するポリシーと承認プロセス、および顧客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。

商品の返金リクエストタイプAWS Marketplace
購入者は、AWS Marketplace商品に対して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が販売した製品についてはAWS、返金ポリシーページを参照し、を使用してサポートに連絡
フォームを送信してくださいAWS Support Center Console。お客様から直接ソフトウェアの払い戻しをリ
クエストした場合はAWS、掲載されている当該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
しは販売者に直接リクエストする必要があります。AWS Marketplace各出品者は、AWS Marketplace各自
のページに返金ポリシーを記載する必要があります。

AWS Marketplace商品の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の概要を示しています。

• 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状況を計測する場合AWS Marketplace Metering Service、ソフトウェア
メータリングエラーに起因するソフトウェア料金について、AWSお客様に代わって払い戻しを行うこと
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、出品者に一度確認する
必要がありますが、出品者が払い戻しを個別に確認する必要はありません。AWS Marketplace Metering 
ServiceAWS Marketplace Metering Serviceを製品と共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のキャンセル

非公開プランの購入後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全額返
金されます（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関連して払い
戻しが行われた場合、お客様側で何もする必要はありません。48時間が経過すると、そのような購入者
からのリクエストは出品者の裁量に委ねられます。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のアップグレード

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価なサブスクリプションまたは同等の価値
のサブスクリプションに置き換える場合、AWS出品者に代わって下位レベルのサブスクリプションの払
い戻しを行うことができます。これは購入者にとっての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をリクエストして払い戻しを行います。

• サブスクリプションのダウングレード

AWS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、すべてお客様の承認を得てから処理
する必要があります。

AWS承認されたすべての払い戻しは自動的に処理され、お客様側でのアクションは必要ありません。

AWS Marketplace製品払い戻しプロセス
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。払い戻し関連のサポートは、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。

以下の手順は、外部のお客様または内部テストアカウントの払い戻しをリクエストする方法の概要を示し
ています。

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。

• サブスクライライライリをリクエストメールアドレスをリクエストリクエストリクエストリクエス
トリクエストAWS アカウントリクエスト

• 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お客様
に伝えてください。
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• 顧客が払い戻しを希望する請求期間。
2. AWS アカウントにログインし、払い戻しリクエストフォームに移動します。
3. フォームに顧客の情報を入力します。
4. 顧客が払い戻しをリクエストしている製品の製品 ID を入力します。製品 ID は、毎日の顧客購読者レ

ポートで確認できます (p. 354)。
5. カスタマーリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエスト

リクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエスト
リクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエスト

a. 日次顧客登録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。
6. フォームを送信します。その旨が通知され、払い戻しの処理が開始され、お客様に返金されます。
7. 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、それ以上のアクションは必要ありません。
• 保留中 — 現在の請求サイクルが終了すると、返金が処理されます。
• 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返信することもできますが、新しい払い戻しリクエストフォームを送信する
必要もあります。

8. 払い戻しが正常に処理されると、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
金リクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエス
トリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエストリクエス
トリクエストリクエストリクエスト

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
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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。

• 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. 49)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
のすべてのプライベートオファーは、の「オファー」ページから作成および管理できますAWS 
Marketplace 管理ポータル。出品する商品と、出品する購入者のAWS アカウント ID (1 つまたは複数) を指
定します。 AWS Marketplace 管理ポータルオファーの固有の ID と URL を生成します。プライベートオ
ファーの作成方法については、「チャネルパートナー作成」を参照してください。

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。出品を連結アカウントまたは管理アカウントのいず
れかに延長しない限り、購入者は出品を閲覧できません。オファーでサービスの制限を強制することはで
きないため、商品にすでに制限がない限り、購入者は交渉した価格で製品を好きなだけ使用できます。

AWS Marketplace買い手は第三者融資を利用してプライベートオファーを受けることができます。詳細に
ついては、「カスタマーファイナンスが利用可能になりました」を参照してくださいAWS Marketplace。

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
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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) 契約および消費財を含む SaaS 契約では、購入者が非公開のオ
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. 47)」を参照してください。

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、プライベートオファーのレ
ポート (p. 40)および出品者レポートガイドを参照してください。

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て潜在的な購入者に通知すると、購入者はオファーを確認して承認するこ
とができます。

オファーを閲覧するには、AWS アカウント購入者がオファーの延長先のにログインする必要があります。

購入者は、次の表に示すいずれかの方法で非公開オファーを確認して承諾できます。

プライベートオファーを受諾す
る

購入者はできます

AWS Marketplaceコンソールか
ら

AWS Marketplaceコンソールの [プライベートオファー] に移動し、
[利用可能なオファー] タブからオファー ID を選択します。

非公開商品の購入者体験について詳しくは、AWS Marketplace購入
者ガイドの「非公開商品」を参照してください。

出品者提供のリンクを使用する 売り手から送られたリンクをたどって、プライベートオファーに直
接アクセスしてください。

詳細については、「購入者への非公開オファーの送信 (p. 46)」を
参照してください。

製品ページから 製品の製品ページに移動し、バナーのリンクを選択すると、プライ
ベートオファーが表示されます。

非公開商品の購入者体験について詳しくは、AWS Marketplace購入
者ガイドの「非公開商品」を参照してください。

Note

オファーは有効期限前にのみ受け付けられます。オファーの有効期限が切れると、「承認された
オファーと期限切れのオファー」タブに移動します。

チャネルパートナーによるプライベートオファー
チャネルパートナーの場合は、ISVと特別な条件を交渉して、ISVの製品を購入者に提供できます。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、「チャネルパートナープライベートオファー (p. 42)」を参照してください。

プライベートオファーについての注意
プライベートオファーを受諾する、次の点に注意が必要です。
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• セカンドパーティ、Amazon Machine Image (AMI) の月次配信、AWS CloudFormation製品を使用したマ
ルチ AMI ベースの配信、または顧客の使用を制限するプライベートオファーを作成することはできませ
ん。

• 柔軟な支払いスケジューラを備えた非公開のオファーでは、購入者が次の請求書発行条件を満たしてい
れば、AWS前払いを複数の支払いに分割することができます。

• プライベートオファーの購入者アカウントがプライベート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管理者を含むアカウントの両方をオファー
に含める必要があります。

• プライベートオファーは、私物ライセンスの持ち込みモデル (BYOL) または BYOL 製品タイプをサポー
トしていません。

• プライベートオファーを作成するときは、カスタムEULAオプションを使用して、独自の交渉契約条件
をプライベートオファーに含めてください。最大 5 つのドキュメントを添付できます。

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 製品が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提供できます。

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 AMI 時間単位 (年間のプライベートオファー): 最長 3 年間 (1,095 日)。柔軟な支払
いスケジュールをサポートしているのは、AMI 時間単位の年間プライベートオファーまたは AMI 契約だ
けです。

• AMI契約のプライベートオファー：最長5年（60か月）

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、非
段階的価格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、購入者に契約数を増やすよう手動でアップグレードするようアドバイスするの
は、独立系ソフトウェアベンダー（ISV）次第です。現時点では、アップグレードをサポートしている
のは、階層型ではない価格ベースの契約のみです。プライベートオファーの契約期間は、公開されてい
る製品リストと一致させることも、月単位のカスタム期間（最大60日）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では、契約期間中、契約で合意された年間インス
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、毎月の請求契約に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。

• コンテナ時間単位または長期プライベートオファーの場合はコンテナ時間単位 — 最長3年間（1,095
日）。柔軟な支払いスケジュール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
約のあるコンテナ時間単位のコンテナのみです。
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• 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、非段階的な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）が契約階層を定義し、サービスの制限を適用し、購入者に契約数を増やして手動でアッ
プグレードするようアドバイスします。現時点では、アップグレードをサポートしているのは、階層型
ではない価格ベースの契約のみです。プライベートオファーの契約期間は、公開されている製品リスト
と一致することも、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、契約で合意されたユニット数を設定で
きます。購入者がさらに多く使用する場合は、同じユニットにカスタムの時間単価を設定することもでき
ます。

Note

プライベートオファーは、毎月の請求契約にはご利用いただけません。

プロフェッショナルサービス商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. 281)」を参照してください。

SaaS 製品のプライベートオファー
サービスとしてのソフトウェア（SaaS）のプライベートオファー製品では、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、その後同じ価格帯で価格を 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。

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）は契約階層を定義し、サービス制限を実施し、必要に応じて手動で上位の契約階層にアップ
グレードするよう購入者にアドバイスしています。プライベートオファーの契約期間は、公開されている
製品リストと一致することも、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。

ML 製品の非公開オファー
Machine Learning (ML) 非公開商品では、特定の購入者に公開されている価格とは異なる価格を提示しま
す。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合意は、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条件および合意とは異なる場合があります。

プライベートオファーは、いくつかの方法があります：

• 時間単位 — 非公開のオファーは、公開されている時間単位の料金とは異なる時間単位の料金になること
があります。

• 推論ごと — 製品をエンドポイントとしてデプロイするときの推論価格を設定している場合、プライベー
トオファーの推論率は、公開されている推論率とは異なる可能性があります。

• 契約 — 非公開オファーは、指定された日数分の固定前払い料金で契約できます。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、引き続き実行される
すべてのインスタンスには、プライベートオファーで設定した時間単位の料金が請求されます。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した。購入者がこの非公開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にはその時間単位の料金が請求されます。無料の
プライベートトライアルを提供している場合は、無料の永久ライセンスを避けるため、無料トライアル
期間終了後に正しい時間単位の料金を設定してください。
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Note

プライベートオファーの制限の詳細については、を参照してくださいプライベートオファーに
ついての注意 (p. 36)。

複数の非公開オファーを作成して、1人の購入者に提供できます。プライベートオファーを延長した購入者
は、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なります。購入者が一度
に所有できるオファーは 1 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に同時に登録す
ることはできません。

SageMaker 特定の購入者向けの製品の非公開オファーを作成するには、AWS Marketplace セラーオペ
レーションチームにお問い合わせください。

オファーの送信プロセス
を使用すると、次の手順を使用してシンプル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

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. プライベートオファーの作成ページで、ドロップダウンリストから商品を選択し、AWS Marketplace

購入者のAWS アカウント ID (1 つまたは複数) を入力します。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」を選択します。入力した情報を確認し、[次へ] 
を選択します。

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。AWS非公開のオファーで柔軟な支払いスケジュールを
受け取るには、購入者が請求条件を満たしている必要があります。詳細については、「the 
section called “Flexible Payment Scheduler” (p. 40)」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. 契約期間を指定してください:

a. 製品提供が AMI 時間単位または AMI 年間価格モデルを対象としている場合は、「期間」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

プライベートオファーの期間は、AMI の時間単位または AMI の年間価格モデルでは最大 
1,095 日です。

b. 製品提供が 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、期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

プライベートオファーの期間は、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では最大 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. 40)」を参照してくださ
い。
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7. 「エンドユーザー使用許諾契約のアップロード」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。

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. 「オファーの確認」ページで、オファー情報と.pdf ファイルを確認し、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. 361)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
者向けの請求書が生成されると、該当する請求期間を対象とするレポートに表示されます。詳細について
は、「出品者レポート」を参照してください。

[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。
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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

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。

41

https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/consolidated-billing.html


AWS Marketplace 販売者ガイド
チャネルパートナープライベートオファー

チャネルパートナープライベートオファー
AWS Marketplaceチャネルパートナー向けプライベートオファーでは、チャネルパートナーは独立系ソ
フトウェアベンダー (ISV)AWS Marketplace の製品を再販できます。チャネルパートナーと ISV は、その 
ISV 製品を 1 つ以上再販する契約を結び、その製品の非公開オファーを購入者に提供します。

次の図は、ISV、チャネルパートナー、購入者の関係を示しています。

Note

ISV としてチャネルパートナーに再販の機会を創出する方法の詳細については、を参照してくだ
さいISV としてのチャネルパートナーへの再販機会の創出 (p. 43)。
チャネルパートナーの購入者へのプライベートオファーの作成の詳細については、を参照してく
ださいチャネルパートナーとしてのプライベートオファーの作成 (p. 44)。

チャネルパートナーのプライベートオファーはそれぞれ、購入者のニーズに合わせてカスタマイズされた
価格設定と独自の取引条件が設定され、1人の購入者にのみ表示されます。プライベートオファーを作成す
る場合は、ISV が設定した卸売コストから開始します。次に、その価格を値上げして購入者の提示価格を
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。

• 定期discount — ISV は、チャネルパートナーが自社の製品を定価から合意したdiscount 価格で再販する
ことを許可し、定期的な販売機会を提供します。このdiscount により、チャネルパートナーは ISV とさ
らに価格交渉をしなくても、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継続
するように設定することも、ISV またはチャネルパートナーが終了するまで無期限に設定することもで
きます。

• 非定期discount — ISV がチャネルパートナーに提供するオポチュニティは、特定の購入者にのみ適用さ
れる 1 回限りのdiscount です。

どちらの場合も、購入者がプライベートオファーの支払いを済ませた後、AWS Marketplace標準的なプロ
セスを使用して、合意した価格に基づいてチャネルパートナーと ISV に資金を分配します。

Tip

ISV またはチャネルパートナーは、の「パートナー」メニューから付与または受け取った商談を
確認できますAWS Marketplace 管理ポータル。
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プライベートオファーの作成方法の詳細については、「チャネルパートナー作成」を参照してください。

非公開オファーの第三者融資については、「顧客融資が利用可能になりました」を参照してくださいAWS 
Marketplace。

追加情報
追加情報や質問については、ISVAWS Marketplace やチャネルパートナーがチャネルチームに連絡するこ
とをお勧めします。具体的に誰に連絡すればよいかわからない場合は、aws-mp-channel@amazon .com
にメールメッセージを送信してください。チームの誰かが 1 営業日以内に返信します。

ISV としてのチャネルパートナーへの再販機会の創出
ISV は、そのパートナーに再販の機会を設けることで、チャネルパートナーに製品の再販を許可できま
す。商品ディメンションごとにdiscount 率またはカスタム価格を指定して、チャネルパートナー向けの卸
売価格を作成できます。パートナーは、購入者向けのチャネルパートナー向け非公開オファーを作成する
ときに、卸売価格を値上げできます。チャンネルパートナーの非公開オファーの詳細については、「」を
参照してください機会に基づく非公開オファーの延長 (p. 45)。

次の手順は、ISV がチャネルパートナーに機会を創出する方法の概要を示しています。この機能を使用す
るには、の [パートナー] タブを使用する権限が必要です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 としてチャネルパートナーにリセラーの機会を設けること

1. AWS Marketplace 管理ポータルAWS Marketplace出品用アカウントでにログインします。

Tip

AWS アカウントAWS Marketplace出品用アカウントでサインインする前に、別のアカウント
からサインアウトしていることを確認してください。

2. [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
3. オポチュニティーの詳細ページで、オポチュニティーの名前とオポチュニティーの説明を入力しま

す。

Note

オポチュニティー名とオポチュニティーの説明に入力した情報は、チャネルパートナーの出
品者レポートに表示されます。

4. リセラーの場合は、ドロップダウンリストから承認したい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

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る場合があります。
登録されたリセラーのみが商談の承認を受けることができます。詳細については、「チャネ
ルパートナーとしてのプライベートオファーの作成 (p. 44)」を参照してください。

5. この機会に該当する商品を選択してください。

Tip

複数の製品を一度に選択するには、Ctrl キーを押したままにします。
6. 適用するディスカウントを選択してください。

割引の種類は複数の方法で発行できます。

• パーセンテージdiscount — 選択したすべての製品に 1 つのディスカウント率 (パーセンテージ) を適
用します。
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• 個別価格 — 特定の商品に特定の割引を適用します。
• フレキシブルな支払いスケジュール — チャネルパートナーのオポチュニティに柔軟な支払いスケ

ジュールを設定します。
7. オポチュニティーの期間を選択します。

商談期間の長さは複数の方法で指定できます。

• 1回限りの使用 — 1つのオポチュニティに適用され、チャネルパートナーがプライベートオファー
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だけ続きます。
• 期間未設定 — 関係者のいずれか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、カスタム製品ディメンションを追加または削除し、追加使
用料を変更して機会をカスタマイズします。

9. （オプション）購入者アカウント ID を 1 つ以上設定して、その購入者だけに販売機会を提供するよ
うに指定します。

10. （オプション）エンドユーザー使用許諾契約（EULA）のバージョンを選択するか、オポチュニティ
に含めるEULAをアップロードしてください。

11. (オプション) AWS Marketplace (RCMP) のリセラー契約を選択するか、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てください。

12. [機会] (機会) を確認し、情報が正しいことを確認します。
13. [商談の作成] を選択して商談を確定し、チャネルパートナーを承認します。

オポチュニティー作成テーブルが更新され、オポチュニティー名、製品名、リセラー名、ディスカウ
ント、作成日、ステータスなど、関連するオポチュニティーの詳細が表示されます。

商談を作成した後は、その日付を延長することはできません。ただし、いつでも機会 (機会) を取り消し、
再度追加できます。商談を取り消すと、新しいオファーではその割引を利用できなくなります。既存のオ
ファーは影響を受けず、オポチュニティーdiscount はそのままです。

オポチュニティーを選択し、「クローン」を選択してオポチュニティーを複製することもできます。これ
ですべてが事前入力され、フィールドを編集できます

最大 10 件のアドレスを追加できます。最大 10 件の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 通知を管理する (p. 302)。

チャネルパートナーとしてのプライベートオファーの作成
チャネルパートナーの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AWS 
Marketplaceを通じて出品者として登録する必要があります。以下のトピックは、AWS Marketplace出品者
としての開始に役立ちます。

• 販売者としての開始方法 (p. 4)
• 製品の準備 (p. 26)
• 掲載のための製品の送信 (p. 289)
• 出品者レポート、データフィード、ダッシュボード (p. 303)

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. 60)
• ((サービスをSaaS) ベースの製品 (p. 236)
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以下のトピックでは、チャネルパートナーとして非公開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. 45)
• 機会に基づく非公開オファーの延長 (p. 45)
• 購入者へのプライベートオファーの送信 (p. 46)
• 受け入れ済みのオファー (p. 47)

ISV との契約締結

チャネルパートナーが製品の非公開オファーを作成する前に、ISV が製品の再販を許可する必要がありま
す。ISV は、お客様にチャンスを提供することでこれを実現しています。詳細については、「ISV として
のチャネルパートナーへの再販機会の創出 (p. 43)」を参照してください。機会を創出するには、ISV が
以下を提供する必要があります。

• 再販が許可されている 1 つまたは複数の製品。
• 彼らがあなたに提供したい値下げ。
• AWS アカウントAWS Marketplace出品者として登録する際に使用したID。

オポチュニティーが作成されると、その製品の認定リセラーになります。その後、ISV から提供された価
格から値上げされたプライベートオファーを延長できます。

機会に基づく非公開オファーの延長

定期discount のプライベートオファーについては、ISV がチャネルパートナーに 1AWS Marketplace つ以
上の自社製品を再販することを許可します。卸売価格と呼ばれるdiscount は、合意された価格または製品
の定価からのdiscount 率です。チャネルパートナーは、discount を任意の数の購入者に利用できます。

以下の手順は、チャネルパートナーが定期discount に基づいてプライベートオファーを延長する方法の概
要を示しています。

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. 出品価格を決定してください。
2. AWS Marketplace 管理ポータルAWS Marketplace出品用アカウントでにログインします。

Tip

AWS アカウントAWS Marketplace出品用アカウントでサインインする前に、別のアカウント
からサインアウトしていることを確認してください。

3. 画面の上部にあるメニューから [パートナー] を選択します。
4. オポチュニティーリストから、購入者に提供したい商品と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、「オファーを作成」を選択します。

各オポチュニティーの「ディスカウント」列に表示される金額は、「プライベートオファーの作成」
ページに自動的に入力されます。

5. プライベートオファーの作成ページで:

a. 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は、「リセラー契約の承認」セクショ
ンが表示されます。契約を確認して、契約に応じて [リセラー契約に同意する] または [AWS 
Marketplace (RCMP) のリセラー契約に同意する] を選択します。

b. 購入者には、AWS アカウント購入者IDを1つ以上入力します。

最大 25 件のアドレスを入力できます。
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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、「固定ユニットを有効にして、購
入者がこの商品の分割払いを許可する」チェックボックスを選択します。

d. [Next] (次へ) を選択します。
6. [価格調整] (価格調整) セクションで、以下のオプションのいずれかを選択します。

• 卸売原価から顧客価格を引き上げる場合は「値上げ」オプションを選択し、値上げ金額 (%) を入力
します。

• 顧客価格を公示価格から引き下げるには、ディスカウントオプションを選択します。

AMI製品および消費財との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. フレキシブル支払いのオプションを選択した場合は、購入者の支払いスケジュールセクションに、顧
客が行う各支払いの金額と請求日を入力します。ISV 支払いスケジュールの金額と追加情報は自動的
に入力されます。

8. 「エンドユーザー使用許諾契約」セクションで、ISV が提供する EULA を確認してください。ISV 
EULA を修正するためのドキュメントを最大 5 つアップロードすることもできます。

9. 「有効期限情報の設定」セクションで、オファーの有効期限とサブスクリプションの終了日を選択し
ます。

10. 「オファーを確認」を選択します。

オファーを調整する必要がある場合は、「オファーを修正」を選択します。
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、オファーが
オファーに表示されます。これで、非公開のオファーを購入者に送信できます (p. 46)。

購入者へのプライベートオファーの送信

プライベートオファーが公開されると、AWS Marketplace購入者はコンソールのプライベートオファー
ページの「利用可能なプライベートオファー」タブに移動して、アカウントに付与されたすべてのオ
ファーを表示できます。

「出品可能な非公開商品」タブでは、購入者は「登録販売者」列にチャネルパートナーによって提供され
たオファーを確認できます。ISV は [発行元] 列に表示されます。購入者は、出品リストで適切な出品IDを
選択することで、非公開の商品に移動できます。

購入者は、「承認済みまたは期限切れのオファー」タブで、承認されたオファー ID または有効期限が切れ
たオファー ID を確認できます。

また、プライベートオファーが公開されたら、そのオファーのフルフィルメントページへのURLを購入者
に送信できます。

非公開のオファーを購入者に送信するには

1. AWS Marketplace 管理ポータルAWS Marketplace出品用アカウントでにログインします。
2. 画面の上部にあるメニューから [オファー] を選択します。
3. 作成したオファーを強調表示します。
4. 「オファー URL をコピー」を選択します。
5. URL を購入者に送信します。

最大 10 件のアドレスを追加できます。最大 10 件のアドレスを追加できます。E メール通知を設定するに
は、を参照してください 通知を管理する (p. 302)。
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受け入れ済みのオファー

購入者がチャネルパートナーからの非公開オファーを受け入れると、オファーと資金の支払いも同様に行
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 
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-mp-channel@amazon .comAWS Marketplace のチャンネルチームにメールを
送ってください。チームの誰かが 24 時間以内に返信します。

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。
• 定期discount のプライベートオファーの場合、ISVはあなたを買い手と見なし、あなたは購読者を買

い手と見なします。
• 非定期discount のプライベートオファーの場合、ISV とチャネルパートナーは購読者を購入者とみな

します。

AWS Marketplaceレポートについて詳しくは、「出品者レポート」を参照してください。

プライベートオファーのアップグレードと更新
SaaS (Software as a Service) 契約および一般消費型製品を含む SaaS 契約の場合、有効なすべての契約
でプライベートオファーを使用して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. 49)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)AWS Marketplace やチャネルパートナーを含むすべての
出品者が利用できます。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、の「契約」タブを使用する権限が必要です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
以下の製品タイプは、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ます。

• SaaS 契約
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• 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。

• 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 agreement-
based 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、新しい契約が直ちに発効
し、契約がの「契約」ページに表示されます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。非公開商品の購入者体験について詳しくは、AWS Marketplace購入者ガイドの「非公開商
品」を参照してください。

• 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. 354) レポートと 日別ビジネスレポー
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ト (p. 347) 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. 361) 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。
すべてのプライベートオファーでは、エントリには「プライベート」とマークされています。

契約データはデータフィードに表示されません。

の標準化された契約AWS Marketplace
製品を準備する際には (p. 26)、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 を適用することも、標準契約AWS Marketplace (SCMP) を使用
することもできます。SCMP は、調達ワークフローの合理化と取引の迅速化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の概要を説明します。

トピック
• の標準契約AWS Marketplace (p. 49)
• のリセラー契約AWS Marketplace (p. 50)

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）を作
成しました。SCMPは、デジタルソリューションの使用を管理し、購入者と販売者の義務を定義します。
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) の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、セルフサービストランザクションの EULA として SCMP 条件を提供できます。購入者は、そこ
で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. 35)、買い
手は売り手にSCMPテンプレートをリクエストできます。また、当事者間の合意に応じて、条件を修正し
てカスタム取引要件に対応することができます。

セルフサービスまたはプライベートオファーには、SCMP で以下のオプション追加機能を使用することも
できます。

• セキュリティ強化補遺 — データセキュリティ要件が高い取引をサポートします。
• Health Insurance Portability and Accountability Act of 1996 (HIPAA) に準拠している保護契約です。

免責事項

EULAは出品者と購入者の間で締結されます。SCMP をお客様の 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プログラムに
参加することになります。このプログラムでは、AWS SCMPテンプレートを定期的に更新す
る場合があり、条件が記載されている製品リストを現在の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 に置き換えることにより、いつでも SCMP プログラム
から脱退できます。
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のリセラー契約AWS Marketplace

SCMP
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。

ご不明な点がございましたら、AWS Marketplaceaws-mp-standardcontract@amazon.comの標準契約チー
ムにメールメッセージを送信してください。

SSL 経由でリストされている AMI および SaaS 製品の SCMP に EULA を更新するには

1. AWS Marketplace ス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. まだ選択されていない場合は、EULA の AWS Marketplace の標準契約を選択してください。
6. [メモと通知] に「」と入力しますPlease update this product to SCMP V2。
7. 変更を確認し、[Submit] を選択して確認します。

SSL 経由でリストされていない 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サインインします。
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、SCMP で更新する製品タイトルと ID を入力して入力しますPlease update these 
products to SCMP V2。

のリセラー契約AWS Marketplace
リセラー契約AWS Marketplace (RCMP) は、ISV がチャネルパートナーに ISVAWS Marketplace 製品を
購入者に再販することを許可するときに 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 やチャネルパートナーがリセラーとの関係を築いたり、チャネルパートナーのプラ
イベートオファー（CPPO）にリセラー条件を使用したりするときに、法的な契約審査の重複を減らし、
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 が商談に契約をアップロード
し (再販承認)、チャネルパートナーが契約を確認して承認できるようになります。 AWS Marketplace購入
者は RCMP を閲覧できません。

免責事項

RCMPはISV向けのオプション契約です。ISV がチャネル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、商談を創出する際に、RCMPまたは独自にカスタマイズした契約条件（既存ま
たは事前に交渉したもの）を添付できます。

RCMP
このセクションでは、用語の開始

AWS Marketplaceオポチュニティを創りながらRCMPを利用するには

1. AWS Marketplace スのリセラー契約の条件を確認してください。
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カテゴリとメタデータ

2. RCMP ガイドを参照しながら、チャネルパートナーの再販機会を作りましょう。

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。

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。
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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
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. 118)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。
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CloudFormation 配送

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。

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。
3. *** を実行して、データのバックアップを作成します。

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。
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アプリケーション機能の監視と評価

• 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。
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. 118)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。

商品の検索エンジン最適化
AWS Marketplaceウェブサイトは、業界全体で使用されているものと同様の検索最適化技術を使用して、
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。

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。
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• 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。

商品を作成した後に、商品のメタデータを編集することで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。の [製品] タブを使用して作成した製品についてはAWS Marketplace 管理ポータル、[製品] タブを使用
して変更を加えることもできます。詳細については、「製品の変更と更新 (p. 292)」を参照してくださ
い。

AWS Marketplaceセラーオペレーションチームは、似たような言葉や似た意味の言葉を使ったクエリをリ
ダイレクトするお手伝いをします。たとえば、顧客が車を検索することを期待しているときに自動車を検
索する場合です。

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。キーワードは事前に定義されていませんが、処理中に作成されま
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

• AnyCompanyコストのみのお支払いとなります。実行し続けている 1 時間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
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Example 簡単な説明

AnyCompanyの製品は、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、受信するアプリケーショントラフィックに対応するために必要な負荷
分散能力をシームレスに提供することで、アプリケーションの耐障害性を向上させることができます。 
AnyCompanyの製品は、異常なインスタンスを検出し、異常なインスタンスが復旧するまで、トラフィッ
クを正常なインスタンスに再ルーティングします。お客様は、AWSこれを単一の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して、より一貫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)

Important

AWS MarketplaceAWS Marketplaceデスクトップアプリケーション (AMDA) のオンボーディング
はサポートされなくなりました。カタログは2023年末に廃止されます。

AWS Marketplaceデスクトップアプリケーション用 (AMDA) は、Amazon WorkSpaces で実行される仮想
デスクトップアプリケーションのカタログです。AMDAを使用すると、11のソフトウェアカテゴリにわた
る無料およびスクライブスクライブスクライブスクライブスクライブスクライブスクライブスクライブス
クライブスクライブスクライブスクライブスクライブスクライブスクライブ 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。

購入者は、Amazon WorkSpaces Application Manager (Amazon WAM) コンソールを使用して Amazon 
Simple (Amazon WAM) コンソールを使用します WorkSpaces。アプリケーションは Amazon WAM 
WorkSpace クライアントアプリケーションを通じてそれぞれに配信されます。

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

製品の送信とパッケージ化
AWS Marketplace仮想化とパッケージングは出品者運営チームが担当します。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。AWS Marketplace出品
者運営チームがお客様と協力して梱包を完了し、AMDAのプロセスを完了します。現在、AMDA ソフト
ウェアはすべて、パッケージを保存する Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)AWS Marketplace 
バケットへの権限を持つセラーオペレーションズの管理アカウントを使用してスクライブスクライブス
クライブスクライブスクライブスクライブスクライブスクライブスクライブスクライブスクライブスクラ
イブスクライブスクライブスクライブスクライブスクライブスクライブスクライブ AWSは共有パッケー
ジを受け入れることができません。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。AWS 
Marketplace出品者運営チームは、以下の商品を受け取り次第、お客様の梱包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ーファイルの外部 URL (.msi や.exe など)
b. 互換性のあるサーバーライセンスキーWindows Server 2008 R2

2. インストール手順:
a. Windows Server 2008 R2 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
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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を説明してください。

e. サービスまたはレジストリの要件:
i. 必要な各サービスまたはレジストリキーを、その目的の簡単な説明とともに挙げてください。

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な場合は、外部コンポーネント (SQL Server など) 用のテスト環境を用意してく

ださい。
b. プログラムがデータファイルを処理する場合は、パフォーマンスと機能を評価できるようにテスト

ファイルを含めてください。
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. JavaQuickTime、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パッケージングツールを使用して、インストールプロセス中のすべての
ファイル変更を監視します。 AWSインストーラーの実行ファイルを指定して [インストール] をクリック
します。これにより、すべてのファイル変更が監視されます。 AWS次に、レジストリ、サービス、および
ファイル構造をカスタム変更して、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。この場合、AMDAはイン
ストーラーファイルのみを仮想化し、ユーザーが最初にアプリケーションを起動したときにのみソフト
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では、Windows Server 2008 R2対象となるインストールマシンである仮想マシン 
(VM) との差分を作成します。パッケージ化ツールは、インストールプロセス中に VM を監視し、変更され
たファイルのマニフェストを作成し、これをパッケージにまとめて取り込みます。

変更をプログラムでキャプチャした後、AWS技術者はファイル、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たことを確認します。このプロセス中、技術者はアプリ
ケーションが仮想化パッケージの範囲内にとどまるように、アンインストールと自動更新の参照をすべて
削除します。

Windows特定のサービス (Windowsバックグラウンド実行サービスや.dll 要件など) に依存するプログラム
では、追加のテストとパッケージ化が必要になる場合があります。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。
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ライセンスキーはパッケージングプロセス中にキャプチャされるため、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
現在のデータロードフォームは、https://s3.amazonaws.com/aws-mp-vendor-guideProductDataLoad /
AMDA.xlsxAMDAProductDataLoad.xlsx 次のアプリケーションメタデータをロードフォームに入力し、ア
プリケーション送信に含めてください。

• タイトル — 製品のタイトル。
• 詳細説明 — 説明は商品詳細ページに表示されます。
• 簡単な説明 — 説明は検索結果ページに表示されます。
• エンドユーザー使用許諾契約 — 購入者による製品の使用に適用されるEULA。
• 画像 — 商品詳細ページ、検索結果、およびAMDAウェブサイトの他の場所に表示される商品画像または

ロゴ。正方形フォーマットの画像ロゴの URL を指定します。
• カテゴリ — 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。
• ソフトウェア作成者 — 製品ページに表示されるソフトウェア開発者。通常は会社名です。
• ベンダー URL — 製品に関する詳細情報を表示する Web サイトまたは特定のページへのリンク。

• Support テキスト/メール/URL — 必須フィールドは1つだけですが、複数の連絡先を使用することをお
勧めします。

取り込みと新しいバージョン更新
AMDAの各商品の取り込みは、AWS Marketplace出品者運営チームが処理します。現在のパイプラインは
木曜日のリリースをサポートしています。 AWS太平洋標準時の火曜日の正午にメタデータと最終パッケー
ジがロックされます。太平洋標準時火曜日の正午以降のリクエストは、翌週の公開日に対象となります。
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
商品を購入者に届ける方法の 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のに必要な情報提供します。製品
用のカスタム AMI を作成すると、購入者はそれを使用して、製品が既にインストールされていてすぐに使
用できる EC2 インスタンスを作成できます。

購入者が出品者が提供する AMI を使用すると、商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 を使用するのと同じように製品 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」を参照してください製品の料金 (p. 28)。
• 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. 103)。

AMI ベースの製品配送方法
Important

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

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 EC2 インスタンスのテンプレートとして選択して使用します。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. 63)」を参照してください。
• AWS CloudFormationテンプレート — 購入者が役割の異なる複数のインスタンスを含むシステ

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. 77)」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ベースゴールドイメージに製品をインストールできます。追跡と請求のための製
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. 88)」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。

• 購入者に関連付けられているAMIの詳細については、「」を参照してくださいAMI 製品コー
ド (p. 62)。
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• AMI (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. 61)。

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。

トピック
• 製品ライフサイクル (p. 61)
• AMI 製品コード (p. 62)
• 変更リクエスト (p. 62)
• 製品ロードフォーム (p. 63)

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. 60)」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. 103)」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。
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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。

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 出品者レポート、データフィード、ダッシュボード (p. 303)。

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. 62)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. 63)。

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 Marketplace AMI で実行されていることの検証 (p. 90) 。

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。

62



AWS Marketplace 販売者ガイド
製品ロードフォーム

• 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。

詳細については、「変更リクエストの作成 (p. 65)」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)AWS Marketplace で構成される製品を
扱う方法について説明します。顧客は AMI を使用して、製品が既にインストールされ設定されている 
Amazon EC2 インスタンスを作成できます。

トピック
• 前提条件 (p. 64)
• 製品の作成 (p. 64)
• 変更リクエストの作成 (p. 65)
• リクエストのステータスの取得 (p. 66)
• 製品に関する情報を更新する (p. 66)
• 許可リストの更新 (アカウントのプレビュー) (p. 67)
• 製品リージョンの追加 (p. 67)
• 製品リージョンの制限 (p. 68)
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• future 地域サポートの更新 (p. 69)
• インスタンスタイプの追加 (p. 69)
• インスタンスタイプの制限 (p. 69)
• バージョン情報を更新する (p. 70)
• 新しいバージョンの追加 (p. 70)
• バージョンの制限 (p. 72)
• 製品価格の更新 (p. 73)
• 国ごとの空室状況の更新 (p. 74)
• エンドユーザーライセンス契約) 更新 (p. 74)
• 返金ポリシーの更新 (p. 75)
• AMIAWS Marketplace へのアクセスを許可する (p. 75)
• 商品を削除するAWS Marketplace (p. 76)
• 変更リクエストを送信する際によく発生するエラーのトラブルシューティング (p. 76)

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、出品者として登録し、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. 出品者として登録し、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。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 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. 88)。

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。

単一の 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. 「サーバー製品」タブで「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。

• BYOL（自己所有ライセンス）— 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 — 購読者が無料で使用できる製品。(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ことになります)。

• 時間単位または時間単位の年払い — 購入者が時間単位、または年間契約の場合は時間単位で支払う
商品。 AWSAMI の製品コードに基づいて計測を行います。

• 月払い — 購入者に毎月請求される商品AWS。
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Note

AMI ベースの製品には、使用量ベースのライセンスというもう 1 つのタイプのライセンスが
あります。このライセンスタイプは、製品が AWS Marketplace メータリングサービスと統合
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
量制の価格が設定された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. 63)。
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. 92)。」を参
照してください。

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。

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
ジに戻って、処理中のリクエストのステータスを確認できます。

Note

商品の確認と公開は手動で行われ、AWS Marketplace出品者運営チームが処理します。エ
ラーがなければ、最初の製品バージョンの公開に 3～5 日ほど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. 293)。」を参照して
ください。

製品を最初に公開した時点では、AWS アカウント (製品を作成したときに使用した) 自分だけがアクセス
できます。サーバー製品ページから製品を表示する場合、「表示する」を選択すると、AWS Marketplace
購入者に表示される製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製品をテストできます (また、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商品を利用できるようにする必要がある場合、または商品
を公開する必要がある場合は、AWS Marketplace出品者運営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. 26)
• 掲載のための製品の送信 (p. 289)

への送信用の AMI の準備の詳細については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. 88)
• AMI 製品チェックリスト (p. 117)
• AMI ベースの製品要件 (p. 118)

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。
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変更リクエストを作成するには

1. AWS Marketplace 管理ポータルアットを開き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. 「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 フォームに記入して送信するだけです。ただし、特定の変更について
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の正しい PLF をダウンロードするように求められま
す。PLF には、既存の製品詳細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、利用可能になった時点で定期的に更新されます。AWS リージョ
ンサーバー製品ページから製品の最新の PLF を検索するには、製品を選択し、[製品ロードフォー
ムのダウンロード] を選択します。

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
ステータスの取得” (p. 66)。」を参照してください。変更リクエストに関する潜在的な問題の詳細につ
いては、を参照してください変更リクエストを送信する際によく発生するエラーのトラブルシューティン
グ (p. 76)。

特定の変更リクエストの詳細については、次のリソースを参照してください。

• 製品に関する情報を更新する (p. 66)
• バージョン情報を更新する (p. 70)
• 新しいバージョンの追加 (p. 70)
• バージョンの制限 (p. 72)

リクエストのステータスの取得
変更リクエストを送信すると、の「サーバー製品」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 つになります。

• 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リクエストの中にはチー
ムによる手動レビューが必要なものもありますが、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」とは、リクエストを更新して問題を解決したり、リクエストに関する質問に回答
したりする必要があることを意味します。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、リクエストに何か問題があったことを意味します。同じデータを使用して、変更のため
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
製品を作成した後で、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は、新しいデータを使用して製品情報
を編集できます。
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製品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、「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
• 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. 290)。
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、ページを更新する必要がある場合があります。

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の取得 (p. 66)」を参照してください。

許可リストの更新 (アカウントのプレビュー)
AWS アカウント商品が限定された状態で表示される ID のリストを変更するには、「許可リストを更新」
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、「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、「許可リストを更新」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. 見やすいAWS アカウント 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 [リクエストのステータス] 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。

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。
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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、「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. 追加したい製品地域を選択し、[リクエストを送信] を選択します。
5. [リクエスト] タブに [リクエストのステータス] 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。

製品リージョンの制限
新しい購入者が特定の地域で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。地域内の製品の既存の購読者は、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. 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、「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、「製品地域を制限する」を選択します。
4. 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、制限する地域を選択します。
5. 選択したリージョンはトークンとして表示されます。制限するリージョンのリストを確認し、制限し

たくないリージョンの場合は「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 [リクエストのステータス] 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。

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。購読している限り製品を引き続き使用できますが、購読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.
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future 地域サポートの更新
製品を新規発売時にオンボーディングしたい場合はAWS リージョン、「Update future 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. 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、「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、「future 地域サポートを更新」を選択します。
4. future は地域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たに発売

された製品をオンボーディングできるようにすることもできます。
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 [リクエストのステータス] 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。

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、「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、[Add] を選択してから [Submit 

request] を選択します。
5. [リクエスト] タブに [リクエストのステータス] 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

現在の価格モデルが無料ではない場合や、Bring Your Own License (BYOL) モデルを使用して
いる場合は、価格を追加する必要があります。
新しいインスタンスの価格を指定して [インスタンスを追加] または [価格を更新して価格を上
げる] を作成した場合、変更を行った日から起算して 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、お問い合わせを通
じて当社のチームにご連絡ください。

インスタンスタイプの制限
新規購入者が特定のインスタンスの単一の AMI 製品を使用できないようにするには、そのインスタンスを
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 
1 つの AMI の既存のユーザーは、登録され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。
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2. 「サーバー製品」ページに移動し、「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、[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 [リクエストのステータス] 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

チェックボックスが影になっている場合は、そのインスタンスが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ることを意味します。このようなイン
スタンスを制限するには、Update versions 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、制限するインスタンスが推奨インスタンスタイプ
でなくなった場合は、Restrict Instance types に戻って、選択したインスタンスを制限できま
す。

バージョン情報を更新する
バージョンを作成したら、そのバージョンに関連する情報を変更して、購入者に最新情報を提供すると便
利です。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、購入者がバージョン 1.1 に制限される日付を記載してバージョン 1.1 に誘導できま
す。からバージョン情報を更新します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、「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) — 使用方法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た 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. 70)、以前のバージョンを制限してくださ
い (p. 72)。

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の取得 (p. 66)」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場合は、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てくださいAWS 
Marketplace 管理ポータル。
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Note

の AMI の作成については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. 88)。

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、「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。[新し

いバージョンの追加] フォームが表示され、最新バージョンの情報が事前入力されます。
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 (1.1 ###### 2.0 など) を入力します。製品間で一意である
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、次の情報を入力します。

• Amazon マシンイメージ ID — このバージョンに使用する 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、AWS Marketplaceおよび出品用アカウント内に存在する必要があります。この AMI に関連付け
られているスナップショットは暗号化できません。

• IAM アクセスロール ARN — AMIAWS Marketplace に対するアクセス権の取得を許可する IAM ロー
ルの Amazon リソースネームAWS Identity and Access Management (ARN) を入力します。IAM 
ロールを作成する方法の手順については、「を参照してくださいAMIAWS Marketplace へのアク
セスを許可する (p. 75)。IAM ARN には標準形式を使用してください (例:arn: iam::::::: 
1234545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545RoleName
ARNAWS Marketplace は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 を使用することをお勧めします。

• 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. まだ公開していない場合は、設定を展開して AMIAWS Marketplace を顧客の Web 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際に使用できるプロトコル (https または
http)、相対 URL (例:/index.html)、およびポート (例:443) 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、指定する必要があるのは相対パスのみです)。

• オペレーティングシステム (OS) — AMI が使用する OS の名前 (Amazon Linux など) を入力しま
す。

• 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.xxx/nn 形式、たとえば 192.0.2.0/24) など、1 つ以上の推奨
事項に関する情報を入力します。

7. [Submit] 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。
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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。新し
いバージョンは審査され、承認された場合は、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、ステータスは「アクションが必要」 であ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電子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になったことを通知し、バージョンのリリースノートへのリンクを表示し、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
自分に関連付けられているメールアカウントにもメールメッセージのコピーが届きます。

Greetings from AWS Marketplace,

Thank you for subscribing to <product-title>

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、制限状況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た後も 90 日間は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。AMI は、バージョンが制限されると非推奨として
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 を廃止する」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. 「サーバー製品」ページに移動し、「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、「バージョンを制限する」を選択します。
4. [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. [送信] を選択して審査リクエストを送信します。

72

http://aws.amazon.com/marketplace/management/products/server
https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/ami-deprecate.html
http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/
http://aws.amazon.com/marketplace/management/products/server


AWS Marketplace 販売者ガイド
製品価格の更新

6. [リクエスト] タブに [リクエストのステータス] 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 “商品を削除するAWS Marketplace” (p. 76)。

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の取得 (p. 66)」を参照してください。

Note

バージョンの制限は、最大で 3 日ほどかかる場合があります。

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
を使用すること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 アカウント自分に関連付けられているメールアカウントにもメールメッセージのコピーが届きま
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。

製品価格を更新するには

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、「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、「価格を更新」を選択します。
4. 現在の価格のテキストボックスは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。リクエストする価格を確認して、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た場合、「インスタンスの追加」と「価格の更
新」は、今後 90 日間ロックされます。
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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 [リクエストのステータス] 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

新しいインスタンスの価格を指定して [インスタンスを追加] または [価格を更新して価格を上
げる (価格を下げない)] 場合は、変更を行った日から起算して 90 日間は、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できます。

国ごとの空室状況の更新
商品を登録して出品できる国を変更したい場合は、「出品可能期間の更新」をご利用ください。

国別の空き状況を更新するには

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、「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 つのオプションのいずれかから選択できます。

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. 除外対象のすべての国 — 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 — 商品が入手可能な国の具体的なリスト。

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 [リクエストのステータス] 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。

エンドユーザーライセンス契約) 更新
エンドユーザー使用許諾契約 (EULA) を変更する場合は、EULA の更新を使用できます。これにより、製
品を購読する新規ユーザーおよび製品の更新に関するEULAが更新されます。

エンドユーザーライセンス契約) 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. [製品] タブを選択し、次に [サーバー] を選択します。「サーバー製品」タブから、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「公開オファーを更新」を選択し、次に「EULA を
更新」を選択します。

4. カスタム EULAthe section called “の標準契約AWS Marketplace” (p. 49) を選択するか、独自のカスタ
ム EULA を送信できます。カスタム EULA では、Amazon S3 バケットからカスタム契約の URL を指
定する必要があります。

Note

Amazon S3 バケットでパブリックアクセシビリティを有効にする必要があります。
5. [Submit] を選択して審査リクエストを送信します。
6. [リクエスト] タブに [リクエストのステータス] 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。
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返金ポリシーの更新
商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」をご利用ください。

返金ポリシーを更新するには

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、「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 [リクエストのステータス] 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。

AMIAWS Marketplace へのアクセスを許可する
に新しい AMI を追加するリクエストを作成する場合AWS Marketplace、その AMIAWS Marketplace をシ
ステムにコピーしてから、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。AMI でアクショ
ンを実行する権限を持つAWS Identity and Access Management (IAM) ロールと、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して、AMIAWS MarketplaceAWS Marketplace へのアクセスを許可す
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 アセットを統合するため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してください —「Marketplace」-「AMI アセットの統合」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。

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

Note

権限境界を使用して、AWS Marketplaceこのロールで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. ページの上部に #############」と表示され、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、作成したばかりのロールを選択すると、そのロールの ARN が arn: iam:::: 
12345454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545
製品に新しいバージョンを追加する場合など、変更リクエストを作成するときは、IAM アクセスロール 
ARN に (p. 70) ARN を使用してください。
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商品を削除するAWS Marketplace
商品が公開されたら、その商品を削除 (「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商品の削除、削除の理由、および出品者の連絡先を知らせる電子メールメッセージを
通じて、現在の購入者に連絡します。

• 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。
製品の取り外し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「サーバー製品」で、削除する製品を探します。「アクションの選択」メニューの 「ア

クション」 列から、「製品を非公開」を選択します。
4. 「商品の非公開」ページの「リクエストの理由」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を入力してくださ

い。
6. 連絡先情報には、AWS質問がある場合に連絡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。

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出品者運営部門がお客様のリクエストを確認して処理します。[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。

変更リクエストを送信する際によく発生するエラーの
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解
決方法です。
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• 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ます。詳細については、
「AMIAWS Marketplace へのアクセスを許可する (p. 75)」を参照してください。

• スキャンで AMI のセキュリティ問題や一般的な脆弱性や暴露 (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の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. 118)」を参照してください。

AMI の構築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. 88)。

• AWS Marketplace 管理ポータルフィールド —AWS Marketplace 管理ポータル 一部のフィールドには非
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による説明があり、フィールドの下にフォー
マットの要件があります。

• 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提供されています。

• 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あります。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 コンソールのロー
ルページにあります。ARN はすべて同様の形式です。例えば、IAM ロールの ARN は arn: iam::: 
1234545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545454545

• ロゴと動画は、コンテンツへの直接の 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. 290)。」を参照してください。

製品の送信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. 289)。

• 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。

• リクエスト中 — 一部のリクエストはparallel できません。製品について進行中の特定の情報を更新する
リクエストは、一度に 1 回のみ行うことができます。まだ審査中のすべてのリクエストは、の「サー
バー製品」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、そのリクエストをキャンセルし、変更を加えて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) が進行中の場合は、バージョン情報を更新できません。
• AWS Marketplace出品者運営チームから保留中のリクエストがある場合、新しい変更を送信すること

はできません。
• 原因不明のエラー — 説明もなく送信に失敗した場合は、もう一度試してください。サーバーの負荷によ

り送信が失敗することがあります。

変更リクエストでまだ問題が解決しない場合は、AWS Marketplace出品者運営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、AWS MarketplaceAWS CloudFormationテンプレートを使用して購入者に配
送されるAMIベースの商品を出品できます。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、1 つの Amazon マシンイメージ (AMI) または複数の AMI を、関連する設定ファイルと 
Lambda 関数とともに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。
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マルチ AMI ソリューションには、最大 20 の AMI と最大 20 CloudFormation のテンプレートを含めること
ができます。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 関数を含めて、購入者がそれらをデプロイできる
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. 82)」を参照してくださ
い。

製品の出品の構築
製品を提出するには、AMI を準備して検証し、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て、資料をに送信する必要がありますAWS Marketplace。
最初に AMI を作成して検証し、 CloudFormation 次にテンプレートを完成させて検証することをお勧めし
ます。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提出された内容を確認し、出品者と協力して製品を公
開します。AWS Pricing Calculatorテンプレートのインフラストラクチャコストを見積もるのに役立ちま
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、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) コンソールの [インスタ
ンスの起動] AWS Marketplaceページのタブには表示されません。

• CloudFormation テンプレートは、マルチ AMI ソリューションに記載されている AMI 以外の AMI を起動
してはなりません。

• 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。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。

CloudFormation テンプレートの準備
テンプレートを作成するには、 CloudFormation テンプレートの前提条件を満たし、必要な入力パラメー
タとセキュリティパラメータを指定する必要があります。 CloudFormation テンプレートを送信するとき
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
• AWS CloudFormationAWS リージョンお使いの製品ですべて有効になっているコンソールからテンプ

レートが正常に起動されていることを確認します。TaskCat このツールを使用してテンプレートをテス
トできます。

• 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 は各リージョンのマッピングテーブルに含まれている必要があります。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 AMIus-east-1 はにある必要があり、他の
リージョンはプレースホルダーを使用できます。次の YAML 例を参照してください。
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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. 83)」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。

• AWS Marketplaceチームが確認しやすく、お客様にもわかりやすいように、UserDataセクションにコメ
ントを追加することをおすすめします。

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 MarketplaceAWS顧客の認証情報 (パスワード、公開鍵、

秘密鍵、証明書など) を含めないでください。
• パスワードなどの機密入力パラメータの場合は、NoEchoプロパティを選択し、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)。
• 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のリモートアクセスポートへの入力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データベース接続ポートにアクセスできるデフォルトの 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。
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• AWS Identity and Access Management(IAM) AssumeRoleロールを使用してから呼び出すことで、AWS
お客様の環境にアクセスできるようにしますAWS Security Token Service。

• 最小限の権限しか付与しないように IAM ロールとポリシーを設定し、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
お客様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、を使用して提供した見積
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、米国東部 (バージニア北部) リージョンの [保存して共有] リン
クを指定します。AWS Marketplace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。図は次の基準を満たしている必要があ
ります。

• 上の標準導入の図解AWS
• AWSAWS のサービスAWS CloudFormationテンプレートを使用してデプロイされたそれぞれの製品アイ

コンを使用してください
• AWS CloudFormationテンプレートによってデプロイされるすべてのサービスのメタデータを含める
• 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

を含める
• サードパーティのアセット、API、オンプレミス、ハイブリッドアセットなどの統合ポイントを表示
• サイズは 1100 x 700 ピクセルでなければなりません

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。
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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 1 つまたは複数のテンプレート
• 単一の AMI 製品には 1 つから 3 CloudFormation つのテンプレートを含めることができます
• マルチ AMI 製品には、最大 20 CloudFormation 個のテンプレートを含めることができます。

• 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。
• 建築図と建築メタデータ
• 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 製品フォームを使用してください

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。

CloudFormation テンプレートごとに、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

50 文字
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フィールド 説明 制限事項
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。

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
• CloudFormation テンプレート用 (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)
• CloudFormation このテンプレートに含まれる製品/コンポーネントのリスト
• CloudFormation このテンプレートがサポートするリージョンのリスト

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、短い説明を入力します。YAML 形式と JSON 
形式の両方がサポートされています。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。

• CloudFormation テンプレート、AMI、および AMI CloudFormation とテンプレートのメタデータの確認
• CloudFormation AWS Marketplaceテンプレートを商品に公開

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 つ以上の Amazon マシンイメージ (AMI) を含む製品を作成し、1AWS CloudFormation つ以上のテン
プレートを使用して配信し、その製品にサーバーレスコンポーネントを組み込むことができます。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構
成し、AWS CloudFormationスタックとして配信する製品を作成します。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。

製品用の AMI の作成の詳細については、「AMI ベースの製品 (p. 60)」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. 77)」を参照してください。
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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。デプロイ中に、AWS SAMAWS 
Serverless Application ModelAWS CloudFormation構文を構文に変換して拡張します。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. 83)
• アプリケーションをリポジトリに公開する (p. 84)
• CloudFormation テンプレートを作成する (p. 85)
• CloudFormation テンプレートと設定ファイルを送信する (p. 87)
• 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. 87)
• AMI を共有する (p. 87)
• 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. 88)

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。オファーが掲載される前に
解決しなければならない問題がある場合は、Eメールメッセージをお送りします。

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、AWS 
CloudFormationAWS MarketplaceAWS リージョンおよびテンプレートをそれぞれ所有するリポジトリに
コピーします。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、単なる Lambda 関数ではない場合があります。これには、API、データベース、およびイベントソー
スマッピングなどの他ののリソースを含む複数の関数が含まれる場合があります。

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、AWS::Serverless::ApplicationAWSラボの「」を参照してください GitHub。以下
は、単一の Lambda 関数とAWS Identity and Access Management (IAM)AWS SAM ロールを含むテンプ
レートの例です。

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 
      Role: 
        Fn::GetAtt: [SampleFunctionRole, Arn] 

  # Role to execute the Lambda function 
  SampleFunctionRole: 
    Type: "AWS::IAM::Role" 
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    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。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、アカウントが所有する Amazon S3 バ
ケットに保存します。アプリケーションを発行すると、最初は非公開に設定されます。この場合、アプリ
ケーションはその作成元のAWS アカウントアプリケーションはその作成元のユーザーのみが使用できま
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許可を付与
する IAM ポリシーを作成する必要があります。

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

サンプルポリシーステートメントは、aws:SourceAccountResource次のステップでおよ
びの値が更新されるまでエラーになります。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Principal": { 
                "Service":  "serverlessrepo.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": "s3:GetObject", 
            "Resource": "arn:aws:s3:::DOC-EXAMPLE-BUCKET/*", 
            "Condition" : { 
                "StringEquals": { 
                    "aws:SourceAccount": "123456789012" 
                } 
            } 
        } 
    ]
}
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a. Resourceプロパティ値の DOC-EXAMPLE-BUCKET をバケットのバケット名に置き換えます。
b. Conditionエレメント内の 123456789012AWS アカウント をご自身の ID に置き換えてくだ

さい。Conditionエレメントは、が、が、が、が、AWS Serverless Application Repositoryが、
が、が、が、が、が、が、が、が、が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、「AWS SAMCLI を使用したサーバーレスアプリケーションの公開」を参照してくださ
い。

CloudFormation テンプレートを作成する
テンプレートを作成するには、 CloudFormation テンプレートの前提条件を満たし、必要な入力パラメー
タとセキュリティパラメータを指定する必要があります。詳細については、AWS CloudFormationユー
ザーガイドの「テンプレートの構造」を参照してください。

CloudFormation テンプレートでは、サーバーレスアプリケーションと AMI を参照できます。 
CloudFormation ネストされたテンプレートを使用して、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することもできます。サーバーレスアプリケーションを参
照するには、AWS SAMテンプレートを使用します。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

Resources: 
  SampleSARApplication: 
    Type: AWS::Serverless::Application 
    Properties: 
      Location: 
         ApplicationId: arn:aws:serverlessrepo:us-east-1:1234567890:applications/
TestApplication 
         SemanticVersion: 1.0.0 
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  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、次の要素が含まれます。

• ApplicationID— アプリケーションの Amazon リソースネーム (ARN)。この情報は、の「マイアプリ
ケーション」セクションにあります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、の「マイアプリケーショ
ン」セクションにありますAWS Serverless Application Repository。

• Parameter(オプション) — アプリケーションパラメータ。

Note

ApplicationIDおよびについてはSemanticVersion、組み込み関数はサポートされていませ
ん。これらの文字列はハードコーディングする必要があります。ApplicationIDは、によって
クローニングされると更新されますAWS Marketplace。

CloudFormationテンプレートで設定ファイルとスクリプトファイルを参照する場合は、次の形式を使用し
てください。ネストされたテンプレート (AWS::Cloudformation::Stack) では、TemplateURLs組み
込み関数なしでのみサポートされます。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: 
              source: 
                Fn::Sub: 
                - https://${CFTRefFilesBucket}.${S3Region}amazonaws.com/
${CFTRefFilesBucketKeyPrefix}/sampleScript.sh
                - S3Region: 
                    !If 
                    - GovCloudCondition 
                    - s3-us-gov-west-1 
                    - s3 
              owner: root 
              mode: '000700' 
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              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

CloudFormation テンプレートと設定ファイルを送信する
CloudFormation テンプレート、設定、スクリプトファイルを送信するには、これらのファイルが保存され
ている Amazon S3AWS Marketplace バケットを読み取る権限を付与します。そのためには、バケットポ
リシーを更新してアクセス許可を含めてください。

{ 
    "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、次の 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。「共有」タブを選択し、「ステートメントの作成」 を選択します。ステー
トメント設定ページで、「アカウント ID」フィールドに次のサービスプリンシパルを入力しま
す。assets.marketplace.amazonaws.com次に、[Save] (保存) を選択します。

• AWS CLI次の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。

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
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使用すると、AMI のスキャンを開始できます。スキャン結果をすばやく (通常は 1 時間以内) 受け取り、1 
か所で明確なフィードバックが得られます。AMIのスキャンが完了したら、商品ロードフォームをアップ
ロードして、AWS Marketplace AMIを出品者運営チームによる処理に提出します。

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。

• 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。図には、AWSAWS CloudFormation 
テンプレートを使用してデプロイされる各サービスの製品アイコンを使用する必要があります。また、
図にはサービスのメタデータを含める必要があります。AWS公式アーキテクチャアイコンをダウンロー
ドするには、「AWS アーキテクチャアイコン」を参照してください。

• 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コスト見積もりは、AWSPricing Calculator
を使用して提供した見積もりに基づいています。見積もりには、テンプレートの一部としてデプロイす
るサービスのリストと、一般的なデプロイのデフォルト値を含めてください。

• 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
ロードフォームでは、 CloudFormationテンプレートへの公開 URL を指定します。 CloudFormation テン
プレートは公開 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。問題が発生した場合は、AWS Marketplace出
品者運営チームからEメールでご連絡いたします。

プライベートイメージ
Important

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

プライベートイメージビルドを使用して、購入者がインストール可能なソフトウェア製品を購入できる
ようにすることができますAWS Marketplace。その後、購入者は入手可能なイメージから選択したゴール
ドイメージまたは Amazon マシンイメージ (AMI) にそれらの製品をインストールできます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ビルドについてご質問がある場合は、AWS Marketplace出品者運営チームにお問い
合わせください。

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ベストプラクティ
スと参考資料を紹介しますAWS Marketplace。作成および送信先の AMI は、AWS MarketplaceAWS 
Marketplaceすべての製品ポリシーに準拠している必要があります。
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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 を構築する場合は、以下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。

• 米国東部 (N. Virginia) リージョンで AMI を作成します。
• Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) に支えられた、管理が行き届いた既存の AMI から、次の

ような信頼できる信頼できるソースからライフサイクルを明確に定義して製品を作成できますAWS 
Marketplace。

• up-to-date ほとんどの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を使用して AMI を
構築します。

• 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。ec2-

user をお勧めします。
• 実行中のインスタンスを最終的な AMI から目的のエンドユーザーエクスペリエンスまで設定し、に送信

する前にすべてのインストール方法、機能、AWS Marketplaceパフォーマンスをテストします。
• 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、以下のリソースを参照してください。

Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドで独自の AMI を作成する

Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「カスタム Windows AMI の作成」

EBS-Vacked インスタンスから Amazon マシンイメージ (AMI) を作成する方法を教えてください?

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

の AMI の準備と保護AWS Marketplace
安全な AMI を作成するには、次のガイドラインに従うことをお勧めします。

• Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの共有 Linux AMI のガイドラインを使用してくださ
い

• 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。
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• 可能な限り、 end-to-end ネットワークトラフィックは暗号化してください。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。 up-to-date サービスが有効
な証明書のみを使用するようにしてください。

• 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 プロダクトに新しいバージョンを追加する方法に関する詳細については、「」を参照してくだ
さい新しいバージョンの追加 (p. 70)。

• AWSお使いのコンピューティング環境に対して定期的にペネトレーションテストを実施するか、サード
パーティを雇ってお客様に代わってそのようなテストを実施することを検討してください。ペネトレー
ションテストのリクエストフォームを含む詳細については、「AWSペネトレーションテスト」を参照し
てください。

• 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、Open Web Application Security Project (OWASP)-Web Application Security 
Project — Top 10 を参照してください。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とし
ては、SecurityFocusおよび NIST 全国脆弱性データベースがあります。

セキュリティに関連する詳細情報については、以下のリソースを参照してください。

• 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): セキュアなコーディングプラ

クティス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、セキュリティ) 共通脆弱性列挙 (CWE) の最も危険なソフト

ウェアエラー上位25件
• セキュリティフォーカス
• NIST 全国脆弱性データベース

AMI をスキャンして公開要件を確認
AMI を新しい製品またはバージョンとして提出する前に確認しやすいように、セルフサービススキャンを
使用できます。セルフサービススキャナーは、パッチが適用されていない一般的な脆弱性や暴露（CVE）
をチェックし、セキュリティのベストプラクティスに従っていることを確認します。詳細については、
「the section called “の AMI の準備と保護AWS Marketplace” (p. 89)」を参照してください。

からAWS Marketplace 管理ポータル、[アセット] メニューから [Amazon マシンイメージ] を選択します。
[AMI を追加] を選択してスキャンプロセスを開始します。AMI のスキャンステータスは、このページに
戻って確認できます。

Note

AMIAWS Marketplace へのアクセスを許可する方法については、を参照してくださいAMIAWS 
Marketplace へのアクセスを許可する (p. 75)。

ソフトウェアがAWS Marketplace AMI で実行されてい
ることの検証
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確
認させたい場合があります。
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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
まれているインスタンスメタデータサービスを使用します。次の手順で、この検証を行います。メタデー
タサービスの使用方法の詳細については、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの「インスタン
スメタデータとユーザーデータ」を参照してください。

1. インスタンス ID ドキュメントを取得

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
できる 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のアイ
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を検証します

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、Amazon Elastic Compute Cloud ユーザーガイドの「インスタンス識別ドキュメント」を参照してく
ださい。

3. 製品コードを確認

AMI 製品を初めて出版用に提出すると、製品にはによって製品コードが割り当てられますAWS 
Marketplace。製品コードを確認するには、marketplaceProductCodesインスタンス識別文書の
フィールドを確認するか、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 製品のものと一致する場合、インスタンスは製品から作成されたことになります。

また、やインスタンスなど、インスタンス識別文書の他の情報を確認することもできま
すprivateIp。instanceId

AMI 製品の価格設定
AWS MarketplaceAmazon マシンイメージ (AMI) 製品には、複数の料金モデルがあります。セラーのプラ
イベートオファーには、複数年契約や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. 35)およびFlexible Payment 
Scheduler (p. 40)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。
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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）を提出できる必要があります販売者登録プロセス (p. 6)。

AMI 料金モデル
次の表は、AMI ベースの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
場合、追加料金はかかりません。

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ソフトウェアの使用料をお客様に請求すること
はありませんが、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、資格と
ライセンスの適用はお客様が行います。

時給または時給年払い 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
ンスタイプごとに価格が異なる場合があります（ただし、必ずし
もそうである必要はありません）。使用量は、1 時間未満の端数
に切り上げられます。

時間単位の無料トライアル — お客様は、料金が発生せずに実
行できるソフトウェアのインスタンスが 1 つだけに制限されま
す。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 の無料利用枠とは別のモデルで
す。Amazon EC2 では、毎月 750 時間の無料利用枠が提供され
ます。

時間単位と月単位 — 時間単位と月単位の両方の料金が個別に適
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、年額 — お客様は、1 種類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 年分の使用分を事
前に購入することができます。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、複数年制およびカスタム期間 — 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
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料金モデル 説明
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
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. 35)およびthe section called “Flexible Payment 
Scheduler” (p. 40)を参照してください。

時間単位、年単位 (無料トライアルを含む) — これは年間オプ
ション付きの時間単位モデルと同じですが、無料試用版が含まれ
ている点が異なります。お客様は、任意のインスタンスタイプの 
1 つのインスタンスを、お客様が決めた日数だけ無料で実行でき
ます。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。

年額 (時間単位) — 時間単位 (年額制) の料金モデルと同じです。
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 年分の使用分を事前に購入することがで
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
金よりも正味の割引を提供できますが、割引は必須ではありませ
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。

複数年にわたる期間と時間単位のカスタム期間 — こちら
は以下の方法でのみご利用いただけますプライベートオ
ファー (p. 35)。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、柔軟な支払いスケジュールを顧客に提供することもで
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. 35)およびthe 
section called “Flexible Payment Scheduler” (p. 40)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。
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料金モデル 説明

月額料金です 月額 — ソフトウェアの支払いは、お客様が実行するインスタン
スの数にかかわらず、毎月固定されます。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。

月額 (時間単位) — 時間単位と月単位の両方の料金が個別に適用
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。

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。

有料利用料金 ソフトウェアには、ユーザー、データ、帯域幅、ホストという 4 
つの使用カテゴリのいずれかに加えて、提供された金額に対して
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 メータリングサービスとも呼ばれます。

料金モデル 契約価格設定付きの AMI — 購入者が前払い料金を支払う単一の 
AMIAWS CloudFormation 製品またはスタック付きの単一 AMI

AWS料金とソフトウェア料金
Amazon マシンイメージ (AMI) ベースの製品料金は、2 つのカテゴリに分類されます。

• インフラストラクチャ価格の詳細 — 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。これらの料金および手数料は
AWS、によって定義および管理され、それぞれ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、販売者はソフトウェアの使用料を定義します。

これら 2 つの商品料金カテゴリは、購入者が商品を使用することで発生する可能性のあるコストを把握し
やすいように、AWS Marketplace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、オプションの無料試用プログラムの対象となります。無料試用版では、お客様
は製品のソフトウェア料金を支払うことなく、製品に登録して 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、提供されている無料ユ
ニットを超える追加使用分が請求されます。時間単位の商品無料トライアルを提供するには、試用期間を
定義し、AWS Marketplace出品者運営チームに通知してください。試用期間は 5 ～ 31 日間です。

顧客が無料試用版製品を購読すると、無料試用期間、計算された有効期限、および購読解除の詳細が記載
されたウェルカムメールが届きます。有効期限の 3 日前に E メールが送信されます。
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で無料試用版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
ディメンションを使用するかを決定する必要があります。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るソフトウェア製品はすべて、1 つの使
用カテゴリに従って分類されます。これにより、顧客への適切な請求方法が決まります。使用カテゴリ
次が含まれます。これらに限定される次が含まれます。
• ユーザー — 1 つの識別子に関連付けられた定義済みの権限セット。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 — Mbps または Gbps 単位で測定されます。このカテゴリは、プロビジョニングする帯域幅の
量を顧客が指定できるソフトウェアに適しています。

• 単位 — 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固有の使用単位は、選択した使用カテゴリに対応します。この使用単位

は、ソフトウェアが充電される単位を示しています。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)

• 消費量 — メータリングサービスを使用して価格設定されるソフトウェア製品は、次の 3 つのいずれか
の方法で消費分を請求します。
• プロビジョニング済み — このソフトウェアにより、お客様は特定の量のリソースを使用するように構

成できます (たとえば、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。

• 累積 — このソフトウェアにより、お客様は処理済みまたは保存されている任意の量のデータを使用で
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。

• 価格設定 — メータリングサービスを使用して価格を設定するソフトウェア製品には、単一の価格を指定
するか、それぞれ独自の価格を設定して最大 24 のディメンションを定義する必要があります。価格オ
プションの詳細は次のとおりです。
• シングルディメンション — 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 — この価格設定オプションは、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

95



AWS Marketplace 販売者ガイド
AMI 製品のカスタムメータリング料金

設定できます。または、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できます。

• メータリング — すべての使用状況は、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。
• 割り当て — オプションで、追跡するプロパティごとに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、購入者には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
用量に分割して確認できます。たとえば、ユーザーごとに課金し、ユーザーに「部門」プロパティが
ある場合、キーが「部門」のタグを使用して使用量割り当てを作成し、値ごとに 1 回割り当てること
ができます。この方法では、報告する価格、サイズ、合計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別に費用を確認することができます。

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AWS Marketplace (p. 96)」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: 非線形料金設定によりプロビジョニングされた帯域幅
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。使用カテゴリに [帯域幅] を選択します。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: 複数のディメンションにおける同時ホスト
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」を選択します。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、Xラージ、2XL、4XL、8XLのインス
タンスには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AWS Marketplace
メータリングサービスを利用するには、AWS Marketplace出品する商品を新しく作成する必要がありま
す。お使いの製品が既ににインストールされている場合はAWS Marketplace、新しい AWS Marketplace 
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Metering Service 製品を現在の製品に加えて提供するのか、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. 98)」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記
入してください。製品ロードフォームでは、これらのフィールドには、時間単位および月単位の製品と区
別するために、フレキシブル消費価格設定 (FCP) というラベルが付けられています。

• タイトル — すでに商品を登録していて、で同じ商品を追加する場合は、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 (「製品タイトル (データ)」など)。AWS MarketplaceAWS Marketplace 
Metering Service

• 価格モデル — ドロップダウンリストから「使用量」を選択します。
• FCP カテゴリ — 従量課金要素のある有料製品に対して顧客に請求されるカテゴリ。ドロップダウンリ

ストから、[ユーザー]、[ホスト]、[データ]、または [帯域幅] を選択します。
• FCP Unit — 従量課金要素のある有料製品に対して顧客に請求される測定単位。オプションは選択した 

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 —MeterUsage オペレーションを呼び出してメータリングレコードを送信する
ときに使用される名前。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次に示します。変更することはできません。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 — 製品のディメンションを説明するお客様向けのステートメント。説明 (70 
文字以内) は、わかりやすいものにしてください。説明の例としては、「1 時間あたりの管理者数」や
「プロビジョニングされた Mbps あたりの帯域幅」などがあります。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。

• 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。
• 無料トライアルと年間価格には互換性がありません。
• 複数の AMIAWS とクラスターとリソース機能を使用する製品では、AWS Marketplace メータ

リングサービスを使用できません。
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• 価格、インスタンスタイプ、AWS リージョンまたは変更は、AWS Marketplace他の製品と同じ
プロセスに従います。

• AWS Marketplace メータリングサービスの対象製品は、時間単位、月単位、または個人所有ラ
イセンスの持ち込み (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 Marketplace使用手順またはドキュメントに IAM ポリシー情報を追加することをお勧めし
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。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 個まで)。

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。

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とは関係なく動作します
が、ソフトウェアは使用カテゴリ、使用方法、およびあらゆる側面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、ご使用のソフト
ウェアには、リソースを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備わってい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。ディメンションのセットは、
商品の作成後に変更できません。

次の表は、各料金シナリオについて、1時間ごと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)。
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シナリオ 測定方法
-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)

-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)。

ベンダー単位のタグ付け (オプション)
ベンダー従量制のタグ付けは、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に
ついてより詳細な情報を提供するのに役立ち、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、購入者にコスト配分について何を見たいかを尋ねます。次に、購入者のアカウントで追跡
するプロパティ全体に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が含まれます。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、AWS購入者は請求コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/billing/) で費用をタグ値別に使用量に分割して確認できます。ベンダーが従量制
のタグ付けを行っても、報告する価格、サイズ、総使用量は変わりません。これにより、お客様は商品に
適したカテゴリ別に費用を確認できます。

一般的な使用例としては、購入者が商品を購入して 1AWS アカウント つ購入します。また、購入者に
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がいます。キーがのタグを使用して使用量
割り当てを作成しAccount ID、各ユーザーに使用量を割り当てることができます。この場合、購入者は
Billing and Cost ManagementAccount ID コンソールでタグを有効にして、個々のユーザーの使用状況を
分析できます。
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販売者が次に示します。
出品者は、すべてのリソースの使用状況を集計する代わりに、同じタグセットを持つリソースの
計測記録を集約できます。たとえば、販売者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、AccountIdやなどのタグセットを表しま
すUsageQuantityBusinessUnit。

次の図では、リソース 1BusinessUnit には独自のタグが付けられており、メータリングレコードには 1 
つのエントリとして表示されます。AccountId

リソース 2 とリソース 3AccountId には同じタグ2222、BusinessUnit同じタグが付いていま
すOperations。その結果、それらはメータリングレコードの 1UsageAllocations つのエントリにま
とめられます。

出品者は、UsageAllocationタグが付いていないリソースを、割り当てられた使用量で1つにまとめ、エ
ントリの1つとして送信することもできますUsageAllocations。

制限には以下が含まれます。

• タグの数 — 5
• UsageAllocations（カーディナリティ）のサイズ — 2,500

検証次が含まれます。

• タグのキーおよび値を次に示します。使用できる文字数 — zA-Z0-9+ = 。 _:\ /@
• UsageAllocationリスト全体の最大タグ数 — 5
• 2UsageAllocations つのタグを同じにすることはできません (つまり、タグキーと値の組み合わせが

同じ)。その場合は、同じものを使用する必要がありますUsageAllocation。
• AllocatedUsageQuantityの合計はUsageQuantity、総使用量である「」UsageAllocation と等

しくなければなりません。

購入者エクスペリエンス
次の表は、AccountIdBusinessUnit購入者がおよびベンダータグを有効にした後の購入者エクスペリエ
ンスの例を示しています。

この例では、購入者はコスト使用量レポートで配分された使用量を確認できます。ベンダーが計測
するタグにはプレフィックスを使用します“aws:marketplace:isv”。購入者は、Billing and Cost 
Management の「コスト配分タグ」AWSで生成されたコスト配分タグを有効にできます。

コスト使用状況レポートの最初の行と最後の行は、出品者がメータリングサービスに送信する内容に関連
しています (販売者エクスペリエンス (p. 160)例を参照)。
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コスト使用状況レポート (簡略版)

ProductCode バイヤー UsageDimension UsageQuantity aws:marketplace:isv:AccountIdaws:marketplace:isv:BusinessUnit

xyz 111122223333 ネットワーク:
検査済み (GB) 
あたり

70 2222 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、を参照してください。MeterUsage使用量配分タグ付き (オプション) (p. 106)

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。
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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。

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

例: ログモニタリング製品

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

200 USD 2,000 USD 4000 USD 8000 USD
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1 か月料金 12 か月料金 24 か月料金 36 か月料金
グ、10 コンテナの
モニタリング)

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 8000 USD 16,000 USD/

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. 103)
• 以下の AMI 製品の契約価格AWS License Manager (p. 107)

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
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AWS Marketplace Metering Service

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。

• 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。
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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）。
• 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。
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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。

• 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" }, 
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                { "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" }

以下の AMI 製品の契約価格AWS License Manager
契約価格が設定されている Amazon マシンイメージ（AMI）ベースの製品の場合、AWS License 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ます) 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、製品リストを公開できます
AWS Marketplace。

の詳細についてはAWS License Manager、『AWS License Managerユーザーガイド』と『AWS CLIコマン
ドリファレンス』AWS License Managerのセクションを参照してください。

Note

• 契約満了後は、顧客は 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、
インスタンスをいくつでも起動できます。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紐付けられているわけでもありません。

• プライベートオファーの作成 — 出品者は、のプライベートオファー作成ツールを使用して、商
品の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。

• レポート — データフィードを設定するには、のレポートセクションで Amazon S3 バケットを
設定しますAWS Marketplace 管理ポータル。詳細については、出品者レポート、データフィー
ド、ダッシュボード (p. 303) を参照してください。

ライセンスモデル
AWS Marketplaceとの統合は、次の 2AWS License Manager つのライセンスモデルをサポートします。

• 設定可能なライセンスモデル (p. 108)
• 階層型ライセンスモデル (p. 110)
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構成可能なライセンスモデル
構成可能なライセンスモデル (定量化可能なライセンスモデルとも呼ばれます) では、購入者がライセンス
を調達した後、特定の量のリソースを購入者に提供できます。

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 価格設定項目と単価の

価格設定 (データバックアップなど) と単価設定 (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。

製品は使用量を追跡および測定して、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、次のいずれかの方法でカウントされます。

• ドローダウンライセンス (p. 108)
• フローティングライセンス (p. 109)

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

ユーザーには 500 GB のデータを処理する権限があります。データの処理を続けると、500 GBのライセン
スがすべて消費されるまで、その量は500 GBのプールから引き出されます。

ドローダウンライセンスの場合、CheckoutLicense API オペレーションを使用して、消費されたライセ
ンスユニットをチェックアウトできます。

Example 1 年あたりのユニット数の S3 へのバックアップ数

Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) にバック
アップできます。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、データを追跡して集約するメカニズムがあります。ソフトウェアは、バックアップの
たびに、または一定の間隔で製品 IDCheckoutLicense を使用して API オペレーションを呼び出し、消
費量を更新します。

この例では、CheckoutLicenseソフトウェアがを呼び出して 10 単位のデータをチェックアウトしま
す。合計容量がお客様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": [ 
    {       
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      "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"
}

フローティングライセンス

ライセンスは、使用後に許可された数のライセンスのプールに戻されます。

Example 固定上限からのユーザー数の割合

ユーザーは、アプリケーション上で同時に500人のユーザーにアクセスすることができます。ユーザーが
ログインおよびログアウトすると、ユーザーは抽選され、500 人のユーザーのプールに戻されます。ただ
し、500人の同時ユーザー数が固定上限であるため、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、CheckInLicense API オペレーションを使用して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ことができます。

Example 1 年間の同時ユーザー数

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AWS Identity and Access Management (IAM) 権限を提供してソフトウェアを起動し
ます。ユーザーがログインすると、アプリケーションがCheckoutLicense API オペレーションを呼び出
して数量を 1 減らします。ユーザーがログアウトすると、アプリケーションはCheckInLicense API オ
ペレーションを呼び出してライセンスをプールに返します。電話をかけなければCheckInLicense、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
を公開す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" 
    }
}, 
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  "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取得した後に、特定のレベル、つまり階層のアプリ
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、製品の階層を作成します。次に、購入者は事前に定義された階層の
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。

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階層が示されま
す。

複数の機能をまとめて提供する場合は、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、プレミアムの

お客様は、ソフトウェアの 3 つのレベル (ベーシック、中級、プレミアム) のいずれかの契約を結ぶことが
できます。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、CheckoutLicense
API オペレーションを呼び出し、リクエストで可能なすべての階層を指定することで、顧客がサインアッ
プした階層を識別できます。

リクエストのレスポンスには、お客様が取得した階層に対応する資格が含まれています。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"
}

統合ワークフロー
以下の手順は、AMI 製品をと統合するワークフローを示していますAWS License Manager。
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1. AWS License Manager出品者は統合機能付きの製品を作成します。
2. 出品者が商品を出品していますAWS Marketplace。
3. AWS Marketplace購入者は商品を見つけて購入します。
4. ライセンスは購入者に郵送されます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、Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) ポッドソフトウェアを使用しま
す。

6. AWS License Managerソフトウェアは購入者のアカウントにあるライセンスを読み取り、購入した資
格を見つけて、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が行いま
す。

License Manager
製品を公開する前に、次を行う必要があります。

1. で新しい AMI 製品を作成しAWS Marketplace 管理ポータル、その製品コードを書き留めておきます。
2. 製品ロードフォーム（PLF）に必要な価格情報を記入し、処理のために当社に返送してください。
3. アプリケーションを実行するタスクまたはポッドに、、CheckoutLicenseを呼び出すのに必要な 

IAM 権限を持つ IAM ロールを使用してくださいCheckInLicense。ExtendLicenseConsumption

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。

{ 
   "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":"*" 
      } 
   ]
}

4. RegisterUsage定義したすべての価格ディメンションのレコードを使用して API オペレーションを
テストコールします。

AMI ベースの製品との統合AWS License Manager
AWS License ManagerAPI を使用して AMI ベースの製品をLicense Manager と統合できます。AWS 
MarketplaceAMI ベースの製品を使用して Amazon EC2 インスタンスを起動します。

Note

the section called “License Manager” (p. 111)次の手順を実行する前に、必ずを完了してくださ
い。
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AMI ベースの製品をLicense Manager と統合するには

1. the section called “ライセンスマネージャでのテストライセンスの作成” (p. 112) 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。

2. ステップ 1 GetLicenseで取得したライセンスを、ステップ 1 で取得した Amazon リソースネーム 
(ARN) で実行します。後で使用できるように、KeyFingerprintGetLicense応答の属性の値を書き
留めておきます。

3. AWS最新のパブリック SDK をダウンロードしてアプリケーションに組み込んでください。
4. 購入者がアプリケーションのライセンスを使用する資格があることを確認するに

は、CheckoutLicenseAPI オペレーションを実行します。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てください。

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、CheckoutLicense API オペレーションは戻りますNoEntitlementsAllowedException。
エンタイトルメントが有効であるか、使用可能な場合、CheckoutLicenseオペレーションはリクエ
ストされたエンタイトルメントとその値を含む成功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のみ必須)LicenseConsumptionTokenCheckoutLicense レ
スポンスで受け取ったものを使用して CheckinLicenseAPI オペレーションを実行します。このアク
ションにより、以前にチェックアウトした資格が使用可能な資格のプールに戻されます。

6. 手順 1 で作成したテストライセンスと License Manager の統合が正常に確認できた
ら、aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprintコード内のキーフィンガー
プリントをに更新します。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 製品用のアプリケーションをビルドするリリースプロセスに従い、AWS Marketplaceその製品を製品
公開プロセスに提出します。

ライセンスマネージャでのテストライセンスの作成

でテストライセンスを作成するには、AWS Command Line Interface (AWS CLI) のバージョン 2 を使用し
ますAWS License Manager。このテストライセンスは、AWS License Manager統合の検証とテストにの
み使用されます。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を使用して生成されます。

AWS Marketplaceの 2 種類のエンタイトルメントをサポートしていますAWS License Manager。ただ
し、1つの製品で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、次のいずれかのエンタイトルメントを指定する必要があります。

階層型エンタイトルメント — 階層型ライセンスモデルでは、お客様は特定のアプリケーション機能を利
用できます。お客様は購入したいユニットの数量を定義することはできません。ただし、事前定義済みの
パッケージまたは階層を 1 つ選択できます。お客様は後で契約を変更して別の階層に登録できます。

構成可能な資格 — 構成可能なライセンスモデルでは、お客様がライセンスを調達したときに、一定量のリ
ソースに資格が付与されます。顧客はサブスクリプションプロセス中に購入したいユニットの数量を選択
し、単価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。

CheckoutLicenseAPI オペレーションで使用するために必要なパラメータは次のとおりです。

• CheckoutType— 有効な値は、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:購入者には500 GBのデータを処理する資格があります。データを処理し続ける
と、500 GBのプールから量が引き出されて使い果たされます。購入したライセンスのステータスを取
得して、ライセンスの有効期限が切れているか、期限切れになりそうかを確認して、お客様に通知を
送信します。

• Provisional— エンタイトルメントがプールからチェックアウトされ、使用後に返却されるフロー
ティングライセンスエンタイトルメントに使用されます。例:ユーザーには、アプリケーション内で
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同時に500人のユーザーにアクセスする資格があります。ユーザーがログインおよびログアウトする
と、ユーザーは抽選され、500 人のユーザーのプールに戻されます。フローティングライセンス資格
の詳細については、AWS License Manager の「販売者が発行したライセンス」を参照してください。

• ClientToken— 大文字と小文字が区別される一意の識別子により、正確な結果が得られ、何度試行し
ても同じになります。リクエストごとに、ランダムな汎用一意識別子 (UID) を使用することをお勧めし
ます。

• Entitlements— チェックアウトする資格のリスト。
• 階層型エンタイトルメントの場合は、NameUnitとプロパティを次のように指定します。

{

"Name": "<Entitlement_Name>",

"Unit": "None"

}
• 構成可能な資格については、NameUnit、Valueおよびプロパティを次のように指定します。

{

"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、ライセンスがによって発行されたこと

を確認しますAWS Marketplace。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
リントは次のとおりです。

aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint
• Product SKU— 製品に関連付けられたグローバル固有識別子（GUID）AWS Marketplace形式の製品 

ID。

Example 設定可能なエンタイトルメントの

以下は、CheckoutLicense API オペレーションを使用して、PowerUsers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リクエストの例です。

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 階層型エンタイトルメントの

CheckoutLicenseAPI オペレーションを使用して、という名前の機能エンタイトルメントをチェックア
ウトするリクエストの例を以下に示しますEnterpriseEdition。

aws license-manager checkout-license \ 
   --product-sku "2205b290-19e6-4c76-9eea-377d6bf71a47" \ 
   --checkout-type "PROVISIONAL" \ 
   --client-token "79464194dca9429698cc774587a603a1" \ 
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   --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. AWS CLIv2 がインストールされているローカル環境から、次のスクリプトを実行します。このスクリ
プトはテストライセンスを作成し、適切な製品詳細を設定します。

Note

AWS アカウントAWS アカウントソフトウェアをデプロイしてテストするテストとは別のも
のを使用してください。ライセンスの作成、付与、チェックアウトを同時に行うことはでき
ませんAWS アカウント。

#!/bin/bash

# Replace with intended product ID on AWS Marketplace
PRODUCT_ID=<REPLACE-WITH-PRODUCT-ID>

# 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 the following with desired contract dimensions
# More info here: https://docs.aws.amazon.com/license-manager/latest/APIReference/
API_Entitlement.html
# Example "configurable entitlement"
ENTITLEMENTS='[ 
  { 
    "Name": "ReadOnly", 
    "MaxCount": 5, 
    "Overage": false, 
    "Unit": "Count", 
    "AllowCheckIn": true 
  }
]'
# Example "tiered entitlement"
# 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 --date="+10 days" +%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 
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 }
}'

# 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="'"${VALIDITY_END}"'"' \ 
  --entitlements "${ENTITLEMENTS}" \ 
  --home-region "${HOME_REGION}" \ 
  --region "${HOME_REGION}" \ 
  --consumption-configuration "${CONSUMPTION_CONFIG}" \ 
  --client-token $(uuidgen)

2. AWS License Managerコンソールを使用してライセンスを付与します。詳細については、『License 
Manager ユーザーガイド』の「資格の配布」を参照してください。

3. AWS アカウントソフトウェアのデプロイとテストを行うバイヤーアカウントとして機能するにサイ
ンインします。これは、AWS アカウントライセンスを作成して付与したものとは異なる必要がありま
す。AWS アカウント

4. AWS License Managerコンソールに移動して、付与されたライセンスを承認してアクティブ化しま
す。詳細については、License Manager ユーザーガイドの「付与されたライセンスの管理」を参照し
てください。

5. お使いの環境で、次のコマンドを実行します。

# The following example uses a key fingerprint that should match the test license you 
 created.
# When checking out an actual AWS Marketplace created license, use the following 
 fingerprint:
# aws:294406891311:AWS/Marketplace:issuer-fingerprint
aws license-manager checkout-license \ 
  --product-sku <REPLACE-WITH-PRODUCT-ID> \ 
  --checkout-type PROVISIONAL \ 
  --key-fingerprint "aws:<ACCOUNT-ID-WHERE-YOU-CREATED-TEST-LICENSE>:Self:issuer-
fingerprint" \ 
  --entitlements "Name=ReadOnly,Value=1,Unit=Count" \ 
  --client-token $(uuidgen)

前のコマンドは、PROVISIONALCheckoutTypeパラメータの値としてを使用します。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その価値をそのまま使用してく
ださい。

License Manager

お客様のライセンスマネージャー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
アでは次の API 呼び出しを使用できます。

• GetLicense— 購入したライセンスのステータスを取得して、ライセンスの有効期限が切れているか、
期限切れになりそうかを確認して、お客様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場合にライセンス数を更新するためにも使用できます。を使用する
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とCheckoutLicense、顧客が使用しているライセンスの数量を継続的に確認できます。顧客が
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。推奨実行間隔について
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. 116)。

• 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。ライセンスをチェック
アウトしたままにする時間を延長したい場合は、ExtendLicenseConsumptionソフトウェアから電話
をかけてライセンスをさらに 60 分間延長できます。

• 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
に戻したい場合は、を使用してください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。ユーザー
が追加購入を行うと、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 呼び出しを使用して新しい資格を読み取ります。更新やアップグレードを処
理するために、License Manager の統合に関して他に何も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、CheckoutLicense製品の使用中は定期的
にAPI呼び出しを実行することをお勧めします。CheckoutLicenseAPI オペレーションを定期的に使用す
ることで、製品はアップグレードや有効期限などの資格の変更を検出できます。

CheckoutLicenseAPI 呼び出しは 15 分ごとに実行することをお勧めします。

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-notification-
PRODUCTCODE

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. 116)— 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-mp-
subscription-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>", 
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    "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 
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. 120)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。
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• 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

• 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、安心、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、提出時に審査され、AWS Marketplace現在のポリシーを満たして
いるか、それ以上であるかが確認されます。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。AWS Marketplace製品が準拠していない場合、AMI 製品
を新しい基準を満たすように更新するようお客様に連絡します。同様に、新たに発見された脆弱性が AMI 
に影響を及ぼすことが判明した場合は、関連する更新が適用された更新済みの AMI を提供するようお願い
しています。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、AMIAWS Marketplace がポリシーを満たしていることを確認するのに役立ちます。

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。
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• 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。サポート終了 (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 のすべてのバージョンは、から除外されますAWS Marketplace。パッケージを更
新して新しい AMI を構築し、それを新しいバージョンとしてに公開できます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 アプリケーションがユーザーへのアクセスを必要とする場合は、を使
用してインスタンス化されたAWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用してアクセス
する必要があります。これによりAWS CloudFormation、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。AWS CloudFormation配信方法のある製品で単一 AMI 起動が有効になっている場
合は、対応する使用手順に、最小限の権限しか与えられない 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 “を使用した AMI ベースの配信 
CloudFormation” (p. 77)」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。

一般的なアクセスポリシー
すべての AMI は以下のアクセスポリシーに準拠している必要があります。

• AMI では、コンプライアンス要件、脆弱性の更新、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許可する必要があります。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
取得に関する詳細については、「Amazon EC2 Linux インスタンス用ユーザーガイド」の「インスタン
スメタデータとユーザーデータ」を参照してください。

• 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、以下のアクセスポリシーと一般的なアクセスポリシーに従う必要があります。

• Linux ベースの AMI では、root アクセス用のパスワードベースのリモートログインを無効にし、ユー
ザーによる sudo アクセスのみを許可する必要があります。ユーザーはルートアクセスを使用できませ
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。
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• 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、以下のアクセスポリシーと一般的なアクセスポリシーに従う必要がありま
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 は以下のカスタマー情報ポリシーに準拠している必要があります。

• ソフトウェアは、BYOL（Bring Your Own License）で義務付けられている場合を除き、顧客の知らない
うちに、また明示的な同意なしに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では、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、安全に行われる必要があります。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方法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、顧客データが保存される場所、および使用方法が含まれます。たとえば、この製品は
お客様の名前と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、購入者に次の点について連絡する場合にのみ使用されます。 <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 は以下の製品使用ポリシーに準拠している必要があります。

• 製品または製品の機能へのアクセスを、時間、ユーザー数、またはその他の制限によって制限してはな
りません。ベータ版およびプレリリース版製品、または試用版または評価機能の提供のみを目的とする
製品はサポートされていません。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、BYOL エディションがサポートされます。ただし、AWS Marketplace同等の有料バージョンも
提供されている場合に限ります。

• 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。デプロイメントに外部依存関係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方法に開示する必要があります。たとえば、この製品を正しく展

開するにはインターネット接続が必要です。次のパッケージは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利用し、その可用性とセキュリティを確保する責任があります。
• 外部依存関係が利用できなくなった場合は、AWS Marketplace製品も削除する必要があります。
• 外部の依存関係には、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（外部 API など）への継続的な接続を必要とする AMI 
や、AWS のサービス販売者や第三者が管理する外部リソースには、次のガイドラインに従う必要があり
ます。
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• 要件は、リストの説明または使用方法に開示する必要があります。たとえば、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>

• 売り手は、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があります。
• 外部リソースが使用できなくなった場合は、AWS Marketplace製品も削除する必要があります。
• 外部リソースに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、で利用できない他のクラウドプラットフォーム、他の製品、
またはアップセルサービスにユーザーをリダイレクトするような言葉を含めないでくださいAWS 
Marketplace。

• 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は、その製品が他の製品の機能を拡張するも
のであり、これがないと製品の実用性が非常に限られることを製品説明に記載する必要があります。た
とえば、この製品は機能を拡張しますが、これがないと、この製品の実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な場合があります
のでご注意ください。 <product name>

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 AMI は、米国東部 (バージニア北部)AWS Marketplace 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。
• 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) によってサポートされている AMI である必要があ

ります。Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) に支えられた AMI はサポートされていません。
• AMI は暗号化された EBS スナップショットを使用してはなりません。
• 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、AWS リージョンすべての環境で実行可能で、地域にとらわれないように構築する必要がありま

す。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 製品の使用方法
AMI 製品の使用手順を作成する際は、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. 52)。
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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デリバリー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 4 つまで送信します。配信オプションごとに、コ
ンテナイメージのセット、使用方法、およびお客様がその配信オプションを起動するためのデプロイテン
プレートへのリンクを提供します。

AWS Marketplace購入者には、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が表示されま
す。商品を購読して希望の配送方法を選択すると、購入者には商品の発売と使用に関する情報と手順が表
示されます。コンテナイメージの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り出す方法
についての説明も届きます。Helm step-by-step チャートの配信オプションについては、購入者には Helm 
を使用して起動する方法が表示されます。

購入体験の概要については、「Amazon ECSAWS Marketplace クラスターへのコンテナのデプロイ
(3:34)」の動画を参照してください。

どの環境でも、どの Kubernetes クラスタからでも、AWS Marketplaceサードパーティの Kubernetes 
アプリケーションを検索、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)、および Amazon EKS Amazon EKS Anywhere age (EKS Anage) を使用してオンプレミス
でデプロイできます。AWS Fargateまた、オンプレミスのセルフマネージドKubernetes クラスターにデ
プロイすることも、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) 内の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) のコンテナ製
品を実行できます。

トピック
• ヘルプの利用 (p. 122)
• コンテナ製品の開始方法 (p. 122)
• コンテナベースの製品要件 (p. 141)
• コンテナ製品の料金 (p. 143)
• コンテナ製品の請求、メータリング、ライセンス統合 (p. 148)
• コンテナ製品の Amazon SNS 通知 (p. 188)

ヘルプの利用
コンテナ製品に関するサポートについては、AWS MarketplaceAWS Marketplaceのビジネス開発パート
ナーまたは出品者運営チームに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。

トピック
• 前提条件 (p. 123)
• コンテナ製品の作成 (p. 123)
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• コンテナ製品の更新 (p. 124)
• AWS アカウントID の許可リストの更新 (p. 124)
• 価格設定ディメンションの追加 (p. 124)
• ディメンション情報の更新 (p. 125)
• 価格条件の更新  (p. 125)
• 国別の空き状況の更新 (p. 125)
• エンドユーザー使用許諾契約の更新 (p. 126)
• 商品の返金ポリシーの更新 (p. 126)
• コンテナ製品の製品 ID の作成 (p. 126)
• コンテナ製品の価格詳細の作成または更新 (p. 127)
• AWS Marketplace Metering Serviceコンテナ製品への統合 (p. 128)
• AWS License Managerコンテナ製品への統合 (p. 128)
• 製品の新しいバージョンを追加する (p. 128)
• バージョン情報の更新 (p. 133)
• コンテナ製品の製品情報の作成または更新 (p. 134)
• コンテナ製品の公開 (p. 135)
• Amazon EKS でのアドオン製品の公開 (p. 135)
• コンテナ製品のセキュリティ上の問題のスキャン (p. 141)

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 Elastic Kubernetes Container Service (Amazon ECS)、Amazon Elastic Kubernetes Kubernetes 
Kubernetes Kubernetes Kubernetes Container Service (Amazon EKS)、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. コンテナ製品をどのように作成して統合するか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. 141)。
• 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. 143)。
• 有料のコンテナベースの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時間単位およ

びカスタムメータリングAWS Marketplace Metering Service (p. 148)。

コンテナ製品の作成
コンテナ製品の作成には、以下の手順を実行します。

1. 製品 ID を作成します (p. 126)。
2. 価格の詳細を作成します (p. 127)。
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. 128)。
4. 購入者向けに製品を公開します (p. 135)。

123

http://aws.amazon.com/marketplace/management/
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/user-guide-for-sellers.html#management-portal
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/user-guide-for-sellers.html#management-portal


AWS Marketplace 販売者ガイド
コンテナ製品の更新

で他の詳細を編集するには、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
の手順は、自分にとって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。

以下のトピックで、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、以下の手順を実行します。

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. 128)。
a. コンテナのリポジトリを追加します。
b. 最終的な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. 133)。
3. 購入者向けに製品を公開します (p. 135)。

AWS アカウントID の許可リストの更新
限定された状態で商品を閲覧できるAWS アカウント ID のリストを変更できます。許可リストに登録され
ているアカウントには、商品詳細ページの製品バージョンの横に「限定」バッジが表示されます。

1. AWS Marketplace 管理ポータルhttps://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ を開き、出品
用アカウントにサインインします。

2. サーバー製品ページから、変更するコンテナ製品を選択します。
3. 「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから、「許可リストを更新」を選択します。許可リスト

に登録されているアカウントの現在のリストが表示されます。
4. 「許可リスト」AWS アカウント フィールドにAWS アカウント ID を入力し、カンマで区切ります。
5. [Submit] を選択して審査リクエストを送信します。
6. [リクエスト] タブに [リクエストのステータス] 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」または「失敗」に更新されます。

価格設定ディメンションの追加
商品の請求に使用する価格設定モデルに価格設定ディメンションを追加できます。料金モデルの詳細につ
いては、「」を参照してくださいコンテナ料金モデル (p. 143)。

Note

従量課金制の契約に価格設定を追加する方法（追加利用料金など）は、 pay-as-you-go ではご利
用いただけませんAWS Marketplace 管理ポータル。
料金モデルを、契約、従量制、従量制の契約間で変更することはできません。AWS Marketplace
出品者運営チームに連絡してサポートを依頼してください。

1. AWS Marketplace 管理ポータルhttps://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ を開き、出品
用アカウントにサインインします。

2. サーバー製品ページから、変更するコンテナ製品を選択します。
3. [変更をリクエスト] ドロップダウンリストから [価格設定の更新] を選択し、[価格分析コードの追加] 

を選択します。
4. 価格設定モデルによっては、API ID、表示名、説明の情報を指定することで、契約ディメンションや

使用ディメンションを追加できます。
5. [次へ] を選択し、契約内容の価格を入力します。
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6. [Submit] を選択して審査リクエストを送信します。
7. [リクエスト] タブに [リクエストのステータス] 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」または「失敗」に更新されます。

ディメンション情報の更新
製品の寸法情報を変更できます。料金モデルの詳細については、「」を参照してくださいコンテナ料金モ
デル (p. 143)。

1. AWS Marketplace 管理ポータルhttps://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ を開き、出品
用アカウントにサインインします。

2. サーバー製品ページから、変更するコンテナ製品を選択します。
3. 「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから「価格分析コードの更新」を選択し、「分析コード

情報の更新」を選択します。
4. 更新するディメンションの [表示名] と [説明] に情報を指定することで、ディメンション情報を追加で

きます。
5. [Submit] を選択して審査リクエストを送信します。
6. [リクエスト] タブに [リクエストのステータス] 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」または「失敗」に更新されます。

価格条件の更新
製品の価格条件は変更できます。商品を提供する国を変更する場合、価格条件の更新が必要になる場合が
あります。

1. AWS Marketplace 管理ポータルhttps://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ を開き、出品
用アカウントにサインインします。

2. サーバー製品ページから、変更するコンテナ製品を選択します。
3. 「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから「公開オファーを更新」を選択し、「価格条件を更

新」を選択します。
4. 現在の価格は、編集できるように事前入力されています。現在の価格を削除して、新しい価格を追加

できます。審査依頼を送信する前に、希望する価格を確認することをおすすめします。
5. [Submit] を選択して審査リクエストを送信します。
6. [リクエスト] タブに [リクエストのステータス] 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」または「失敗」に更新されます。

Note

価格設定条件の更新を使用してディメンションの価格を引き上げた場合、90 日間は価格を更新で
きなくなります。値上げすると、変更を開始した日から 90 日間価格が固定されます。この価格
ロックは、値上げの場合のみ有効で、値下げの場合には有効ではありません。

国別の空き状況の更新
商品を提供および購読できる国を変更できます。詳細については、「Countries (国) (p. 35)」を参照してく
ださい。

1. AWS Marketplace 管理ポータルhttps://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ を開き、出品
用アカウントにサインインします。

2. サーバー製品ページから、変更するコンテナ製品を選択します。
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3. 「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから「公開オファーを更新」を選択し、次に「国別の空
き状況を更新」を選択します。

4. 以下のオプションのいずれかを選択します。

• 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。
• 除外対象のすべての国 — 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。
• 許可リストに登録されている国のみ — 購入者は指定した国でのみ購入できます。

5. [Submit] を選択して審査リクエストを送信します。
6. [リクエスト] タブに [リクエストのステータス] 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」または「失敗」に更新されます。

エンドユーザー使用許諾契約の更新
エンドユーザー使用許諾契約 (EULA) を更新して、EULAの標準契約AWS Marketplace (p. 49) またはカス
タム EULA のいずれかを使用できます。EULA に加えられた更新は、製品を購読する新規ユーザーおよび
製品の更新に対して有効になります。

1. AWS Marketplace 管理ポータルhttps://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ を開き、出品
用アカウントにサインインします。

2. サーバー製品ページから、変更するコンテナ製品を選択します。
3. 「変更をリクエスト」ドロップダウンリストから「公開オファーの更新」を選択し、「EULA の更

新」を選択します。
4. AWS Marketplace の標準契約を選択するか、カスタム EULA を送信してください。カスタム EULA の

場合、Amazon S3 バケットからの契約を提供する必要があります。
5. [Submit] を選択して審査リクエストを送信します。
6. [リクエスト] タブに [リクエストのステータス] 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」または「失敗」に更新されます。

商品の返金ポリシーの更新
製品の返金ポリシーを更新できます。返金ポリシーの更新は、すべてのユーザーに有効になります。詳細
については、「商品の払い戻しAWS Marketplace (p. 32)」を参照してください。

1. AWS Marketplace 管理ポータルhttps://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/ を開き、出品
用アカウントにサインインします。

2. サーバー製品ページから、変更するコンテナ製品を選択します。
3. [変更をリクエスト] ドロップダウンリストから [公開オファーの更新] を選択し、[返金ポリシーの更新] 

を選択します。
4. 現在の返金ポリシーは、編集できるように事前入力されています。現在の返金ポリシーを削除して、

新しい返金ポリシーを追加できます。審査リクエストを送信する前に、リクエストする返金ポリシー
を確認することをおすすめします。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. [Submit] を選択して審査リクエストを送信します。
6. [リクエスト] タブに [リクエストのステータス] 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」または「失敗」に更新されます。

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って製品を追跡するために使用されます。

126

http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/
http://aws.amazon.com/marketplace/management/products/server
http://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/
http://aws.amazon.com/marketplace/management/products/server


AWS Marketplace 販売者ガイド
コンテナ製品の価格詳細の作成または更新

以下の手順に従って、で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. お客様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. 後で製品価格の詳細を作成または更新するときに使用できるように、製品 ID をメモしておきます。

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「コンテナ」AWS Marketplace 
管理ポータル を選択して確認できます。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。以下の手順は、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ています。

Note

コンテナ製品の料金モデルの詳細については、「」を参照してくださいコンテナ製品の料
金 (p. 143)。
価格設定とメータリングが一致している必要があります。コンテナ製品のメータリングの詳細に
ついては、を参照してください時間単位およびカスタムメータリングAWS Marketplace Metering 
Service (p. 148)。

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。
2. メニューバーから [アセット] を展開し、[ファイルのアップロード] 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

PLF を表示しているときにMicrosoft Excel、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。

製品の価格設定モデルに基づいて、価格設定と計測方法を指定します。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. 159)
• 時間単位の計測用の製品ロードフォーム (p. 151)

Note

必須フィールドには、スプレッドシートの赤いヘッダーに REQUIRED という単語が付い
ています。リクエストの処理が遅れないように、これらのフィールドはすべて入力してく
ださい。
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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. この PLF の簡単な説明を入力して、アップロードする他の PLF と区別しやすくします。
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出品者運営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。ステータスを確認するには、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、限定された状態でコンテナ製品が作成されました。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する方法や、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. 135)。

製品を公開するまでは、これと同じ手順でコンテナ製品の価格を編集できます。

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
従量制のコンテナベースの製品の場合は、AWS Marketplace製品の使用資格の確認と請求時の使用量の
計測の両方にメータリングサービスを使用します。価格設定情報を設定するときに作成した価格モデル
に合わせて計測する必要があります。詳細については、「時間単位およびカスタムメータリングAWS 
Marketplace Metering Service (p. 148)」を参照してください。

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. 166)。

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コンテナ製品の製品 ID の作成 (p. 126)、「」と「」を参照してくださ
いコンテナ製品の価格詳細の作成または更新 (p. 127)。

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. 129)
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• 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. 129)
• 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. 131)

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

製品デプロイ内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
以下の手順では、必要なリポジトリを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 [Add new repository] を選択し、一意の名前を付けます。

Note

リポジトリは次のような構造になります:<repositoryID>.dkr.ecr.us-
east-1.amazonaws.com/<sellerName>/<repositoryName>. アイテムを
リポジトリに追加すると (次の手順で)、アイテムにはタグが付けられ、次のよう
な構造になります<repositoryID>.dkr.ecr.us-east-1.amazonaws.com/
<sellerName>/<repositoryName>:<tag>。repositoryIDはの内部 ID ですAWS 
Marketplace。sellerName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は、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 のリポジトリを持つことができます。

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し始めることができます。

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。
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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 コンテナーイメージと 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指示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は、次の Amazon 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
証に使用してから、docker pull ordocker push 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ために使用します。
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情報は、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. お使いのバージョンで必要なコンテナイメージまたはアーティファクトごとに、同じ手順を繰り返し
ます。

Note

お使いのバージョンでは、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。

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する準備が整います。

Note

コンテナイメージが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. 141)。詳細については、コンテナ製品のセキュリティ上の問題のスキャ
ン (p. 141) 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、以下の手順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。

• コンテナイメージ配信オプションには、AWS Marketplaceコンソールで作成された Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR) er Container Container Container Container 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、イメージを自分の環境に直接取り込むこ
とでソフトウェアを起動します。

• Helm チャートの配信オプションには、AWS Marketplaceコンソールで作成された Amazon ECR リ
ポジトリの Helm チャートへのパスを指定します。バイヤーはHelmチャート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。
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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、購入者が起動後にソフトウェアを使用するのに役立つ詳細情報を入力します。
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. 配布テンプレートに、購入者がソフトウェアを起動するため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。
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. Helm チャートで、購入者がソフトウェアを起動する際にデプロイ環境にインストールする Helm 
チャートに Amazon ECR URL を追加します。

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、購入者が起動後にソフトウェアを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 installコマンドで使用する Helm リリースの名前を入

力します。
g. オプション- Helm インストール名前空間に、Helm チャートをインストールする Kubernetes 名前

空間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、接続AWS Identity and Access Management 

(IAM) 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 の機能で
すAWS Marketplace。 QuickLaunch 購入者はを使用して Amazon EKS クラスターをすばやく作
成し、そのクラスターでソフトウェアを起動できますAWS CloudFormation。詳細については、
「」を参照してくださいQuickLaunch AWS Marketplace。

j. [パラメータの上書き] 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。有効にしている場合は 
QuickLaunch、 CloudFormation フォームのパラメータ名と説明も入力します。

k. コンソール、コマンドラインツール、API の機密情報を隠すには、「パスワードとシークレット
を隠す」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。

5. 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、前の手順の手順を実行
してそれらを設定します。

6. [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. 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、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。
4. [新しいバージョンの追加] ページで、使用している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。
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5. バージョンの詳細を入力したら、次のステップは配信オプションを追加することです。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、コンテナーイメージが異なる複数のプラットフォームをサポートできます (たとえ
ば、Kubernetes と Ubuntu のデプロイメント)。購入者が商品を設定する方法ごとに1つの配
送オプションを作成でき、1つの商品には最大4つの配送オプションを作成できます。

a. 商品にすでに他のバージョンの配送オプションがある場合は、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。[配送オプション] で、追
加する配送オプションをリストから選択します。このオプションは、以下の手順で編集できま
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、以下の手順の指示に従って設定します。

6. 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。

• コンテナイメージ配信オプションには、AWS Marketplaceコンソールで作成された Amazon Elastic 
Container Registry (Amazon ECR) er Container Container Container Container 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、イメージを自分の環境に直接取り込むこ
とでソフトウェアを起動します。

• Helm チャートの配信オプションには、AWS Marketplaceコンソールで作成された Amazon ECR リ
ポジトリの Helm チャートへのパスを指定します。バイヤーはHelmチャート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。

7. 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、購入者が起動後にソフトウェアを使用するのに役立つ詳細情報を入力します。
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. 配布テンプレートに、購入者がソフトウェアを起動するため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。
8. 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. Helm チャートで、購入者がソフトウェアを起動する際にデプロイ環境にインストールする Helm 
チャートに Amazon ECR URL を追加します。

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、購入者が起動後にソフトウェアを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 チャートをインストールする 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、接続AWS Identity and Access Management 

(IAM) 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。
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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の機能で
すAWS Marketplace。 QuickLaunch 購入者はを使用して Amazon EKS クラスターをすばやく作
成し、そのクラスターでソフトウェアを起動できますAWS CloudFormation。詳細については、
「」を参照してくださいQuickLaunch AWS Marketplace。

j. [パラメータの上書き] 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。有効にしている場合は 
QuickLaunch、 CloudFormation フォームのパラメータ名と説明も入力します。AWS Marketplace
管理コンソールを使用する場合のパラメータの上限は 15 個ですが、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
には、DefaultValueのが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"${AWSMP_LICENSE_SECRET}"。有料製品の場合は、のを使用
してサービスアカウント設定の Override パラメータを 1 つ指定する必要がありま
す"${AWSMP_SERVICE_ACCOUNT}"。DefaultValue

k. コンソール、コマンドラインツール、API の機密情報を隠すには、「パスワードとシークレット
を隠す」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。

9. 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、前の手順の手順を実行
してそれらを設定します。

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、数分で完了するはずです。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。現在商品が限定販売に設定されている場
合、そのバージョンは、その製品を購入できる特定の購入者にも提供されます。製品が現在一般
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。製品を公開する方法につ
いては、「」を参照してくださいコンテナ製品の公開 (p. 135)。

新しいバージョンのリクエストが作成され、数分で完了するはずです。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。現在商品が限定販売に設定されている場
合、そのバージョンは、その製品を購入できる特定の購入者にも提供されます。製品が現在一般
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の場合は、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. 135)。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、そのバージョンに関連する情報を変更して、購入者に最新情報を提供すると便
利です。たとえば、バージョン 1.1 がリリースされた後にバージョン 1.0 を制限する予定の場合は、バー
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ジョン 1.0 の説明を更新して、購入者をバージョン 1.1 に誘導できます。バージョン 1.0 が制限される日
付を入力してください。からバージョン情報を更新します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、[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. どのバージョンでも、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、次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、次のフィールドを更新できま
す。

• 配信オプションのタイトル
• 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
• 導入リソース

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。

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お客様に表示される内容など、製品情報を編
集できますAWS Marketplace。以下の手順では、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
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• 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 バケットにある必要があります。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. 290)。

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。リストの

リクエストを表示するには、ページを更新する必要がある場合があります。

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、その製品を利用できるのはアカウントのみに制限されています。製品を
テストする準備が整ったら（製品の詳細を入力して最初のバージョンを作成することを含む）、他のアカ
ウントでテストしたり、すべてのアカウントに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、デプロイテンプレート、説明、価格など、製品が正確であることを
確認する必要があります。公開されている製品の価格設定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出品者運営チーム
にお問い合わせください。リクエストには、製品 ID と必要な変更を記述します。

Note

購入者に公開したくないバージョンを制限することもできます。公開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。
公開されている製品に公開バージョンがないままになる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その製品を購読してリリースできるすべての顧客がそのコンテナ製品を
見ることが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、商品情報のデータ
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 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、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
ジェントや 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
管理す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。

135

http://aws.amazon.com/marketplace/management/products/server
http://aws.amazon.com/marketplace/management/contact-us/
http://aws.amazon.com/marketplace/management/contact-us/
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/eks-add-ons.html


AWS Marketplace 販売者ガイド
Amazon EKS でのアドオン製品の公開

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。

• コンテナ製品はに出品されている必要がありますAWS Marketplace。
• コンテナ製品は、AMD64 アーキテクチャと ARM64 アーキテクチャの両方に対応するように構築されて

いる必要があります。
• コンテナ製品には BYOL (BYOL) 料金モデルを使用しないでください。
• すべてのコンテナイメージと Helm ChartAWS Marketplace を管理された ECR リポジトリにプッシュす

ることを含め、コンテナベースの製品要件をすべて満たす必要があります。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。画像やグラフは、Amazon ECR パブリックギャラリーなど、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には、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

• コンテナ製品には、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。AWS のサービスAWS Marketplaceサービスアカウントがコンテナ請求統合に必要なすべてのサー
ビスにアクセスするには、サービスアカウントが 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。
2. コンテナ製品の新しいバージョンを追加し、配送方法に Helm chart オプションを選択します。
3. アドオンについて、次の表の情報を収集してください。

アドオンテーブル

データ 説明 例 変更タイプの追
加に必須

更新変更タイプ
には必須

制限変更タイプ
には必須

タイプの変更 指定されたリク
エストのタイ
プ。

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
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。

Add はい はい はい
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データ 説明 例 変更タイプの追
加に必須

更新変更タイプ
には必須

制限変更タイプ
には必須

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
サーバー製品
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。

example1-
abcd-1234-5ef6-7890abcdef12

はい はい 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。

1.0.1a 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
定されている
タイトル。こ
の値はに表示
されますAWS 
Marketplace。

配送オプション
の例 1

はい いいえ いいえ

アドオン名 アドオンの一
意の識別子で
す。購入者は
この値を指定
して、Amazon 
EKS クラス
ターにアドオ
ンをインストー
ルします。この
値は、Amazon 
EKS に表示さ
れます。

example-
addon

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
加に必須

更新変更タイプ
には必須

制限変更タイプ
には必須

アドオンバー
ジョン

このバージョ
ンのアドオン
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
アドオンを自分
の 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。

v1.0.1a はい いいえ いいえ

タイプ DescribeAddonVersionsAPI 
オペレーショ
ンを使用して 
Amazon EKS で
利用可能なアド
オンを検索する
ときに、ユー
ザーがフィル
タリングできま
す。typeこの
値は、Amazon 
EKS に表示
されます。
指定可能な
値:autoscalingcertmanagement,costmanagement,etcdbackup,gitops,ingressservicetype,loadbalancer,localregistry,logging,monitoring,policymanagement,secretsmanagement,servicemesh,,,storage

monitoring はい いいえ いいえ

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、1.21、1.22 はい いいえ いいえ

プラットフォー
ムアーキテク
チャ

アドオンが互換
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
ロイされる名前
空間。

example-
namespace

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
加に必須

更新変更タイプ
には必須

制限変更タイプ
には必須

Kubernetes 
サービスアカウ
ント

AWS のサー
ビスAWS 
Marketplaceコ
ンテナ請求の
統合に必要な
サービスを含
め、サービスア
カウントがアク
セスするための 
IAM ロールを引
き受けるサービ
スアカウント。

example-
service-
account

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。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
すると想定する
サービスアカ
ウントの IAM 
ロールにアタッ
チされます。

AWS管理ポリ
シーを指定す
るときは、最小
権限権限の権限
のベストプラク
ティスに従う必
要があります。

AWSMarketplaceMeteringRegisterUsage
および
AmazonS3ReadOnlyAccess

はい いいえ いいえ

139

https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/container-products-billing-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/container-products-billing-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/container-products-billing-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/container-products-billing-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/container-products-billing-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/container-products-billing-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/container-products-billing-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/container-products-billing-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/container-products-billing-integration.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/iam-roles-for-service-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-privilege
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-privilege
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-privilege
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-privilege
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-privilege


AWS Marketplace 販売者ガイド
Amazon EKS でのアドオン製品の公開

データ 説明 例 変更タイプの追
加に必須

更新変更タイプ
には必須

制限変更タイプ
には必須

インラインポリ
シー

AWS 
Marketplaceコ
ンテナ請求統合
に必要なすべて
のサービスにア
クセスするため
にアドオンが想
定しているサー
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。

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

はい いいえ いいえ

4. AWS Marketplace出品者として登録されているにサインインしている状態で、AWS アカウントサポー
トリクエストで収集したデータを出品者運営チームに送信します。

Note

サポートリクエストフォームの詳細部分は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数制限を超えている場合は、目的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け取ったら、アドオンに関する完全な情報を記載した返信メー
ルを送信してください。

Amazon EKS アドオンのバージョンを制限する
Amazon EKS アドオンとして公開されているバージョンのアクセスを制限したい場合があります。

Note

公開されている製品に公開バージョンがないことを意味する場合、バージョンを制限することは
できません。

1. 出品者として登録されているにサインインした状態で、AWS Marketplace Seller Operations Teamの
サポートリクエストに必要な詳細を送信します。AWS アカウント

2. 製品を制限するために必要な詳細については、the section called “Amazon EKS アドオンとしてコンテ
ナ製品を提出する” (p. 136)手順の「制限変更タイプの要件」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、「バージョンを制

限する」を選択します。
7. 制限するバージョンを選択し、[Submit] を選択します。
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コンテナ製品のセキュリティ上の問題のスキャン
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がスキャンされ、セキュリティの脆弱性がチェックされます。これを行うために、 
layer-by-layer 画像の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。取り込みおよび公開プロセスの遅延を
避けるため、、ClairTwistlockAqua Security、Trend Micro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行うことを強くお勧めします。

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。既に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、ベースレイヤーのためフラグが付けられます。
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開始す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. 52)。

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。

143

https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/Welcome.html
https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/what-is-eks.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/userguide/what-is-fargate.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplacemetering/latest/APIReference/Welcome.html


AWS Marketplace 販売者ガイド
コンテナ料金モデル

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-Own-
License (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

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
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1 か月料金 12 か月料金 24 か月料金 36 か月料金

暗号化されている
データ (GB)

1.55 USD/GB 16.60 USD/GB 31.20 USD/GB 61.20 USD/GB

例: ログモニタリング製品

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
ニタリング、20 コ
ンテナのモニタリ
ング)

400 USD 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

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。

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。
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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、メータリング、ライセンス統
合

AWS MarketplaceAWS のサービス他の製品と統合して、コンテナ製品の従量課金と契約ベースの価格設定
の両方を提供します。

時間単位およびカスタムメータリングAWS 
Marketplace Metering Service
製品の使用資格を確認したり、請求に使用量を計測したりするには、AWS Marketplaceメータリン
グサービスを使用してください。独自の価格単位を定義し、その使用量を請求用に計測したい場合
は、MeterUsageAPI オペレーションを使用して統合してください。使用したタスクやポッドの数に基づい
て製品の価格を設定し、AWSその使用量を自動的に計測したい場合は、RegisterUsageAPI オペレーショ
ンを使用して統合してください。どちらのタイプの価格設定でも、との統合方法を変更せずに長期契約価
格を追加できます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、製品とを統合するために使用する製
品 ID（製品コードと公開鍵）のセットが提供されますAWS Marketplace Metering Service。

使用権限管理
と統合できるようにします。AWS Marketplace Metering Serviceこれにより、有料ソフトウェアを
実行している顧客がで製品をサブスクライブしていることを確認できるようにします。これにより
AWS Marketplace、コンテナを起動することができます。利用資格を確認するには、料金モデルに応じ
て、MeterUsageまたは RegisterUsageAPI オペレーションを使用してください。時間単位および月単位の
固定価格モデルの場合は、RegisterUsage API オペレーションを使用してください。カスタムメータリ
ング価格モデルの場合は、MeterUsage API オペレーションを使用してください。

購入者に商品の購入資格がない場合、これらの APICustomerNotEntitledException オペレーション
は例外を返します。

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 API オペレーションを使用してエ
ンタイトルメントとメータリングを行う場合は、次のガイドラインを念頭に置いてください。

• ソフトウェアや DockerAWS コンテナイメージ内で認証情報を設定しないでください。 AWS購入者の認
証情報は、コンテナイメージが 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。

• Amazon EKSMeterUsage からまたはRegisterUsage API オペレーションを呼び出すには、サポート
されているAWS SDK を使用する必要があります。Amazon EKSMeterUsageRegisterUsage をテス
トまたは統合するには、Kubernetes 1.13.x 以降を実行している Amazon EKS クラスターを実行する必
要があります。ポッドサポートのAWS Identity and Access Management (IAM) ロールには Kubernetes 
1.13 が必要です。実行中のポッドが Amazon EKSAWS でこれらのアクションを呼び出すために必要な
認証情報を取得するには、IAM ロールが必要です。
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• 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、AWSコンテナサービス (Amazon ECS、Amazon EKS、および Fargate) でコンテナを起動しても
発生しません。

サポートされている AWS リージョン
AWS MarketplaceサポートされているすべてのリストについてはAWS リージョン、グローバルインフラス
トラクチャ Web サイトの Region Table を参照してください。

AWS リージョンメータリング用の入手
MeterUsageメータリング用のコンテナをまたはRegisterUsage API オペレーションと統合する場合
は、特定のオペレーションを使用するようにAWS SDK を設定しないでください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、お客様が Amazon ECS タスクまたは Amazon EKS ポッドを起動したとしま
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。そのため、RegisterUsage
APIInvalidRegionException 操作ではエラーが発生します。

AWSSDK 言語はこれらを一貫した方法で決定しません。AWS_REGIONお使いの SDK がを自動的に認識
しない場合はAWS_REGION、ソフトウェアを手動で作成して判断する必要がありますAWS_Region。たと
えば、環境変数やその他の設定が存在しない場合、は Amazon EC2 インスタンスのメタデータ (具体的に
はec2InstanceMetadata)AWS SDK for Java を自動的に使用して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。

AWS リージョン実行時にを動的に取得する方法については、ご使用のプログラミング言語の AWS SDK 
開発者ガイドを参照してください。

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。メータリングとエンタイプ作成

メータリングの変更から保護

• CMDENTRYPOINT購入者が説明を含む新しいイメージレイヤーを挿入できる場合は、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、RegisterUsageMeterUsageまたはを直接統合してくださ
い。そうしないと、ベースイメージを介してRegisterUsage、MeterUsageCMDENTRYPOINTまたは
ベースイメージから実行された呼び出しが購入者によって上書きされてしまう可能性があります。

• AWS MarketplaceRegisterUsageソフトウェアが入力として使用する製品コードを管理する
かMeterUsage、購入者が変更できない方法で管理することをお勧めします。ただし、Helm chart や 
Kubernetes マニフェストなどAWS CloudFormation、お客様が上書きできる方法で製品コードを管理し
ている場合は、AWS Marketplace信頼できる製品コードのリストを維持する必要があります。これは、
ソフトウェアが入力として渡す製品コード、RegisterUsageMeterUsageまたは製品コードが有効で
あることを確認するためです。

• 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。
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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ます) 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、で製品リストを公開することが
できますAWS Marketplace。

詳細についてはAWS License Manager、『AWS License Managerユーザーガイド』と『AWS CLIコマンド
リファレンス』AWS License Managerのセクションを参照してください。

Note

• 契約の有効期限が過ぎると、お客様はコンテナの新しいインスタンスを起動することはできま
せん。ただし、契約期間中は、インスタンスをいくつでも起動できます。これらのライセンス
は特定のノードやインスタンスにバインドされていません。どのノードのどのコンテナで実行
されているソフトウェアでも、AWS認証情報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。

• プライベートオファーの作成 — 出品者は、のプライベートオファー作成ツールを使用して、商
品の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。

• レポート — データフィードを設定するには、のレポートセクションで Amazon S3 バケット
を設定しますAWS Marketplace 管理ポータル。詳細については、「出品者レポート、データ
フィード、ダッシュボード (p. 303)」を参照してください。

インテタイプ作成
以下の手順は、コンテナ製品を以下のものと統合するワークフローを示していますAWS License 
Manager。

1. AWS License Manager出品者は統合機能付きの製品を作成します。
2. 出品者が商品を出品していますAWS Marketplace。
3. AWS Marketplace購入者は商品を見つけて購入します。
4. ライセンスは購入者に郵送されますAWS アカウント。
5. 購入者は Amazon EC2 インスタンス、Amazon ECS タスク、Amazon EMR ポッドソフトウェアを起

動し、お客様は IAM ロールを使用してデプロイします。
6. AWS License Managerソフトウェアは購入者のアカウントにあるライセンスを読み取り、購入した資

格を見つけて、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。追跡や更新は販売者のアプリケーションが行
います。

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。
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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. 123)」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. 127)」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. 155)」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. 135)」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。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:RegisterUsage" 
                ], 
                "Effect": "Allow", 
                "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

9. 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 com.amazonaws.auth.PEM;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.AWSMarketplaceMetering;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.AWSMarketplaceMeteringClientBuilder;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.model.RegisterUsageRequest;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.model.RegisterUsageResult;
import com.amazonaws.util.json.Jackson;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.nimbusds.jose.JWSObject;
import com.nimbusds.jose.JWSVerifier;
import com.nimbusds.jose.crypto.RSASSAVerifier;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
import java.security.PublicKey;
import java.security.Security;
import java.security.Signature;
import java.security.interfaces.RSAPublicKey;
import java.util.Base64;
import java.util.Optional;
import java.util.UUID;
import 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、それに関連する長期契約価格を設定できます。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
価格単位を定義し、その使用量に応じてカスタムメータリングを定義したり、MeterUsageAPIAWS オペ
レーションを使用して請求したりできます。

価格ディメンションは 2 か所で定義されます。1 つは製品ロードフォームで、もう 1MeterUsage つは操
作中に定義されます。この二要素方式により、後続のオファーが一般に公開される前に意図したとおりに
機能することが保証されます。

カスタムメータリングを設定するには、使用量カテゴリ、単位タイプ、および価格設定を選択する必要が
あります。

• 使用カテゴリ — 使用カテゴリは、購入者が商品の概要と使用方法を理解するのに役立ちます。
• 単位タイプ — 単位タイプは、請求の測定単位を定義します。たとえば、GBps または MBps で測定され

た帯域幅、ホストの数、または MB、GB、または TB で測定されたデータなどです。
• 価格設定 — 価格設定は、単価を設定した機能やサービス (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。価格設定は公開されています。ただし、パブリック製品には、プ
ライベートライセンス込みのと B------」」」」は、まだ定義できます。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。

商品価格があらかじめ定義されているカテゴリや単位タイプのいずれにも当てはまらない場合は、一般
的な単位カテゴリを選択できます。次に、寸法の説明を使用して単位を説明してください。

オプションで、追跡するプロパティごとの使用量を割り当てに分散できます。割り当ては購入者にはタグ
として表示されます。これらのタグを使用すると、購入者はコストをタグ値ごとに使用量に分割して確
認できます。たとえば、ユーザーごとに課金し、ユーザーに「部門」プロパティがある場合、キーが「部
門」のタグを使用して使用量割り当てを作成し、値ごとに 1 回割り当てることができます。これにより、
報告する価格、サイズ、合計使用量は変わりませんが、お客様は商品に適したカテゴリ別に費用を確認で
きます。

1 時間ごとにメータリングレコードを送信することをお勧めします。ただし、日単位または月単位の使用
量を集計することもできます。システム停止が発生した場合は、購入者のソフトウェア使用量を集計し
て、次の時間帯に計測できます。1 時間に 1 つ以上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の資格は、時間単位で追跡されます。その結果、これらの記録を
別々に送信すると、購入者に過大請求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. 製品ロードフォームに必要な寸法情報を記入し、処理のために当社に返送してください。
3. 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は、呼び出しに必要な 

IAM 権限を持つAWS Identity and Access Management (IAM) ロールを使用しま
すMeterUsage。IAMAWSMarketplaceMeteringRegisterUsage 管理ポリシーには次の権限があり
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. 定義したすべての価格設定ディメンションのレコードを使用してMeterUsage API オペレーションをテ
ストコールします。

カスタム計測用の製品ロードフォーム
カスタムメータリング用の製品荷重フォームに記入する場合、各製品の寸法は最大24個です。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メータリングレコードをに送信するときに使用される
名前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 — ディメンションの購入者向けの説明。説明は 70 文字以内でなければなりませ
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 — 購入者が従量課金制で支払う場合の、この製品のユニットあたりのソフトウェ
ア価格。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で
す。

• 長期期間 (日数) — 長期契約の期間 (日数)。

MeterUsageテスト統合とプレビューモード
AWS Marketplace公開用に画像を送信する前に、MeterUsageオペレーションを使用して統合をテストし
てください。

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。MeterUsageプレビューモードで呼び出すには、製品を、Amazon Elastic Container 
Service (Amazon ECS) または Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) または Amazon Elastic 
Kubernetes Service (Amazon EKS)AWS アカウント または Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon 
EKS)MeterUsage で実行中のモデルから呼び出しますAWS Marketplace。メータリング統合ではAWS 
リージョン、をハードコーディングするのではなく、動的に設定する必要があります。ただし、テスト
する場合は、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 つ起動して、AWS Marketplace運用チームがそのリージョンのログを
使用して作業を確認できるようにします。

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 で起動す
るだけで、統合を検証できます。

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。

のエラー処理MeterUsage
MeterUsageコンテナーイメージが操作と統合され、ThrottlingExceptionコンテナーの起動時以外で
例外が発生した場合は、不正使用を防ぐためにコンテナーを終了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 ポッドからの以降の呼び出しで
は、CustomerNotSubscribedExceptionタスクまたはポッドの実行中に顧客が登録を解除しても、ス
ローされません。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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の一般的なエラーの詳細については、AWS Marketplace Metering ServiceAPI MeterUsageリファレンスの
を参照してくださいMeterUsage。各AWS SDK プログラミング言語には、追加情報として参照できるエ
ラー処理ガイドラインがあります。

ベンダー単位のタグ付け (オプション)
ベンダー従量制のタグ付けは、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に
ついてより詳細な情報を提供するのに役立ち、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の使用状況にタグを付けるには、複数の方法があります。1 つの方法は、ま
ず購入者にコスト配分について何を見たいかを尋ねることです。次に、購入者のアカウントで追
跡するプロパティ全体に使用量を分割できます。プロパティの例にはAccountId、、Business 
Unit、Cost Centers、および製品に関連するその他のメタデータが含まれます。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、AWS購入者は請求コンソール (https:// 
console.aws.amazon.com/billing/) で費用をタグ値別に使用量に分割して確認できます。ベンダーが従量制
のタグ付けを行っても、報告する価格、サイズ、総使用量は変わりません。これにより、お客様は商品に
適したカテゴリ別に費用を確認できます。

一般的な使用例としては、購入者が商品を購入して 1AWS アカウント つ購入します。また、購入者に
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がいます。キーがのタグを使用して使用量
割り当てを作成しAccountId、各ユーザーに使用量を割り当てることができます。この場合、購入者は
Billing and Cost ManagementAccountId コンソールでタグを有効にして、個々のユーザーの使用状況を
分析できます。

販売者エクスペリエンス

出品者は、すべてのリソースの使用状況を集計する代わりに、同じタグセットを持つリソースの
計測記録を集約できます。たとえば、販売者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、AccountIdやなどのタグセットを表しま
すUsageQuantityBusinessUnit。

次の図では、リソース 1BusinessUnit には独自のタグが付けられており、メータリングレコードには 1 
つのエントリとして表示されます。AccountId

リソース 2 とリソース 3AccountId には同じタグ2222、BusinessUnit同じタグが付いていま
すOperations。その結果、それらはメータリングレコードの 1UsageAllocations つのエントリにま
とめられます。

出品者は、UsageAllocationタグが付いていないリソースを、割り当てられた使用量で1つにまとめ、エ
ントリの1つとして送信することもできますUsageAllocations。

制限には以下が含まれます。
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• タグの数-5
• UsageAllocations（カーディナリティ）のサイズ — 2,500

検証には、次が含まれます。

• タグキーと値に使用できる文字とタグキーと値
に、」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」」 。 _:\ /@

• UsageAllocationリスト全体の最大タグ数 — 5
• 2UsageAllocations つのタグを同じにすることはできません (つまり、タグキーと値の組み合わせが

同じ)。その場合は、同じものを使わなければなりませんUsageAllocation。
• AllocatedUsageQuantityの合計はUsageQuantity、総使用量である「」UsageAllocation と等

しくなければなりません。

購入者エクスペリエンス
次の表は、AccountIdBusinessUnit購入者がおよびベンダータグを有効にした後の購入者エクスペリエ
ンスの例を示しています。

この例では、購入者はコスト使用量レポートで配分された使用量を確認できます。ベンダーが計測
するタグにはプレフィックスを使用します“aws:marketplace:isv”。購入者は、Billing and Cost 
Management の「コスト配分タグ」AWSで生成されたコスト配分タグを有効にできます。

コスト使用状況レポートの最初の行と最後の行は、出品者がメータリングサービスに送信する内容に関連
しています (販売者エクスペリエンス (p. 160)例を参照)。

コスト使用状況レポート (簡略版)

ProductCode バイヤー UsageDimension UsageQuantity aws:marketplace:isv:AccountIdaws:marketplace:isv:BusinessUnit

xyz 111122223333 ネットワーク:
検査済み (GB) 
あたり

70 2222 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、MeterUsage使用量割り当てタグ付きのコード例 (オプション) (p. 162) を参照し
てください。

コードサンプル
次のコード例は、コンテナ製品を製品の公開と保守に必要なAWS Marketplace API と統合するのに役立つ
ように提供されています。
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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、消費価格モデルを使用するコンテナ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計測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()), 
    UsageDimension="Dimension1", 
    UsageQuantity=3, 
    DryRun=False, 
    UsageAllocations=usageRecord  
)

詳細についてはMeterUsage、AWS Marketplace Metering ServiceAPI MeterUsageリファレンスのを参照
してください。

レスポンスの例

{ "MeteringRecordId": "string" }
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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. 164)。次の手順の多くは、言語にかかわらず適用されます。

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. 135)」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", 
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    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:MeterUsage" 
                ], 
                "Effect": "Allow", 
                "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

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 com.amazonaws.services.marketplacemetering.AWSMarketplaceMetering;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.AWSMarketplaceMeteringClientBuilder;
import com.amazonaws.services.marketplacemetering.model.MeterUsageRequest;
import 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. 
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     *                  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); 
        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 
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                .withUsageQuantity(70) 
                .withUsageAllocations(usageAllocationList); 

        MeterUsageResult meterUsageResult; 
        try { 
            meterUsageResult = marketplaceMetering.meterUsage(meterUsageRequest); 
        } catch (Exception e) { 
            // Log Error 
            throw e; 
        } 

        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. 171)。

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. 166)
• 階層型ライセンスモデル (p. 169)

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. 167)
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• FLOATE (p. 167)

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。

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。
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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..."

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, 
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      "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。

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"
}
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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。

詳細については、「コンテナ製品の作成 (p. 123)」を参照してください。
2. 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。

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. 127)」を参照してください。
3. 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":[ 
      { 
         "Sid":"VisualEditorO", 
         "Effect":"Allow", 
         "Action":[ 
            "license-manager:CheckoutLicense", 
            "license-manager:GetLicense", 
            "license-manager:CheckInLicense", 
            "license-manager:ExtendLicenseConsumption", 
            "license-manager:ListReceivedLicenses" 
         ], 
         "Resource":"*" 
      } 
   ]
}

4. 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. 170)」を参照してください。

2. のダウンロードAWSSDK。
Note

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。

3. 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
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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. 171)。

• 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. 166)。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。
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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。

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. 180)
• LicenseManagerCredentialsProvider-Golang実装 (p. 185)

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。
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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. 179)。

• 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
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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. 179)」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. 179)」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。

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: 
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  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 
          volumeMounts: 
            - name: awsmp-product-license 
              mountPath: "/var/run/secrets/product-license" 
          //Add following environment variable to container for credential
provider 
          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. 175)
b. Amazon EKS でのLicense Manager 統合 (p. 177)

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. 123)。

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。
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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"
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
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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-issuer-
account-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-session-
duration $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"

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. 171)。

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
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# 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"

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 \
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--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。

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。
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• 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;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentials;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProviderChain;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.DefaultCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.internal.LazyAwsCredentialsProvider;
import 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
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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 software.amazon.awssdk.auth.credentials.AnonymousCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentials;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.AwsCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.SdkSystemSetting;
import software.amazon.awssdk.core.client.config.ClientOverrideConfiguration;
import software.amazon.awssdk.core.retry.RetryPolicyContext;
import software.amazon.awssdk.core.retry.conditions.OrRetryCondition;
import software.amazon.awssdk.core.retry.conditions.RetryCondition;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.regions.providers.DefaultAwsRegionProviderChain;
import software.amazon.awssdk.services.licensemanager.LicenseManagerClient;
import software.amazon.awssdk.services.licensemanager.model.GetAccessTokenRequest;
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 java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.UncheckedIOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.time.Duration;
import java.util.function.Supplier;

public class LicenseManagerTokenCredentialsProvider implements AwsCredentialsProvider, 
 SdkAutoCloseable { 

    private final StsAssumeRoleWithWebIdentityCredentialsProvider credentialsProvider; 
    private final RuntimeException loadException; 

    private Path licenseAccessTokenFile; 
    private String roleArn; 
    private String roleSessionName; 
    private StsClient stsClient; 
    private 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); 
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        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.getStringValueOrThrow())); 
            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(); 

            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; 
        } 
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        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, 
                                                 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) 
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                    .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; 
            } 
            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; 
            } 
        } 
    } 
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    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(); 
        } 

        @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) 
 } 
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 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) 
 } 

 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"
)
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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
}

// 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
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}

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
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-mp-
subscription-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. 188)— 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-subscription-
notification
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。
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トピックへサブスクライブする

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、AWS Marketplaceこれを使って購入者が導入できる機械学習 (ML) アルゴリズムとモデルを作成
できますAWS。には、次の 2 種類の Amazon SageMaker 商品が掲載されていますAWS Marketplace。

パッケージパッケージパッケージパッケージパッケージ

予測を行うための事前トレーニング済みのモデルで、購入者による追加のトレーニングは不要です。
Algorithm

予測を行う前に購入者がトレーニングデータを提供することを要求するモデル。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 購入者がAmazonコンソールまたはコンソールから入手できます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、およびサポート情報
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、フルマネージドの REST 推論エンドポイントを作成したり、大
量のデータ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出品者運営
チームにお問い合わせください。

Learするするするするするするするするするするす
る

AWS Marketplaceは、Amazon を使用して 2 種類の機械学習製品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 パッケージパッケージパッケージパッ
ケージパッケージ
Amazon SageMaker モデルパッケージ製品には、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ればそれを含む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。出品者は、 SageMaker モデルを使ってトレーニングをすることも、自
分のモデルを持参することもできます。

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つの論理的な要素があります。では SageMaker、バイヤーが
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含む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
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生成されます。 SageMaker は購入者、購入者、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) バケット
に、パッケージ、パッケージ、 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、リアルタイムまたはバッチで推論 (または予測) を実行できます。

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、それらを
展開する方法は2つあります。

• エンドポイント — SageMaker このメソッドを使用してモデルをデプロイし、API エンドポイントを作
成します。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、エンドポイントメソッド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、購入者は推論用のデータセットを Amazon S3 に保存します。バッ
チ変換ジョブが開始されると、 SageMaker モデルをデプロイし、S3 バケットからモデルのコンテナに
データを渡し、結果を S3 バケットに返します。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

どちらの方法も、 SageMakerデータをモデルに渡して結果を購入者に返すため、モデルには分
かりません。

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. 194)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。
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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
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。

機械学習製品の価格設定
Amazon SageMaker 商品には、複数の価格モデルから選択できます。商品を購読している購入者は、 
SageMaker AWS アカウント自社内で商品を販売します。購入者向けの価格は、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価格設定
SageMaker 製品を使用する際のインフラストラクチャコストはすべて購入者の負担となります。AWS
SageMaker これらの費用はAmazonの料金表ページで設定され、確認できます。

ソフトウェア価格
AWS Marketplace製品の使用に対して購入者に請求するソフトウェア価格を決定します。価格と条件は、
機械学習製品をに追加するときに設定します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
入者が購読する前に製品リストページで購入者に表示されます。

無料価格設定
製品を無料で提供することを選択できます。この場合、購入者はインフラストラクチャコストのみを支払
います。

時間単位の料金
実行中のソフトウェアのインスタンス 1 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。使用量は分単位で比
例配分されます。
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ソフトウェア価格

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場合の料金だけでなく、トレーニングジョブの
時間単位の料金も決定します。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。

Inフェデレーション価格設定
購入者がエンドポイントをホストしてソフトウェアを実行してリアルタイム推論を継続的に実行する場
合、推論ごとに価格を設定することを選択できます。

Note

Batch 変換プロセスでは、常に時間単位の料金が適用されます。アルゴリズム製品のトレーニン
グジョブも、常に時間単位の料金がかかります。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、推論価格設定では、AWS Marketplaceエンドポイントの呼び出しごとに購入者に請求さ
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することもあり
ます (ミニバッチとも呼ばれます)。エンドポイントデプロイの場合、1AWS Marketplace 回の呼び出しに
対して購入者に請求する推論の数をカスタムで指定できます。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、3 回の推論に対して購入者に請求する呼び出しを示しています。

Note

推論価格の場合、HTTPAWS Marketplace2XX レスポンスコードがで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、無料試用期間の日数を定義できます。無料試用期間は 5 ～ 
120 日間です。無料試用期間中、購入者はソフトウェアを好きなだけ実行でき、ソフトウェアの料金は発
生しません。無料トライアル中にインフラストラクチャコストが請求されます。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

無料トライアルは、時間単位で請求されるオファーに対してのみ作成できます。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付きの製品を購読すると、ウェルカムメールが届きます。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、登録解除の詳細が含まれます。有効期限の 3 日前まで更新がで
きます

で製品の無料試用版を提供する場合AWS Marketplace、無料試用版の特定の返金ポリシーに同意したもの
とみなされます。

Note

機械学習のプライベートオファーについては、「プライベートオファー」を参照してください。
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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. 194)— 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. 209)— 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. 211)— 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. 191)」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. 194)
• パッケージイメージのモデル (p. 194)
• アルゴリズムイメージ (p. 200)

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. 194)」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. 200)」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。

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. 191)」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。
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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。

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。
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コードを画像にパッケージ化する

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. 196)
• 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. 198)

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. 196)
• コンテナ実行用のスクリプトを作成する (p. 197)
• Dockerfile の作成 (p. 197)
• 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. 198)

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. 226)。
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./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

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
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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。

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。
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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。

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
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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. 209)。

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

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。
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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。

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. 201)
• 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. 203)

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。
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• 構成入力を読み取るようにプログラムを準備する (p. 202)
• データ入力を読み取るためのプログラムの準備 (p. 202)
• 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. 202)
• コンテナ実行用のスクリプトを作成する (p. 203)
• Dockerfile の作成 (p. 203)

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
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。
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• /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 $PATH
COPY /train /opt/program/train
RUN chmod 755 /opt/program/train
ENV PATH=/opt/program:${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
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• ./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。
• --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. 205)。
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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. 201)。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. 205)
• 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. 207)

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. 205)
• コンテナ実行用のスクリプトを作成する (p. 206)
• Dockerfile の作成 (p. 206)
• 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. 207)

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。
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• /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。

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
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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。

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. 191)」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my-
inference-image。
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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。

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
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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. 209)。

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
アップロードする手順を説明します。Amazon ECR はフルマネージドの Docker レジストリです。  
SageMaker ここからAmazonが画像を取り出して、推論用のモデルパッケージやトレーニングジョブ用の
アルゴリズムを作成します。また、AWS Marketplace画像を取得してモデルパッケージやアルゴリズム製
品を公開する場所でもあります。

どの画像をアップロードする必要がありますか？
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てください。推論画像とトレーニング画
像を組み合わせた場合は、結合した画像を 1 回だけアップロードします。

どの IAM 権限が必要ですか?
以下の手順では、ローカルマシンが販売者のAWS Identity and Access Management (IAM)AWS ロールま
たはユーザーの正しい認証情報を持っていることを前提としていますAWS アカウント。ロールまたはユー
ザーには、Amazon ECRAWS Marketplace の両方に対して正しいポリシーが適用されている必要がありま
す。たとえば、AWS次の管理ポリシーを実行できます。

• AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess— アクセス用AWS Marketplace
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• AmazonEC2ContainerRegistryFullAccess— Amazon ECR にアクセスします

Docker クライアントをにログインさせますAWS
公開元の変数を設定します (「」を参照AWS リージョンパブリッシングをサポート (p. 232))。AWS リー
ジョンこの例では、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、AWS アカウント自分の ID に設定します。この例では、currentAWS Command 
Line Interface (AWS CLI) の認証情報が販売者のものであることを前提としていますAWS アカウント。

account=$(aws sts get-caller-identity --query Account --output text)

お使いのリージョンのAWS アカウント Amazon ECR Docker レジストリで Docker CLI クライアントを認
証するには、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

リポジトリの作成とイメージのアップロード
アップロードされた画像のタグ用の変数と、アップロードされた画像リポジトリの名前に別の変数を設定
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を作成したこのガイドの前のセクションではmy-training-
image、my-inference-imageそれぞれとというタグが付けられていました。この例では、推論イ
メージを作成して同じ名前のリポジトリに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。

aws ecr --region ${region} create-repository --repository-name "${repo}"

Amazon ECR リポジトリロケーションのフルネームは、次の部分で構成されています。 <account-
id>.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をタグ付けする必要がありま
す。

latestタグとともにイメージリポジトリの場所のフルネームの変数を設定します。

fullname="${account}.dkr.ecr.${region}.amazonaws.com/${repo}:latest"

画像にフルネームをタグ付けします。
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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、公開元のリージョンの Amazon ECR コンソールのリポジトリリストに画像が
表示されます。前の例では、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
Amazon ECR コンソールで、AWS リージョン公開元のを選択し、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 
Marketplace公開する前に、Amazon SageMaker リソースで使用されているコンテナイメージの Amazon 
ECR スキャン結果を確認します。製品を作成する前に、重要度が Critical または High の脆弱性があるコン
テナ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作
成できます。

商品のスキャン中に誤検出のエラーが見つかったと思われる場合は、AWS Marketplaceエラーに関する情
報を出品者運営チームに連絡してください。

次のステップ

• 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. 226)
• 続けてアマゾンを作る SageMaker資源 (p. 211)

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. 194)そして画像をアップロードします (p. 209)その方法については。

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。
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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、AWS リージョンパブリッシングをサポート (p. 232)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
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。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: 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。
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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。「製品を公開中AWS Marketplace (p. 215)」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。
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 (「」AWS リージョンパブ

リッシングをサポート (p. 232)). 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。
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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
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。
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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。「製品を公開中AWS Marketplace (p. 215)」に進みま
す。

製品を公開中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。

• そして、AWS アカウントAWS Marketplaceそれは売り手として登録されています。これは、AWS 
Marketplace 管理ポータル で行えます。

• AWS Marketplace 管理ポータルの設定ページにある出品者プロフィールが完成しました。
• 有料商品を公開するには、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、「出品者登録プロセス」を参照して
ください。

• AWS Marketplace 管理ポータルと Amazon にアクセスするには権限が必要です SageMaker。詳細につ
いては、「必要な許可 (p. 216)」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. 製品を送信 — 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、その他の詳細を記載した
リストを作成します。 商品を出版用に提出してから、ステータスが次のステップに変わるまでに約1
時間かかります。

2. テスト商品 —AWS アカウントAWS Marketplace 出品者として登録されている製品を使用して、の
出品情報をプレビューしたりAWS Marketplace、登録したり、製品をテストしたりできます。さら
に、AWS アカウント許可されている他のユーザーは製品をプレビューおよびテストできます。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. 公開のサインオフ — 製品を公開する準備ができたら、に戻り、[サインオフして公開] を選択しま
す。AWS Marketplace 管理ポータル
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4. 製品の公開—製品はで公開されましたAWS Marketplace. アップデートや製品の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
Amazon SageMaker 製品を公開するには、AWS Identity and Access Managementサインインしている
ユーザーまたはロールに、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 — モデルパッケージの出品用
• sagemaker:DescribeAlgorithm — アルゴリズムを一覧表示する場合

AWS Marketplace必要な権限や出品用アカウントの管理については、「出品者のポリシーと権限」を参照
してください。AWS Marketplace

商品リストの作成
以下は、AWS Marketplaceモデルパッケージ商品とアルゴリズム商品の両方について、で商品リストを作
成するための手順です。

Note

リストを作成する前に、で指定されている必要なリソースがあることを確認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. 226)。

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. 216)
• ステップ 2: 一般的な製品情報を提供する (p. 216)
• ステップ 3: 起動オプションを追加する (p. 217)
• ステップ 4: 価格と条件を設定する (p. 223)
• ステップ 5: 製品を申請して出版する (p. 224)

ステップ 1: 新しいリストを作成する
機械学習製品リストを作成するには

1. 出品者にログインしてAWS アカウント、に移動しますAWS Marketplace 管理ポータル。
2. トップメニューで、[製品]、[機械学習] の順に移動します。
3. [新しいリストを作成] を選択します。

Note

新製品ページの「製品概要」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 を確認できます。

ステップ 2: 一般的な製品情報を提供する
一般的な製品情報を提供するため

1. 「一般製品情報」セクションの「製品の説明」で、「追加」を選択します。
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a. 「商品の表示」セクションでは、次のいずれかのオプションを選択します。

• 公開 — 製品は当初、AWS アカウント限られた数のテスト用に提供されます。サインオフして
公開すると、その製品は一般に見つけられ、すべての顧客が購読できるようになります。

• 非公開 — 製品は、AWS アカウント指定したユーザーにのみ表示されます。今後、この製品を
公開することはできません。

b. 製品タイトル、簡単な製品説明、製品概要、製品カテゴリ1、およびその他の詳細を入力します。
これらの値を、後で変更できます。製品の説明については、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. 226)。

c. 完了したら、[続行] を選択します。
2. 販促用リソースには、製品ロゴ、検索キーワード、および関連するリソースリンクを提供してくださ

い。これらの値を、後で変更できます。

• 完了したら、[続行] を選択します。
3. 「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. [はい] を選択した場合は、サポートと連絡先の詳細を入力してください。 これらの値を、後で変
更できます。

b. 完了したら、[続行] を選択します。
4. 「販売地域」で、AWS リージョン商品を出品したい地域を選択してください。

デフォルト値は [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できるようにする] で
す。

• 完了したら、[続行] を選択します。

Note

下書きを公開用に送信した後は、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発売オプションを
提供することです。

ステップ 3: 起動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. 起動オプションセクションの [ARN を入力] に、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 SageMaker コンソールのモデルパッケージまたはアルゴリズムページにあります。

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、モデルパッケージを公開するか、アルゴリズム製品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. ステップ 1: バージョンの詳細と Git リポジトリのリンクを入力し、バージョン番号、リリースノー
ト、およびサンプル Jupyter GitHub ノートブックとリポジトリの URL を入力します。
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2. 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の詳細を入力し、トレーニングデータ
を説明し、トレーニングアルゴリズムの概要とともにトレーニングデータリソースのサンプルを含
めてください。

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販売者にどのように表示されるか、およびトレーニン
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例 — 出品者の意見

Example トレーニングデータ入力の例 — 購入者の意見

次の例は、出品者にカスタム属性 (呼び出しパラメーター) がどのように表示されるか、カスタム属
性 (呼び出しパラメーター) 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 カスタム属性 (呼び出しパラメーター) の例 — 出品者の意見

Example カスタム属性 (呼び出しパラメーター) の例 — 購入者の意見

3. ステップ 3: 入力の詳細を入力するには、モデルまたはアルゴリズムの入力詳細と、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にどのように表示されるか、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 モデルデータ入力例 — 出品者の意見
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Example モデルデータ入力例 — 購入者の意見

4. ステップ 4: 出力の詳細を入力するには、モデルまたはアルゴリズムの出力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. 226)」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販売者に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 モデルデータ出力例 — 出品者の意見
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Example モデルデータ出力の例 — 購入者の意見

5. 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し、推奨インスタンスを設定します。
• モデルパッケージ製品の場合は、バッチ変換とリアルタイムデプロイの両方について、サポート

されているインスタンスの中から推奨されるインスタンスタイプを選択してください。
• これがアルゴリズム製品の場合は、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

してください。

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 でリソースを作成したときに選択
されました SageMaker。

4. 完了したら、[続行] を選択します。

Note

購入者の満足度を高めるには、商品に期待されるインプットとアウトプットを例を挙げて説明す
る明確な使用情報が不可欠です。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. 226)」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. 「価格と条件」セクションで、「オファーを追加」を選択します。
2. 価格を設定します。

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、「機械学習製品の価格設定 (p. 192)」を参照してください。
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3. プレーンテキストファイルをアップロードして、エンドユーザーライセンス契約 (EULA) として使用
される必要があります。

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を入力しました。次のステップは、製品をテストできるように限定公開するこ
とです。

ステップ 5: 製品を申請して出版する
製品を出版用に提出するには

1. [新製品] ページの [公開用に送信] セクションの [追加のテストアカウント — オプション] に、追加のテ
スター用のAWS アカウント ID を 1 つ以上入力します。

2. [送信] を選択して公開します。

これにより、あなた（およびオプションのテスター）AWS Marketplaceが登録してテストに使用できるプ
レビューリストを作成することから公開プロセスが開始されます。

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、「」を参照して
ください製品のテスト (p. 224)。

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。商品を購入者に公開す
る準備ができたら、出版を承認できます (p. 224)。

製品のテスト
製品を最初に提出してから、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
「テスト商品」に変わると、出品用アカウントやその他の許可リストに登録されている出品者がAWS 
Marketplace、AWS アカウント出品情報をプレビューしたり、商品を購読したり、テストしたりできま
す。

リスティングのプレビューを見るには

1. でAWS Marketplace 管理ポータル、製品概要ページに移動します。
2. 「ステージングされた製品に移動」を選択します。
3. 変更する場合は、[商品の編集] を選択し、商品リストの作成と同じ手順に従います (p. 216)。
4. 商品を一般公開してすべての購入者に公開する準備ができたら、以下の手順に従ってください公開の

サインオフ (p. 224)。

AWS アカウント公開前に商品をテストするために他のユーザーを追加するには、AWS Marketplace出品者
運営チームに連絡してAWS アカウント ID を提供してください。許可リストに登録されているアカウント
には、商品詳細ページの製品バージョンの横に「限定」バッジが表示されます。

公開のサインオフ
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実行してください。

公開をサインオフするには

1. 出品者にログインしてAWS アカウント、に移動しますAWS Marketplace 管理ポータル。
2. トップメニューで、[製品]、[機械学習] の順に移動します。
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3. 製品の製品概要に移動します。
4. [サインオフして公開] を選択します。

製品の更新
の Machine Learning Listings ページを使用して、次の方法でモデルパッケージまたはアルゴリズム製品を
更新できます。AWS Marketplace 管理ポータル

• 新しいバージョンの追加 (p. 225) — 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。

• バージョンを制限する (p. 225) — 既存の製品の以前のバージョンを制限できます。
• 商品の削除 — 商品全体を削除できます (p. 226)。

新しいバージョンを追加する
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. の「Machine Learning リスト」ページに移動しますAWS Marketplace 管理ポータル。
2. 既存の製品の製品概要に移動します。
3. [製品を編集] を選択します。
4. [起動] オプションで、[編集] を選択します。
5. リソースの ARN を追加するには、[バージョン] ページに移動し、[新しいバージョンを追加] を選択し

ます。

起動オプションの追加の詳細については、「」を参照してください商品リストの作成 (p. 216)。

Note

使用情報は各製品バージョンに固有です。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. 226)新しいバージョンに使用情報を追加するときは、引き続きを参照してください。

AWS Marketplace購入者が出品中の商品を発売する際、さまざまなバージョンを選択できます。 
SageMaker 購入者がAmazonコンソールから商品を起動すると、最新バージョンのみが表示されます。

制限バージョン
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. 既存の製品の製品概要に移動します。
2. [製品を編集] を選択します。
3. [起動] オプションで、[編集] を選択します。
4. バージョンページで、「バージョンを制限する」を選択します。
5. 製品概要に戻り、[送信] を選択して公開します。

Note

すでに商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、新規購入者には、こ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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製品を削除する
製品を削除するには

1. の Machine Learning Listings ページで、公開されている製品のリストに移動しますAWS Marketplace 
管理ポータル。

2. 削除する商品を選択し、「アクション」ドロップダウンリストで「出品を停止する」を選択します。
3. AWS Marketplace担当者がリクエストについて連絡してきた場合に備えて、メールアドレスとリス

ティングを削除する理由を記載してください。

Note

から商品を削除するとAWS Marketplace、新しい購入者は商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引き続き使用することができ、そこに最低 90 日保存される必要があり
ます。未公開の出品情報を別の商品に置き換える場合は、削除リクエスト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。要件と推奨事項の概要については、を参照してくださいML 商品の出品に関する要件と推奨事項の概
要 (p. 229)。

Note

公開されている商品がこれらの要件を満たしていない場合、AWS Marketplace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. 226)
• ML 製品の一般的なベストプラクティス (p. 227)
• 使用状況の情報の要件 (p. 227)
• 入力と出力の要件 (p. 227)
• Jupyter Notebook の要件 (p. 228)
• ML 商品の出品に関する要件と推奨事項の概要 (p. 229)

必要な資産
機械学習製品リストを作成する前に、次の必要なアセットがあることを確認してください。

• Amazon リソースネーム (ARN) — 公開元のモデルパッケージまたはアルゴリズムリソースのAWS リー
ジョン ARN を指定します (「」を参照AWS リージョンパブリッシングをサポート (p. 232))。
• 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>:<account-
id>:model-package/<model-package-name>

• アルゴリズムの ARN の形式は次のとおりです。arn:aws:sagemaker:<region>:<account-
id>:algorithm/<algorithm-name>

• the section called “使用状況の情報の要件” (p. 227)— 入力、出力、およびコード例についての詳細を提
供します。
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• the section called “入力と出力の要件” (p. 227)— ファイルまたはテキストのいずれかを入力します。
• the section called “Jupyter Notebook の要件” (p. 228)— 製品の使用方法をすべてデモンストレーション

します。

ML 製品の一般的なベストプラクティス
お使いの機械学習製品について、次の情報を入力してください。

• 製品の説明には、以下を含めてください。
• お使いのモデルの機能
• ターゲットとなる顧客は誰か
• 最も重要なユースケースは
• モデルのトレーニング方法または使用されたデータ量
• パフォーマンス指標と使用される検証データとは何か
• 医療機器の場合、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、プライベートに公開で
きる製品を作成することができます。詳細については、「商品リストの作成 (p. 216)」を参照してくだ
さい。

• (オプション) 有料製品の場合は、購入者が製品を試せるように 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、「機械学習製品の価格設定 (p. 192)」を参照してください。

• (オプション) モデルパッケージ商品について、商品リストページでリアルタイムの製品デモを有効にし
たい場合は、AWS Marketplace出品者運営チームにお問い合わせください。製品デモでは、見込み客が
自分でモデルを購読したりデプロイしたりしなくても、リストページでモデルを直接試すことができま
す。

使用状況の情報の要件
商品に期待されるインプットとアウトプットを (例を挙げて) 説明する明確な使用状況情報は、購入者の満
足度を高めるために重要です。

リソースの新しいバージョンを製品リストに追加するたびに、使用状況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状況情報を追加するには、AWS Marketplace 管理ポータルコンソールにサイ
ンインします。[製品] ドロップダウンから [機械学習] を選択します。製品を選択してください。製品概要
の「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、「追加」を
選択します。

特定のバージョンの既存の使用情報を編集するには、「起動」オプションで「編集」 を選択し、次に
「バージョンを編集」 を選択します。

入力と出力の要件
インプットとアウトプットの例を挙げてフォーマットを明確に説明することは、購入者が商品を理解して
使用できるようにするために重要です。この理解は、購入者が入力データに対して必要な変換を行い、最
適な推論結果を得るのに役立ちます。

SageMaker Amazonリソースを商品リストに追加すると、次の入力を求められます。

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
の前処理に必要なコードスニペットを含めてください。サポートされている MIME コンテンツタイプ (画
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像/jpeg、画像/png、画像/bmp など)、該当する場合は値の説明、および制限を含めてください。ホストさ
れている入力サンプルを含めてください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 (たとえば、アプリケーション/json、イメージ/jpeg) と値の説明を含めてください 
(該当する場合)。ホストされている出力サンプルを含めますGitHub。

サンプルについては、製品で使用できる入力ファイルを提供してください。モデルがマルチクラス分類を
実行する場合は、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用意してください。

トレーニングインプット
「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に必要な入力データ形
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 (画像/jpeg、画像/
png、画像/bmp など)、該当する場合は値の説明、および制限を含めてください。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を説明し、PIPE入力モードがサポートされている
かどうかを指定してください。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
ポートされている場合は、これを指定してください。チューニングには、推奨ハイパーパラメータをリス
トアップしてください。

Jupyter Notebook の要件
SageMaker リソースを商品リストに追加する際は、購入者にデータのアップロードや検索を求めず
に、GitHub完全なワークフローがわかるホストされている Jupyter ノートブックのサンプルへのリンクを
提供してください。

AWS SDK for Python (Boto) を使用します。よく練られたサンプルノートがあれば、購入者は出品商品を
簡単に試して利用することができます。

モデルパッケージ製品の場合、サンプルノートブックには、入力データの準備、リアルタイム推論用のエ
ンドポイントの作成、バッチ変換ジョブの実行が示されています。詳細については、の「モデルPackage 
リスト」と「サンプルノートブック」を参照してください GitHub。サンプルノートブックについては、
「generic_sample_notebook」と「auto_insurance」を参照してください。後者のサンプルノートブックは
AWS リージョン、パラメーターを入力しなくても、購入者がサンプルデータを見つける必要もなく、すべ
て機能します。

Note

Jupyter ノートブックのサンプルが未開発で、考えられるインプットやデータの前処理手順が複
数示されていないと、購入者が製品の価値提案を完全に理解するのが難しくなる可能性がありま
す。

アルゴリズム製品については、サンプルノートブックで完全なトレーニング、チューニング、モデル作
成、リアルタイム推論用のエンドポイントの作成、バッチ変換ジョブのパフォーマンスを紹介していま
す (アルゴリズムのリストと上のサンプルノートブックを参照 GitHub)。サンプルノートブックについて
は、amazon_demo_product と automl を参照してください 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もなく、すべての地域で利用できま
す。

Note

トレーニングデータの例が不足していると、購入者が Jupyter ノートブックを正常に実行できな
い可能性があります。サンプルノートブックの開発が遅れていると、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。
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ML 商品の出品に関する要件と推奨事項の概要
次の表に、機械学習製品リストページの要件と推奨事項を示します。

詳細 モデルパッケージ出品用 アルゴリズムリスト用

Product descriptions

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 tree-
structured classifiers that are 
built using the general technique 
of bootstrap aggregation and a 
random choice of features.”

Not applicable Required

Usage information

For inference, provide the input 
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/BMP), 
description of values if applicable, 
and limitations. See 入力と出力
の要件 (p. 227).

Required Required
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詳細 モデルパッケージ出品用 アルゴリズムリスト用

For inference, provide input 
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. 227).

Required Required

For inference, provide the output 
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. 227).

Required 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. 227).

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/BMP), description of values 
if applicable, and limitations (for 
example, minimum rows of data 
required). See 入力と出力の要
件 (p. 227).

Not applicable Required

For training, provide input 
samples hosted on GitHub. See
入力と出力の要件 (p. 227).

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用 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 Notebook の要
件 (p. 228).

Required Required

Provide technical information 
related to the usage of the 
product, including user manuals 
and sample data.

Recommended Recommended

サービスの制限とクォータ
このセクションでは、の機械学習 (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購読すると、Docker コンテナはネットワー
クにアクセスできない隔離された環境で実行されます。コンテナを作成するときは、インターネット経由
で電話をかけることに頼らないでください。失敗するからです。AWS のサービスへの呼び出しも失敗しま
す。

イメージのサイズ
Docker イメージサイズは、Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) のサービスクォータによっ
て管理されます。Docker のイメージサイズは、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には、最適な Docker イメージサイズを維
持してください。

[Storage size] (ストレージサイズ)
エンドポイントを作成すると、Amazon は、エンドポイントをホストする各機械学習コンピューティング
インスタンスに Elastic Block Store (Amazon EBS) SageMaker 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 Amazon SageMaker ホスティングサービスとも呼ばれます)。
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、Amazon 
SageMaker 開発者ガイドの「ホストインスタンスストレージボリューム」を参照してください。 

Batch 変換については、Amazon SageMaker 開発者ガイドの「バッチ変換でのストレージ」を参照してく
ださい。

インスタンスサイズ
SageMaker には、さまざまな ML 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が用意さ
れています。インスタンスタイプは、さまざまな組み合わせで構成されます。インスタンスタイプによ
り、ML モデルの構築、トレーニング、デプロイに適したリソースを柔軟に選択できます。詳細について
は、「Amazon SageMaker ML インスタンスタイプ」を参照してください。

推論用ペイロードサイズ
エンドポイントの場合、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。この値を調整す
ることはできません。
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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。

推論処理時間
エンドポイントの場合、呼び出しごとの最大処理時間は 60 秒です。 この値を調整することはできませ
ん。

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、「Amazon SageMaker Service Quotas」を参
照してください。

非同期推論
AWS Marketplaceで公開されているモデルパッケージとアルゴリズムは、Amazon SageMaker 非同期推
論用に設定されたエンドポイントにはデプロイできません。非同期推論用に設定されたエンドポイントに
は、モデルにネットワーク接続が必要です。AWS Marketplaceすべてのモデルはネットワーク分離で動作
します。詳細については、「ネットワークアクセスなし」を参照してください。

サーバーレス推論
AWS Marketplaceで公開されているモデルパッケージとアルゴリズムは、Amazon SageMaker Serverless 
Inference 用に設定されたエンドポイントにはデプロイできません。サーバーレス推論用に構成されたエン
ドポイントには、モデルにネットワーク接続が必要です。AWS Marketplaceすべてのモデルはネットワー
ク分離で動作します。詳細については、「ネットワークアクセスなし」を参照してください。

マネージドスポットトレーニング
以降のすべてのアルゴリズムではAWS Marketplace、MaxWaitTimeInSecondsマネージドスポットト
レーニングのチェックポイントが実装されている場合でも、の値は 3,600 秒 (60 分) に設定されます。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、画像を出品者が所有する Amazon ECR リポジトリに保存する必要があります。AWS アカ
ウント他の人が所有するリポジトリに保存されている画像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公
開、またはAWS Marketplace
Amazon SageMaker AWS Marketplace の組み込みアルゴリズムまたはサブスクリプションのアルゴリズム
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、モデルパッケージの公開には
独自の推論イメージが必要です。

AWS リージョンパブリッシングをサポート
AWS Marketplaceは、次の両方に当てはまる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
します。AWS リージョン
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• Amazon SageMaker がサポートしているリージョン
• デフォルトでオプトインされている使用可能なリージョン (たとえば、describe-regions は戻りま

す"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
• Amazon ECR リポジトリにアップロードされた推論画像およびトレーニング画像
• モデルを Amazon Storage Service (Amazon Storage Service) に保存され、モデルパッケージリソースの

モデルデプロイ時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

でサポートされている任意のリージョンで製品を開発およびトレーニングできます SageMaker。ただし、
公開する前に、すべてのアセットをコピーして、AWS Marketplaceからの公開をサポートするリージョン
でリソースを再作成する必要があります。

出品プロセスでは、AWS リージョン出版元の地域に関係なく、公開したい地域を選択し、商品を販売でき
るよう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のある一般的なエラーについて説
明します。問題がリストにない場合は、AWS Marketplace出品者運営チームにお問い合わせください。

一般: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AWS Marketplace 管理
ポータル

Amazon SageMaker コンソールを使用してリソースを作成した場合は、プロセスの最後のページで [こ
のモデルパッケージを公開する] でAWS Marketplace [はい] を選択し、[このアルゴリズムを公開する] の
場合は [はい] を選択する必要がありますAWS Marketplace。[いいえ] を選択して後で公開することはで
きません。[はい] を選択しても、モデルパッケージまたはアルゴリズムは公開されません。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。これはでの使用に必要ですAWS 
Marketplace。

AWSSDK を使用してモデルパッケージを作成したり、アルゴリズムを作成したりする場合
は、CertifyForMarketplaceパラメーターがに設定されていることを確認してください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 をに
追加しますAWS Marketplace 管理ポータル。

一般:モデルパッケージまたはアルゴリズムの ARN を追加すると 404 エラーが表示されますAWS 
Marketplace 管理ポータル

このエラーは、次のようないくつかの理由で発生します。

• 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 はに似ているはずですarn:aws:sagemaker:us-
east-2:000123456789:model-package/my-model-package-name。

• アルゴリズムの場合、ARN はに似ているはずですarn:aws:sagemaker:us-
east-2:000123456789:algorithm/my-algorithm。

• AWS アカウントモデルパッケージまたはアルゴリズムリソースが出品用アカウントと同じ場所に作成さ
れていません。公開用のすべてのリソースとアセットが、公開元の出品用アカウントにあることを確認
してください。
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• 公開に使用するユーザーまたはロールには、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
するための適切な IAM 権限がありません。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、sagemaker:DescribeModelPackageモデルパッケージリソースに対す

るアクションが許可されている必要があります。
• アルゴリズムの場合、sagemaker:DescribeAlgorithmアルゴリズムリソースに対するアクション

を許可する必要があります。

一般:アルゴリズム製品の価格を以下のページで指定すると 500 エラーが表示されますAWS Marketplace 
管理ポータル

このエラーは、トレーニングイメージのみで推論イメージを含まないアルゴリズムリソースを公開しよう
としたときに発生する可能性があります。公開されているアルゴリズムリソースには、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. 194)」を参照してく
ださい。

Amazon SageMaker: 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、「クライアントエ
ラー:レジストリへ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、別のパッケー
ジまたはアルゴリズムに属する Amazon ECR リポジトリに保存されている場合に発生する可能性がありま
す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はクロスアカウント処理をサポートして
いません。公開に使用している、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 
アカウント次に、新しいイメージロケーションを使用してリソースを作成します。

Amazon SageMaker:「未開始」と「クライアントエラー:スキャンのスケジュールがありません...」と表示
されます 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、Amazon ECR に保存されている Docker SageMaker コンテナイメージのスキャンを開始
できない場合に発生する可能性があります。このような場合は、Amazon ECR コンソールを開き、画像が
アップロードされたリポジトリを見つけて画像を選択し、[スキャン] を選択します。

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。
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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出品者配送データフィードサービス (p. 303)からAWS 
Marketplace。
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((サービスを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 製品に関するサポートについては、AWS Marketplace出品者運営チームにお問い合わせください。

トピック
• SaaS の開始方法 (p. 236)
• SaaS 製品の計画 (p. 249)
• SaaS 製品ガイドライン (p. 250)
• SaaS 製品の料金体系 (p. 252)
• SaaS 無料トライアル (p. 257)
• SaaS の顧客のオンボーディング (p. 258)
• SaaS 製品用の Amazon SNS 通知 (p. 260)
• 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 製品統合のコード例 (p. 270)
• AWS PrivateLink を一緒に使用するAWS Marketplace (p. 274)

SaaS の開始方法
この章では、サービスとしてのソフトウェア (SaaS) 製品を作成および保守する出品者にとって、その
製品がどのように機能するかを概説します。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. 6)」を参照してください。

2. そうすると、で税金と銀行情報が送信されます。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. 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. 249)」を参照してください。

トピック
• SaaS 製品の作成 (p. 237)
• 初期 SaaS 製品ページの作成 (p. 238)
• SaaS 製品設定 (p. 238)
• SaaS サブスクリプション製品を統合 (p. 241)
• SaaS 契約製品を統合 (p. 243)
• SaaS pay-as-you-go 契約を製品と統合 (p. 245)
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• サーバーレス SaaS 統合ソリューションをデプロイする (p. 248)

SaaS 製品の作成
サービスとしてのソフトウェア (SaaS) 製品を販売するには、SaaS 製品を作成しAWS Marketplace、それ
を統合しAWS Marketplace、統合をテストして、製品を顧客にリリースします。以下のステップで、この
プロセスを詳しく説明します。

で SaaS 製品を作成するにはAWS Marketplace

1. SaaS 製品を出品することを決定

AWS MarketplaceSaaS製品を販売。SaaS 製品の計画 (p. 249)方法を確認して理解してください。
2. 価格とオファータイプの決定

SaaS 製品には、サブスクリプション、契約、との契約の 3 pay-as-you-go つのオファータイプがあ
ります。どのオファータイプを選択するかによって、SaaS 製品をと統合する方法が変わりますAWS 
Marketplace。詳細については、「料金の計画 (p. 249)」を参照してください。

3. アセットの収集

商品の提出に必要なアセットを集めてください。製品のアセットには次のものが含まれます。

• 製品ロゴの URL — 提供している製品のロゴの鮮明な画像を含む、一般に公開されている URL。
• エンドユーザー使用許諾契約 (EULA) URL — 製品にはEULAが必要です。また、AWS Marketplace

顧客が製品ページで読んだり確認したりできるように、EULAへのリンクを提供する必要がありま
す。

• 製品登録URL — このURLは、お客様が製品を購読した後に送信される場所ですAWS Marketplace。
• 製品に関するメタデータ — メタデータは、の製品作成ウィザードで指定します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. 製品を提出して統合する

初期 SaaS 製品ページの作成 (p. 238)を使用して出品用アカウントからAWS Marketplace 管理ポー
タル。 AWS Marketplace製品は限定製品として公開されます。つまり、統合とテストに使用できるの
はアカウントだけです。AWS Marketplace出品者オペレーションチームから、商品コード、Amazon 
Simple Notification Service (Amazon SNS) のトピック、商品ページ URL が記載されたメールメッ
セージが送信されます。この情報があれば、AWS Marketplace製品との統合の作成とテストに使用
できる環境が用意されます。AWS Marketplace出品者運営チームから受け取ったEメールメッセージ
を、商品に関する連絡に使用してください。

5. AWS Marketplace と統合します

製品は、アクセスを許可する前にサブスクリプションを検証することや、場合によっては使用状況を
計測することを含め、顧客のオンボーディングと製品使用をサポートする必要があります。統合方法
は、AWS Marketplace製品に使用しているオファータイプによって異なります。インテグレーション
とオファータイプ別の詳細は、次のトピックを参照してください。

• サブスクリプション統合
• 契約統合
• pay-as-you-go インテグレーション付きの契約

AWS Marketplace製品をと統合する最後のステップは、統合が正しく機能することを確認するために
テストすることです。

6. 製品を発売に申し込む
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統合を確認して、製品を公開する準備が整ったら、 end-to-end テストと発売のために（以前に作成し
たメールケースを使用して）AWS MarketplaceSeller Operations Teamに提出してください。

7. 作成する

end-to-end テストが完了したら、元の価格で製品ページを確認する必要があります。製品を作成
したとき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 (「」を参照SaaS 製品の作
成 (p. 237))。出品者が承認されると、AWS Marketplace出品者運営チームが商品ページを公開しま
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 製品設定
で software-as-a-service (SaaS) 製品を作成するとAWS Marketplace、必要に応じて製品の設定の多くを変
更できます。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
• 変更リクエストの作成 (p. 239)
• 製品に関する情報を更新する (p. 239)
• AWS アカウントID の許可リストの更新 (p. 240)
• 価格を更新 (p. 240)
• SaaS URL フルフィルメントオプションの更新 (p. 240)
• 商品の返金ポリシーの更新 (p. 240)
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変更リクエストの作成
セルフサービス出品では、変更リクエストを使用して商品を変更します。リクエストは [リクエスト] タブ
にあります。AWS Marketplace 管理ポータルナビゲーションバーの下にある「変更をリクエスト」ドロッ
プダウンリストから、新しいリクエストを行うことができます。

SaaS 製品の変更リクエストを作成するには

1. https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/AWS Marketplace 管理ポータル でを開き、出
品用アカウントにサインインします。

2. 「製品」タブのドロップダウンリストから「SaaS」を選択します。
3. リクエストが送信されると、処理が開始されます。変更リクエストには、「審査中」、「変更準備

中」、「変更を適用中」のステータスがあります。
4. リクエストが完了すると、ステータスは、次のいずれかの値に変更されます。

• 成功 — このステータスは、リクエストされた変更が処理され、変更がシステムに反映されたことを
示します。

• 失敗 — このステータスは、リクエストに何か問題があり、変更が処理されなかったことを示しま
す。ステータスが「失敗」の場合は、リクエストを選択すると、問題の修正方法に関する推奨事項
が記載されたエラーコードを検索できます。エラーのトラブルシューティングを行い、変更に関す
る新しいリクエストを作成できます。処理を迅速化するには、「新しいリクエストにコピー」機能
を使用して、失敗したリクエストの詳細をコピーできます。必要な変更を加えてリクエストを再送
信できます。

製品に関する情報を更新する
製品を作成した後で、で製品に関連する情報を変更する場合などですAWS Marketplace。

1. https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/AWS Marketplace 管理ポータル でを開き、出
品用アカウントにサインインします。

2. SaaS 製品ページの SaaS 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. 変更する場合などです。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
• 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)
• 製品ロゴビデオ URL
• リソース
• Support 情報

Note

ロゴの形式について詳しくは、「会社と製品のロゴの要件」を参照してください。
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。新しいリ

クエストを表示するには、ページの更新が必要になる場合があります。
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AWS アカウントID の許可リストの更新
限定された状態で商品を閲覧できるAWS アカウント ID のリストを変更できます。

1. https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/AWS Marketplace 管理ポータル でを開き、出
品用アカウントにサインインします。

2. SaaS 製品ページの SaaS 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、「許可リストを更新」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. 「許可リスト」AWS アカウント フィールドにAWS アカウント ID を入力し、カンマで区切ります。
5. [Submit] (送信) を選択します。

価格を更新
SaaS 製品のディメンションごとの価格を変更したい場合は、「価格の更新」を使用できます。

Note

どのディメンションでも価格を引き上げると、価格の更新オプションは少なくとも今後90日間は
ロックされます。値下げと値上げの両方を更新する場合は、まず値下げを更新してください。

1. https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/AWS Marketplace 管理ポータル でを開き、出
品用アカウントにサインインします。

2. SaaS 製品ページの SaaS 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「公開オファーを更新」を選択し、「価格条件を更

新」を選択します。
4. 現在の価格は、テキストボックスに事前に入力されています。新しい価格を削除して追加できます。

送信する前に、リクエストする価格を確認することをおすすめします。
5. [Submit] を選択して審査リクエストを送信します。
6. [リクエスト] タブに [リクエストのステータス] 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」または「失敗」に更新されます。

SaaS URL フルフィルメントオプションの更新
フルフィルメントの更新オプションを使用して、SaaS URL を更新して商品を出荷できます。

1. https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/AWS Marketplace 管理ポータル でを開き、出
品用アカウントにサインインします。

2. SaaS 製品ページの SaaS 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、「公開オファーの更新」を選択し、「フルフィル

メントオプションの更新」を選択します。
4. 「フルフィルメントURL」フィールドに、フルフィルメントオプションの新しい SaaS URL を入力し

ます。
5. [Submit] を選択して審査リクエストを送信します。
6. [リクエスト] タブに [リクエストのステータス] 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」または「失敗」に更新されます。

商品の返金ポリシーの更新
商品の返金ポリシーは、「返金ポリシーの更新」で更新できます。
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1. https://aws.amazon.com/marketplace/management/tour/AWS Marketplace 管理ポータル でを開き、出
品用アカウントにサインインします。

2. SaaS 製品ページの SaaS 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、「公開オファーを更新」を選択し、「返金ポリ

シーを更新」を選択します。
4. テキストボックスには、現在の返金ポリシーの詳細が表示されます。詳細を確認して、必要に応じて

変更します。変更を加えると、このポリシーが上書きされます。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. [Submit] を選択して審査リクエストを送信します。
6. [リクエスト] タブに [リクエストのステータス] 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」または「失敗」に更新されます。

SaaS サブスクリプション製品を統合
AWS Marketplace製品との統合は、SaaS 製品の作成 (p. 237)そのための第一歩です。Software as a 
Service (SaaS) サブスクリプション製品をと統合するにはAWS Marketplace、コードを記述して、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説明します。

Note

開始する前に、ご使用の software-as-a-service (SaaS) 製品に適した価格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. 249)」を参
照してください。

トピック
• シナリオ:サービスが新規顧客を検証する (p. 241)
• シナリオ:メーターの使用量 (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. 242)
• シナリオ:カスタマーサブスクリプションの検証 (p. 242)
• SaaS サブスクリプション製品統合のテスト (p. 242)

シナリオ:サービスが新規顧客を検証する
顧客が製品を購読すると、登録URLにリダイレクトされます。登録URLは、x-amzn-marketplace-
token一時的なトークンを含むHTTP POSTリクエストです。次の点でこのリクエストに回答します。

1. でResolveCustomer APIProductCode オペレーションを呼び出すことで、トークン
をCustomerIdentifier、CustomerAWSAccountId、ととととととととととととと交換しますAWS 
Marketplace Metering Service。

2. ProductCode今後のコールに備えてCustomerIdentifierCustomerAWSAccountID、、、をシステ
ムに残しておきます。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、顧客について必要な情
報をすべて保存する必要があります。

3. リクエストへの返答として、（サービスによっては）ユーザーの初回使用体験を示す必要があります。

シナリオ:メーターの使用量
顧客がサービスの使用を開始したら、計測記録を 1 時間ごとに送信する必要があります。メータする方法
については、「」を参照してください使用量の計測 (p. 263)。

AWS CloudTrailアクティビティを監視して、AWS請求情報が確実に送信されていることを確認することを
おすすめします。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。
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• 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 時間にレコードがない場合でも、使用量を 0 にして 1 時間ごとに

メータリング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、AWS Marketplace商品を作成したときに出品者運営チームから受
け取ったメールメッセージに含まれていました。詳細については、「SaaS 製品の作成 (p. 237)」を参照
してください。SNS トピックを購読すると、特定の顧客へのアクセスの提供や取り消しなど、顧客登録の
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) は次の点で異なりま
すarn:aws:sns:us-east-1:<account id>:aws-mp-subscription-
notification-<product code>。

対応する必要がある通知は次のとおりです。

• subscribe-success— 顧客は登録されており、顧客IDとの照合を正常に行うことができます。
• unsubscribe-pending— お客様は登録解除手続き中です。最後のメータリングレコードを送信する

必要があります。
• unsubscribe-success— お客様は登録を解除しました。お客様のメータリング記録は受け付けられ

なくなります。顧客リソースをシャットダウンする習慣に従い、リテンションポリシーを順守してくだ
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。お客様 ID と照合したり、お客
様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:カスタマーサブスクリプションの検証
お客様に代わってリソースを作成する前に、顧客が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得た顧客の最新のステータスを保存して、顧客がアクセスで
きるかどうかを確認します。

SaaS サブスクリプション製品統合のテスト
SaaS サブスクリプション製品をと統合したらAWS Marketplace、詳細なテストを実施して統合が成功す
ることを確認する必要があります。次の手順に従い、製品の統合を確認するステップを簡単に示していま
す。

Note

自分のアカウントを使用して製品を購読し、統合が成功することをテストしてください。価格を
一時的に引き下げることができるため、それらのアカウントに高額の請求が発生することなく購
入フローをテストできます。一時的に価格を引き下げる方法や、追加のテストアカウントによる
商品へのアクセスを許可する方法の詳細については、AWS Marketplace出品者運営チームにお問
い合わせください。
製品の発売後も、サービスは新規顧客向け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。
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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。今後の通話に
備えて、アプリケーションによってカスタマー ID が保存されることを確認してください。シナリオ:
サービスが新規顧客を検証する (p. 241)これは一部をテストします.

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、テストのお客様にフォームに記入してもらい、新しいユーザーを作成できます。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。シナリオ:サービスが
新規顧客を検証する (p. 241)これは一部をテストします.

4. テストカスタマーが登録されたら、BatchMeterUsageの API オペレーションを使用して、AWS
請求目的で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 Marketplace Metering 
Service。このテストシナリオ:メーターの使用量 (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. 242)。

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 通知を受け取り、サ
ブスクリプションが成功したことを示すメッセージを受け取ったら、メータリングを開始できま
す。Amazon SNSAWS Marketplace Metering Service 通知を受け取る前にに送信されたレコードは計
測されません。このテストシナリオ:カスタマーサブスクリプションの検証 (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. 統合要件をすべて完了し、ソリューションをテストしたら、AWS Marketplace出品者運営チームに通
知します。BatchMeterUsageAPI オペレーションで計測レコードが正常に送信されたことを確認す
ることで、ソリューションに関する一連の最終テストが実行されます。

統合とテストが完了したら、最終レビューを行い、製品を一般に公開できますAWS Marketplace。詳細に
ついては、「SaaS 製品の作成 (p. 237)」を参照してください。

SaaS 契約製品を統合
AWS Marketplace製品との統合は、SaaS 製品の作成 (p. 237)そのための第一歩です。Software as a 
Service (SaaS) 契約製品をと統合するにはAWS Marketplace、コードを記述して、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説明します。

Note

始める前に、Software as a Service (SaaS) 製品に適した価格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. 249)」を参照してくだ
さい。

トピック
• シナリオ:サービスが新規顧客を検証する (p. 243)
• シナリオ:サービスが顧客のリクエストを処理する (p. 244)
• 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 契約製品統合のテスト (p. 244)

シナリオ:サービスが新規顧客を検証する
顧客が製品を購読すると、登録URL（x-amzn-marketplace-token一時的なトークンを含む HTTP 
POST リクエスト）にリダイレクトされます。次の点で次の点で次の点で次の点で次の点で次の点で次の
点で次の点で次の点で次の
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1. で ResolveCustomer APIProductCode オペレーションを呼び出すことで、トークン
をCustomerIdentifier、CustomerAWSAccountId、ととととととととととととと交換しますAWS 
Marketplace Metering Service。

2. の GetEntitlements API オペレーションを呼び出して、顧客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）を確認しますAWS Marketplace Entitlement Service。

3. ProductCode今後のコールに備えてCustomerIdentifierCustomerAWSAccountId、、、をシステ
ムに残しておきます。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、顧客について必要な情
報をすべて保存します。

4. リクエストへの返答として、（サービスによっては）ユーザーの初回使用体験を示す必要があります。

シナリオ:サービスが顧客のリクエストを処理する
顧客がサービスをリクエストした場合、次のシナリオに適切なアクションまたはメッセージで対応する必
要があります。

• お客様のシステムには顧客 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。

• カスタマー ID があり、GetEntitlements API オペレーションは適切な資格を返します。このシナリ
オでは、リクエストを満たす必要があります。

• カスタマー ID はありますが、GetEntitlements API オペレーションでエンタイトルメントが返され
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、アクセスの処理方法
およびユーザーエクスペリエンスの管理方法を決定する必要があります。

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、AWS Marketplace製品を作成したときに運用チームから受け取っ
た電子メールメッセージに含まれていました。詳細については、「SaaS 製品の作成 (p. 237)」を参照し
てください。SNS トピックを購読すると、特定の顧客へのアクセスの提供や取り消しなど、顧客資格の変
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)arn:aws:sns:us-east-1:<account 
id>:aws-mp-entitlement-notification-<product code> は次の点で次の点では次の点
で次の点では次の点で次の点で次の点で次の点で次の

返信する必要がある唯一の通知は次のとおりです。

• entitlement-updated— お客様の資格が変更されたため、GetEntitlements API オペレーション
を呼び出して新しいステータスを確認する必要があります。カスタマーストアを更新し、該当する場合
（たとえば、お客様の契約が失効した場合など）は、リテンションポリシーに従い、お客様のリソース
をシャットダウンする手順に従ってください。

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 契約製品統合のテスト
SaaS 契約製品をと統合したらAWS Marketplace、詳細なテストを実施して統合が成功することを確認す
る必要があります。次の手順では、製品の統合を確認するステップを示します。
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Note

自分のアカウントを使用して製品を購読し、統合が成功することをテストしてください。価格を
一時的に引き下げることができるため、それらのアカウントに高額の請求が発生することなく購
入フローをテストできます。価格を一時的に引き下げる方法や、追加のテストアカウントによる
製品へのアクセスを許可する方法の詳細については、お問い合わせください。
製品の発売後も、サービスは新規顧客向け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. アカウントが契約を結んだら、アカウントが登録URLにリダイレクトされ、リダイレクトが一時的な

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今後の通話に備えて
顧客 ID を保持し、顧客のエンタイトルメントを正しく処理するようにしてください。シナリオ:サー
ビスが新規顧客を検証する (p. 243)これは一部をテストします.

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、テストのお客様にフォームに記入してもらい、新しいユーザーを作成できます。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。シナリオ:サービスが
新規顧客を検証する (p. 243)これは一部をテストします.

4. オンボーディング中または進行中の検証パスのいずれにおいても、GetEntitlements API 操作から
エンタイトルメントが返されない場合、アプリケーションは資格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:サービスが顧客のリクエストを処
理する (p. 244)。

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購読解除、購読成功、購読失敗のシ
ナリオを正しく処理することを確認してください。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. 統合要件をすべて完了し、ソリューションをテストしたら、AWS Marketplace運用チームに通知しま
す。次に、GetEntitlements API オペレーションの呼び出しが成功し、新規顧客が十分にオンボー
ディングされたことを確認して、ソリューションをテストします。

統合とテストが完了したら、最終レビューを行い、製品を一般に公開できますAWS Marketplace。詳細に
ついては、「SaaS 製品の作成 (p. 237)」を参照してください。返金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のキャンセルの詳細につ
いては、を参照してくださいthe section called “AWS Marketplace製品払い戻しプロセス” (p. 33)。

SaaS pay-as-you-go 契約を製品と統合
AWS Marketplace製品との統合は、SaaS 製品の作成 (p. 237)そのための第一歩です。Software as a 
Service (SaaS) 契約製品をと統合するにはAWS Marketplace、コードを記述して、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説明します。

Note

始める前に、Software as a Service (SaaS) 製品に適した価格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. 249)」を参照してくだ
さい。

トピック
• シナリオ:サービスが新規顧客を検証する (p. 246)
• シナリオ:サービスが顧客のリクエストを処理する (p. 246)
• シナリオ:メーターの使用量 (p. 246)
• シナリオ:ユーザー資格の変更を監視する (p. 246)
• SaaS 契約製品統合のテスト (p. 247)
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シナリオ:サービスが新規顧客を検証する
顧客が製品を購読すると、登録URL（x-amzn-marketplace-token一時的なトークンを含む HTTP 
POST リクエスト）にリダイレクトされます。このリクエストでは、次の方法でリクエストに応答するた
めの方法でリクエストできます。

1. で ResolveCustomer APIProductCode オペレーションを呼び出すことで、トークン
をCustomerIdentifier、CustomerAWSAccountId、ととととととととととととと交換しますAWS 
Marketplace Metering Service。

2. GetEntitlementsのアクションを呼び出して、顧客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）を確認しますAWS Marketplace Entitlement Service。

3. ProductCode今後のコールに備えてCustomerIdentifierCustomerAWSAccountId、、、をシステ
ムに残しておきます。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、顧客について必要な情
報をすべて保存します。

4. リクエストへの返答として、（ご利用のサービスに応じて）ユーザーの初回使用体験を示す必要があり
ます。

シナリオ:サービスが顧客のリクエストを処理する
顧客がサービスをリクエストした場合、次のシナリオに適切なアクションまたはメッセージで対応する必
要があります。

• お客様のシステムには顧客 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
を説明するメッセージを送ってください。

• カスタマー ID があり、GetEntitlements API オペレーションは適切な資格を返します。このシナリ
オでは、リクエストを満たす必要があります。

• カスタマー ID はありますが、GetEntitlements API オペレーションでエンタイトルメントが返され
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方法を決定する必要があります。

シナリオ:メーターの使用量
顧客がサービスの使用を開始したら、計測記録を 1 時間ごとに送信する必要があります。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. 263)。

AWS CloudTrailアクティビティを監視して、AWS請求情報が確実に送信されていることを確認することを
おすすめします。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 時間にレコードがない場合でも、使用量を 0 にして 1 時間ごとに

メータリングレコードを送信することを強くお勧めします。

シナリオ:ユーザー資格の変更を監視する
Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューを設定し、製品の Amazon SNS トピックを購読し
ます。2 つの SNS トピックがあり、1 つは資格変更用、もう 1 つはサブスクリプション変更用です。ト
ピック情報は、AWS Marketplace商品を作成したときに出品者運営チームから受け取ったメールメッセー
ジに含まれていました。詳細については、「SaaS 製品の作成 (p. 237)」を参照してください。SNS ト
ピックを購読すると、特定の顧客へのアクセスの提供や取り消しなど、顧客登録の変更に関する通知が届
きます。
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Note

SNS トピックの Amazon リソースネーム (ARN)arn:aws:sns:us-east-1:<account 
id>:aws-mp-subscription-notification-<product code> は次の点で次の点で次の
点で次の点で次の点で次の点で次の点で次の点で次の点で次の点で次の点でリクエストできま
す。エンタイトルメント変更用の 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-entitlement-notification-<product code>。

対応する必要が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
変更されました。新しいステータスを確認するにはGetEntitlements API オペレーションを呼び出す
必要があります。カスタマーストアを更新し、該当する場合（たとえば、お客様の契約が失効した場合
など）は、リテンションポリシーに従い、お客様のリソースをシャットダウンする手順に従ってくださ
い。

• subscribe-success(購読の SNS トピック内) — 顧客は登録済みで、その顧客 ID との比較を正常に行
うことができます。

• unsubscribe-pending(購読中の SNS トピック内) — お客様は登録解除手続き中です。最後のメータ
リングレコードを送信する必要があります。

• unsubscribe-success(購読の SNS トピック内) — お客様は登録を解除しました。お客様のメータリ
ング記録は受け付けられなくなります。顧客リソースをシャットダウンする習慣に従い、リテンション
ポリシーを順守してください。

• subscribe-fail(サブスクリプションの SNS トピック内) — カスタマーのサブスクリプションが失敗
しました。お客様 ID と照合したり、お客様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 契約製品統合のテスト
pay-as-you-go 契約を製品との統合が完了したらAWS Marketplace、詳細なテストを実施して統合が成功
することを確認する必要があります。次の手順では、製品の統合を確認するステップを示します。

Note

自分のアカウントを使用して製品を購読し、統合が成功することをテストしてください。価格を
一時的に引き下げることができるため、それらのアカウントに高額な請求が発生することなく購
入フローをテストできます。一時的に価格を引き下げる方法や、追加のテストアカウントによる
商品へのアクセスを許可する方法の詳細については、AWS Marketplace出品者運営チームにお問
い合わせください。
製品の発売後も、サービスは新規顧客向け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. アカウントが契約を結んだら、アカウントが登録URLにリダイレクトされ、リダイレクトが一時的な

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今後の通話に備えて
顧客 ID を保持し、顧客のエンタイトルメントを正しく処理するようにしてください。シナリオ:サー
ビスが新規顧客を検証する (p. 246)これは一部をテストします.

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、テストのお客様にフォームに記入してもらい、新しいユーザーを作成できます。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。シナリオ:サービスが
新規顧客を検証する (p. 246)これは一部をテストします.

4. オンボーディング中または進行中の検証パスのいずれにおいても、GetEntitlements API 操作から
エンタイトルメントが返されない場合、アプリケーションは資格のないユーザーのアクセスとエクス
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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:サービスが顧客のリクエストを処
理する (p. 246)。

5. テストカスタマーが登録されたら、BatchMeterUsageの API オペレーションを使用して、AWS
請求目的で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 Marketplace Metering 
Service。このテストシナリオ:メーターの使用量 (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購読解除、購読成功、購読失敗のシ
ナリオを正しく処理することを確認してください。このテストシナリオ:ユーザー資格の変更を監視す
る (p. 246)。

7. すべての統合要件を完了し、ソリューションをテストしたら、AWS Marketplace出品者運営
チームに通知します。次に、GetEntitlements API オペレーションの呼び出しが成功し、新
規顧客が十分にオンボーディングされたことを確認して、ソリューションをテストします。ま
た、BatchMeterUsage API オペレーションで計測レコードが正常に送信されたことも確認します。

統合とテストが完了したら、最終レビューを行い、製品を一般に公開できますAWS Marketplace。詳細に
ついては、「SaaS 製品の作成 (p. 237)」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
サービスとしてのソフトウェア (SaaS) 製品をに追加する前にAWS Marketplace、まず計画を立てる必要
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
SaaS 製品には 3 つの価格モデルがありますAWS Marketplace。製品に適した価格設定モデルを選択する
ことは、製品を計画する際に行う最も重要な決定です。間違った価格設定モデルを選択すると、数週間遅
れる可能性があります。価格モデルによって、顧客の支払いオプションと、記述、テスト、デプロイに必
要な請求統合コードが決まります。さまざまなタイプの価格設定モデルについては、「SaaS 製品の価格
設定」を参照してください。

Note

すべての SaaS 価格モデルが無料トライアルをサポートしています。詳細については、を参照し
てくださいを参照してくださいを参照してくださいを参照してくださいを参照してくださいを参
照してくださいを参照してくださいを参照してくださいを参照してくださいを参照してください
を参照してくださいを参照してくださいを参照してくださいを参照してくださいを参照してくだ
さいを参照してくださいを参照してくださいを参照してください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
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 インテグレーションをセットアップでき
るようになりました。
SaaS 製品用にサブスクライブできる Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) トピックをセッ
トアップできるようになりました。詳細については、を参照してくださいを参照してくださいを参照して
くださいを参照してくださいを参照してくださいを参照してくださいを参照してくださいを参照してくだ
さいを参照してくださいを参照してください SaaS を参照してくださいを参照してくださいを参照してく
ださいを参照してくださいを参照してください。これらのメッセージは、顧客によって、AWSまたは顧客
によって開始されたサブスクリプションや契約の変更をプログラムで処理するのに役立ちます。Amazon 
SNS 通知は、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するプログラマティッ
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クなトリガーとなります。また、サブスクリプションの有効期限が切れている顧客による製品へのアクセ
スを拒否することもできます。通知の処理をどのようにプログラムしたかに応じて、顧客が通知を受け取
る方法を選択できます。

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

登録ウェブサイトを使用して AWS Marketplace の顧客を検証するには、「SaaS 顧客オンボーディング」
を参照してください。

顧客が SaaS 製品にアクセスするための AWS PrivateLink の使用

を使用して、AWS PrivateLink を一緒に使用する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セットアップ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、AWS クラウド仮想ネットワークを介して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。

独自のWeb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。

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。
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• 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。

• 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. 257)。
• 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。
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• 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 製品の料金体系
購入者がSoftware as a Service (SaaS) 製品を購入するとAWS Marketplace、AWS Marketplace請求ID
が提供されます。AWS Marketplace Entitlement Service請求識別子を使用してとを呼び出しますAWS 
Marketplace Metering Service。次に、AWS顧客は環境内で、または作成した仮想プライベートクラウド 
(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 価格モデルが無料トライアル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。

SaaS 料金モデル

料金モデル 説明

SaaS サブスクリプション SaaS pay-as-you-go 製品の時間単位の使用量
に対して購入者に請求するモデルです。詳細
については、「SaaS サブスクリプションの料
金 (p. 253)」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
することも、柔軟な支払いスケジュールを設定す
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. 254)」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
求することも、柔軟な支払いスケジュールを設
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が請
求されます。詳細については、「SaaS 契約の料
金 (p. 254)」を参照してください。
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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. 254) (p. 253)。

SaaS サブスクリプションの料金
サービスとしてのソフトウェア（SaaS）サブスクリプションの場合、AWS Marketplaceお客様から送
信された計測記録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。その後、すべての使用量は毎月計算さ
れ、AMIAWS Marketplace ベースのサービスと同じメカニズムを使用して毎月請求されます。貴社製品の
使用量に対して当社がお客様に請求できるかどうかは、貴社からのメータリング記録の受領次第です。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。

SaaS 製品をサブスクリプション価格で公開できるようにするには、次の手順を行います。

1. で新しい SaaS 製品を作成しAWS Marketplace 管理ポータル、「新規 SaaS サブスクリプション」を選
択します。

2. 「一般」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」タブの「価格設定」で、商品の価格を最も正確に説明する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。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)、またはユーザー (時間) から選択できます。
定義済みのカテゴリがどれもニーズに合わない場合は、より一般的な単位カテゴリを選択できます。

次に、価格設定を行います。各価格設定ディメンションは、単価を設定できる機能またはサービスを表
しています。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 — メータリングレコードをに送信するときに使用される API 名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 — 商品のディメンションを説明する顧客向けのステートメント。説明は70
文字以下にしてください。説明の例としては、1 時間あたりの管理者数やプロビジョニングされた 
Mbps あたりの帯域幅などがあります。製品の公開後に、この説明を変更できます。

• ディメンションレート — この製品の FCP ユニット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主なポイントは次のとおりです。

1. SaaS 製品には、その顧客の Amazon SNSunsubscribe-pending トピックを通じて通知が送信され
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. 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、製品によって顧客の既存の作業は完了しても、顧客は作業を作成できな
い場合があります。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。
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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のキャンセルプロセスの主なポイントは次のとおりです。

1. 顧客は、AWS Marketplaceウェブサイトの Your Marketplace Software ページで 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。

SaaS 製品には、その顧客の Amazon SNS トピックを通じて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:

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。
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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

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

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 0.1 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 0.11 USD/GB

例: ログモニタリング製品

月額料金 12 か月料金 追加利用の場合の Pay-
as-you-go 価格

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
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月額料金 12 か月料金 追加利用の場合の Pay-
as-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。

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。
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SaaS 無料トライアル
出品者は、(AMMP) でサービスとしてのソフトウェア (SaaS)AWS Marketplace 管理ポータル の無料試用
版を作成できます。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、大規模な購入決定を
行う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、製品は有料の顧客と同じように資
格チェックを行います。

それぞれが SaaS 製品の無料トライアルを 1AWS アカウント 回しか使用できません。無料トライアル中
に付与された無料利用額は、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で、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) を使用すると、Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
バケット内に契約詳細レポートが届きます。レポートには、サブスクライバーの名前と 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。出品者には、新しいサブスク
リプションが作成されたときに Amazon SSimple Notification Service (Amazon SNS) 通知が届き
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 の無料トライアルオファーを作成できます。

SaaS 無料試用版を作成するには

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。

4. [無料試用版を作成] を選択します。出品者は、公開されている 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. 無料試用設定では:

a. 無料試用期間の日数 (日数) を入力します。

無料試用期間は 7 ～ 90 日です。
b. 既存の公開商品の商品サイズをご覧ください。

SaaS サブスクリプション無料試用版の製品サイズを変更することはできません。

SaaS 契約の無料トライアルでは、ディメンションごとに数量制限を設定したり、ディメンショ
ンを削除または追加したりできます。

7. サービス契約をご覧ください。

EULA バージョンでは、[標準契約] または [カスタム EULA] のいずれかを選択し、[オファーを確認] を
選択できます。AWS Marketplace

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。
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SaaS 無料試用プランのキャンセル
出品者はいつでも無料試用オファーをキャンセルできますAWS Marketplace 管理ポータル.

SaaS 無料トライアルの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、そのオファーの有効な契約は有効期限が切れるまで有効です。キャンセ
ルされたオファーの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顧客は製品を経
由してサブスクライブしますが、AWS環境内の製品にはアクセスできます。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情報をすべ
て収集します。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フォームデータから送
信されたトークンを顧客の識別子と一緒に識別し、受け入れて請求できる必要があります。次に、その
トークン値をに渡して、一意の顧客識別子、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。AWS Marketplace Metering Serviceコード例については、ResolveCustomerコー
ド例 (p. 270) を参照してください。

Note

登録トークンは特定の登録ユーザーを対象としており、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で 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。
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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、製品から送信されたサブスクリプ
ションとメータリングの記録は、AWS顧客の請求書の一部になります。

3. 顧客識別子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. 顧客のブラウザが、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はfree-
trial、値を含む 2 番目のパラメーターがリクエストに追加されます。x-amzn-marketplace-
offer-type

6. この登録トークンを顧客識別子、顧客AWS アカウント ID、製品コードに引き換えるには、ウェブサ
イトが AWS Marketplace ResolveCustomer計測サービスを呼び出す必要があります。AWS アカウ
ント顧客IDは顧客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通話の例については、を参照してくださいResolveCustomerコード
例 (p. 270)。

7. 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

製品で既存の顧客アカウントを設定またはリンクするため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、（ステップ6で取得した）AWS Marketplace固有の顧客識別子を解決したら、顧客に
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
絡が来るのを待つよう伝えてください。予想される納期と連絡先をお客様に提供します。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。

8. 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には、顧客ごとにエントリを設定できます。AWSアカウントデータベー
スには顧客識別子の列が必要です。この列には、手順6で取得した顧客識別子を入力します。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
品を購読しているお客様の場合AWS Marketplace、顧客 ID は同じままで、各サブスクリプションには
固有の製品コードが付きます。

9. 出品者登録プロセス中に、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、カスタマーアクションを通知する JSON 形式の Amazon SNS 通知
です。

• 資格通知 — 契約を含む価格設定モデルの製品では、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、期限が切れたりし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 — 契約や定期購読を含むあらゆる価格モデルの製品では、購入者が製品を購読または購
読解除すると通知されます。詳細については、「Amazon SNS トピック:aws-mp-subscription-
notification (p. 261)」を参照してください。

Amazon Simple Service (Amazon SQS) を使用してこれらのメッセージをキャプチャすることをお勧
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
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れません。その方法については、Amazon Simple Service 開発者ガイドの「ステップ 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。

10. 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
状況を計測するか、またはを通じて利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-subscription-
notification-PRODUCTCODE

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. 261)— 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を統合 (p. 241)
• SaaS 契約製品を統合 (p. 243)
• SaaS pay-as-you-go 契約を製品と統合 (p. 245)

Amazon SNS トピック:aws-mp-entitlement-
notification
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。
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{ 
    "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. 261)。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-subscription-
notification
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>", 
    "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。
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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を統合 (p. 241)
• SaaS pay-as-you-go 契約を製品と統合 (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。

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. 263)
• 使用権限の確認 (p. 266)
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• SaaS 製品統合チェックリスト (p. 267)

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
Software as a Service（SaaS）サブスクリプションでは、すべての使用量を計測し、AWS提供された計測
記録に基づいて顧客に請求します。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タグと
して購入者に公開されます。これらのタグを使用すると、購入者はコストをタグ値別に使用量に
分割して確認できます。たとえば、ユーザーごとに課金し、Departmentユーザーがプロパティ
を持っている場合、キーがのタグを使用して使用量割り当てを作成しDepartment、値ごとに 1 
回割り当てることができます。これにより、報告する価格、サイズ、合計使用量は変わりません
が、お客様は商品に適したカテゴリ別に費用を確認できます。詳細については、「ベンダー単位
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
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 コールのログ記
録 (p. 423)」を参照してください。

Note

SaaS 製品が、AWSメータリングを異なる方法で処理する別のマネージドサービス (Amazon 
SageMaker Ground Truth、などAWS WAF) と統合されている場合は、AWS Marketplace メータ
リングサービスと統合する必要はありません。お客様に二重に請求されないように、製品のメー
タリングは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
AWS MarketplaceBatchMeterUsage メータリングサービスのオペレーションを使用して、AWSメータリ
ングレコードをに配信します。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。
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• 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した場合、レコードは集計されませ
ん。

• 購入者が商品を購読している場合、出品者は最大6時間前のタイムスタンプ付きのメータリング記録を送
信できます。顧客が登録を解除した場合、出品者は顧客が登録を解除してから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 1MB を超えてはなりません。ペイロードのサイズを超えないよう
に、BatchMeterUsageリクエストで送信する使用状況レコードの数を選択します。

• AWS Marketplace メータリングサービスは、AWS一般リファレンスの「AWS Marketplaceエンドポイ
ントとクォータ」AWS リージョン に記載されています。デフォルトでは、米国東部 (バージニア北部) 
リージョンは、SaaS メータリング製品をリクエストすると SaaS メータリング製品に対応していま
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、を参照してくださいBatchMeterUsage。

コード例については、SaaS 製品統合のコード例 (p. 270) 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。お客様は、Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) インスタンスのこれらのスキャンを
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。

ベンダー単位のタグ付け (オプション)
ベンダー従量制のタグ付けは、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に
ついてより詳細な情報を提供するのに役立ち、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状況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
配分について何を見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するプロパティ全体に使
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が含まれます。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、AWS購入者は請求コンソール (https://console.aws.amazon.com/billing/) で費用を
タグ値別に使用量に分割して確認できます。ベンダーが従量制のタグ付けを行っても、報告する価格、サ
イズ、総使用量は変わりません。これにより、お客様は商品に適したカテゴリ別に費用を確認できます。

一般的な使用例としては、購入者が商品を購入して 1AWS アカウント つ購入します。また、購入者に
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がいます。キーがのタグを使用して使用量
割り当てを作成しAccount ID、各ユーザーに使用量を割り当てることができます。この場合、購入者は
Billing and Cost ManagementAccount ID コンソールでタグを有効にして、個々のユーザーの使用状況を
分析できます。
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販売エクスペリエンス

出品者は、すべてのリソースの使用状況を集計する代わりに、同じタグセットを持つリソースの
計測記録を集約できます。たとえば、販売者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、AccountIdやなどのタグセットを表しま
すUsageQuantityBusinessUnit。

次の図では、リソース 1BusinessUnit には独自のタグが付けられており、メータリングレコードには 1 
つのエントリとして表示されます。AccountId

リソース 2 とリソース 3AccountId には同じタグ2222、BusinessUnit同じタグが付いていま
すOperations。その結果、それらはメータリングレコードの 1UsageAllocations つのエントリにま
とめられます。

出品者は、UsageAllocationタグのないリソースを1つにまとめて、エントリの1つとして送信すること
もできますUsageAllocations。

制限には以下が含まれます。

• タグの数-5
• UsageAllocations（カーディナリティ）のサイズ — 2,500
• 最大リクエストサイズ-1 MB

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-Z0-9+-= 。 _:\ /@
• UsageAllocationリスト全体の最大タグ数 — 5
• 2UsageAllocations つのタグを同じにすることはできません (つまり、タグキーと値の組み合わせが

同じ)。その場合は、同じものを使用する必要がありますUsageAllocation。
• AllocatedUsageQuantityの合計はUsageQuantity、総使用量である「」UsageAllocation と等

しくなければなりません。
• 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 

(、UsageRecordsAllocatedUsageQuantity、タグなど) が含まれます。

Note

ペイロード制限を超えないようにするには、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、そのオブジェクトを 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。た
とえば、UsageRecordリクエストの最大サイズが 200 KB の場合、UsageRecordsリクエスト
の一部として 5 つ以上を送信しないでください (200 KB * 5 = 1MB)。
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購入者エクスペリエンス

次の表は、AccountIdBusinessUnit購入者がおよびベンダータグを有効にした後の購入者エクスペリエ
ンスの例を示しています。

この例では、購入者はコスト使用量レポートで配分された使用量を確認できます。ベンダーが計測
するタグにはプレフィックスを使用します“aws:marketplace:isv”。購入者は、Billing and Cost 
Management の「コスト配分タグ」AWSで生成されたコスト配分タグを有効にできます。

コスト使用状況レポートの最初の行と最後の行は、出品者がメータリングサービスに送信する内容に関連
しています (販売者エクスペリエンス (p. 160)例を参照)。

コスト使用状況レポート (簡略版)

ProductCode バイヤー UsageDimension UsageQuantity aws:marketplace:isv:AccountIdaws:marketplace:isv:BusinessUnit

xyz 111122223333 ネットワーク:
検査済み (GB) 
あたり

70 2222 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使用量割り当てタグ付けコード例付き (オプション) (p. 273)
を参照してください。

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.us-
east-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。
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コードの例については、「SaaS 製品統合のコード例 (p. 270)」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。

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。
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カテゴリ 要件

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。

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。
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カテゴリ 要件

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。

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. 346)」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。
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レポート SaaS の内容

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 製品統合のコード例
以下のコード例は、サービスとしてのソフトウェア (SaaS) 製品を、製品の公開と保守に必要なAWS 
Marketplace API と統合するのに役立ちます。

トピック
• ResolveCustomerコード例 (p. 270)
• GetEntitlementコード例 (p. 271)
• BatchMeterUsageコード例 (p. 272)
• BatchMeterUsage使用量割り当てタグ付けコード例付き (オプション) (p. 273)

ResolveCustomerコード例
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 の例では、x-amzn-
marketplace-tokenトークンを、、CustomerAWSAccountIdおよびととととととと交換しま
す。CustomerIdentifierProductCodeCustomerAWSAccountIdはサブスクリプションに関連付けら
れたAWS アカウント ID です。このコードは、登録ウェブサイト上のアプリケーションで、からリダイレ
クトされたときに実行されます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。

詳細についてはResolveCustomer、AWS Marketplaceメータリングサービス API ResolveCustomerリ
ファレンスのを参照してください。

# 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'][0]

# If regToken present in POST request, exchange for customerID
if (regToken): 
    marketplaceClient = boto3.client('meteringmarketplace') 
    customerData = marketplaceClient.resolve_customer(RegistrationToken=regToken) 
    productCode = customerData['ProductCode'] 
    customerID = customerData['CustomerIdentifier'] 
    customerAWSAccountId = customerData['CustomerAWSAccountId'] 

    # TODO: Store customer information  
    # TODO: Validate no other accounts share the same customerID
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レスポンスの例
{ 
    'CustomerIdentifier': 'string', 
    'CustomerAWSAccountId':'string', 
    'ProductCode': 'string'
}

GetEntitlementコード例
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。

の詳細についてはGetEntitlement、『AWS Marketplace使用権限管理サービス API リファレンス』のを
参照してくださいGetEntitlement。

# Import AWS Python SDK
import boto3

marketplaceClient = boto3.client('marketplace-entitlement', region_name='us-east-1')

# 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

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寸法に対応します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" 
         } 
      } 
   ], 
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   "NextToken": "string"
}

BatchMeterUsageコード例
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、AWS Marketplace pay-as-you-go 計測レコー
ドをに送信して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
#
# 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)

詳細についてはBatchMeterUsage、AWS Marketplaceメータリングサービス API BatchMeterUsageリ
ファレンスのを参照してください。

レスポンスの例
{ 
    '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 
        } 
    ]
}
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BatchMeterUsage使用量割り当てタグ付けコード例
付き (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価格モデルでの契約には関係しますが、消費なし
の SaaS 契約製品には関係ありません。Python の例では、AWS Marketplace適切な使用量配分タグを含む
計測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
#
# 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":  
                    [  
                        { "Key": "BusinessUnit", "Value": "Finance" }, 
                        { "Key": "AccountId", "Value": "987654321" }, 
                    ] 

            }, 
         ] 
     }     
]

marketplaceClient = boto3.client('meteringmarketplace')

response = marketplaceClient.batch_meter_usage(UsageRecords=usageRecords, 
 ProductCode="testProduct")

詳細についてはBatchMeterUsage、AWS Marketplace Metering ServiceAPI BatchMeterUsageリファレ
ンスのを参照してください。

レスポンスの例

{ 
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    "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": [] 
        } 
    ]
}

AWS PrivateLink を一緒に使用する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
トを通じて製品を設定および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売り手は、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
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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。

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。AWS Marketplaceセラーオペレーションチームは、VPC エンドポイントを作成するときに、サー
ビスを見つけやすいように、ユーザーフレンドリーな 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。
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3. 製品を提供する各地域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) を含めることを推奨します。

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. api.vpce.example.comなどのユーザーフレンドリーなDNS名のサブドメインを、AWS Marketplaceセ

ラーオペレーション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、AWS 
Marketplaceこのサブドメインをセラーオペレーションチームが提供する 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。これにより、DNS 名 
(vpce-0ac6c347a78c90f8.api.vpce.example.com など) が公開解決可能になります。

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 vpce-svc-0123456789abcdef1--
add-allowed-principals arn: aws: iam:: 111111111111: root arn: aws: iam:: 22222222222222: root

AWS Marketplace への製品の送信
にサービスを公開する過程でAWS Marketplace、AWS Marketplace出品者運営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セラーオペレーションチームは、登録するサービス (api.vpce.example.com など) 
に使用する DNS 名と、貴社の身元を確認します。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。

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
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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、使用するサブネットと AZ で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-1a-
Vpce<0dc9a211a78c90f8>.api.vpce.example.com

IAD2 (1b ) us-east-1b-
Vpce<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た) [プライベート DNS 名を有効にする] 
を選択すると、購入者にはサービスに接続するための地域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] (注意)

api.example.com vpce<0dc9a211a78c90f8>. 
api.vpce.example.com

Z00AABBCCDD IAD1

IAD2

付録: チェックリスト
以下のチェックリストを使用して、AWS Marketplace出品者運営チームに商品を提出する前に、必ず商品
の設定とテストを行ってください。

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。
• VPCAWS エンドポイントの設定に使用したアカウント IDAWS Marketplace を出品者運営チームに提供

します。
• デフォルトのエンドポイントサービス名 (com.amazonaws.vpce.us-east-1.vpce-

svc-0bbb070044a2164)AWS Marketplace をセラーオペレーションチームに提供します。
• 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、AWSAWS Marketplace申請に使用したアカウント
IDを出品者運営チームに提供してください。

• 推奨: プライベート DNS 名を提供します。
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• 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、AWS Marketplace買い手に専門的なサービスを提供することができます。プロフェッショ
ナルサービスには、サービスや製品の使用方法を評価し、移行、サポート、管理、AWSトレーニングす
るサービスが含まれますAWS Marketplace。売り手は、提供するサービスを説明する商品を作成し、顧
客と交渉して条件に関する契約を作成し、それ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。

購入者は、「カテゴリ」で「プロフェッショナルサービス」を選択し、「配信方法」で「プロフェッ
ショナルサービス」を選択し、パブリッシャー、価格モデル、および価格単位別に検索を絞り込むこと
で、AWS Marketplaceカタログでプロフェッショナルサービス製品を見つけることができます。AWS請求
書に記載されているサービスの料金が請求されます。支払いを一元化し、AWS Cost Explorerコストを管理
するなどのツールを使用できます。

プロフェッショナルサービス製品の詳細については、「」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. 279)
• プロフェッショナルサービス製品の詳細を提供する (p. 284)
• プロフェッショナルサービス製品の要件  (p. 286)

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詳しく説明していますAWS 
Marketplace。

AWS Marketplace でプロフェッショナルサービス製品を管理します。

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サポートについては、ビジネス開発パートナー、AWS 
MarketplaceAWS Marketplaceまたは出品者運営チームにお問い合わせください。

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. 280)
• プロフェッショナルサービス製品の作成 (p. 280)
• プライベートオファーを作成する (p. 281)
• 製品の全般的な情報 (p. 282)
• 製品の料金の編集 (p. 282)
• 製品の可視性の編集 (p. 283)
• プロフェッショナルサービス製品を削除する (p. 283)

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。
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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. 286)。

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. 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. 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. 284)。

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. 283)。
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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. 284)。
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. 284)。

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. 286)). 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。

283

http://aws.amazon.com/marketplace/management/
http://aws.amazon.com/marketplace/management/


AWS Marketplace 販売者ガイド
製品の詳細

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. 286)。

トピック
• 製品の説明 (p. 284)
• その他のリソース (p. 285)
• Support 情報 (p. 285)
• 料金表料金表 (p. 285)
• 製品の可視性 (p. 285)

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. 281)。

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. 283)。
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プロフェッショナルサービス製品の要件
AWS MarketplaceAWS Marketplace上のすべての製品およびサービスの要件を管理しています。これらの
要件は、お客様に安全、安心、信頼できる厳選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統制やプロトコルの導入を検討するこ
とをお勧めします。

AWS Marketplace提出時にすべての製品とその関連メタデータを確認し、AWS Marketplace現在の要件を
満たしているか、それを上回っていることを確認します。セキュリティ要件を満たすようにこれらの要件
を見直し、調整します。さらに、AWS Marketplace製品を継続的に見直して、これらの要件の変更を満た
していることを確認します。製品がコンプライアンス違反になった場合は、AWS Marketplaceお客様に連
絡して製品を更新します。場合によっては、問題が解決されるまで、製品を新規購読者が一時的に利用で
きなくなることがあります。

製品設定ガイドライン
プロフェッショナルサービス製品はすべて、以下の要件を満たしている必要があります。

• すべての価格設定は、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。

• 製品は、アセスメント、実装、マネージドサービス、プレミアムサポート、トレーニングのいずれかの
カテゴリーに出品されている必要があります。

• 必要な専門サービスのカテゴリ以外にも、提供するサービスに合った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ロゴや関係のない第三者のロゴと混同するようなデザインであってはなりません。
• 商品の詳細には、攻撃的または露骨な内容を含めないでください。利用者は、https://aws.amazon.com/

aup/AWS に記載されている利用規定に従わなければなりません。
• プロフェッショナルサービス製品は、AWS Marketplaceに記載されているサードパーティのソフトウェ

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か、顧客がそれらの製品の採用または管理に
関連する特定の成果を達成できるようにする必要がありますAWS クラウド。

顧客情報の要件
プロフェッショナルサービス製品はすべて、以下の要件を満たしている必要があります。

• プロフェッショナルサービス製品については、すべて記載されている寸法に従って請求する必要があり
ますAWS Marketplace。

• クレジットカードや銀行口座情報など、AWS Marketplaceプロフェッショナルサービス商品の出品に関
する顧客支払い情報をいつでも収集することはできません。

• AWSプロフェッショナルサービス製品に関連して提供された購読者または購読予定者情報は、AWS 
Marketplace販売者向け利用規約に従ってのみ使用する必要があります。

製品使用ガイドライン
プロフェッショナルサービス製品はすべて、以下の要件を満たしている必要があります。

• プロフェッショナルサービスの掲載を通じてお客様から連絡があった場合は、2営業日以内に連絡する必
要があります。顧客がプライベートオファーを受け入れた後、プライベートオファーに特に明記されて
いない限り、2日以内に顧客に連絡するか、次のステップを提供する必要があります。

• お客様は、サービスの利用、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、
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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
プロフェッショナルサービス製品はすべて、以下の要件を満たしている必要があります。

• プロフェッショナルサービス製品は、AWS関連製品に関するサービスを直接提供する、AWS 
Marketplaceまたはそれらの関連製品により多くの加入者を呼び込むサービスを提供する 1 つ以上の公開
製品（最大 4 つ）に関連するものでなければなりません。

• 提供されるサービスでお客様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
インに従ってください。
• AWS Security Token ServiceまたはAWS Identity and Access Management (IAM) を使用するなどし

て、安全な方法でリソースをプロビジョニングします。
• AWSプロビジョニングされたすべてのサービスの説明、IAM ポリシーステートメント、IAM ロールま

たはユーザーを顧客アカウントにデプロイして使用する方法など、追加のドキュメントを提供してく
ださい。

• 製品説明に、AWSAWS Marketplace取引とは別に追加のインフラストラクチャ費用が発生した場合
は、追加のインフラストラクチャ料金を支払う義務があることを説明する通知を含めてください。

• 製品でエージェントを導入する場合は、AWS アカウントエージェントを自社に導入する方法を説明す
る指示をお客様に提供します。

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. 35)およ
びFlexible Payment Scheduler (p. 40)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. 28)。
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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
商品登録プロセスを使用して、商品をで販売できるようにしますAWS Marketplace。例えば、価格構造が 
1 つの Amazon マシンイメージ (AMI) になります。また、複数のAMI、AWS CloudFormationテンプレー
ト、複雑な価格設定オプション、支払いスケジュールなど、商品が非常に複雑な場合もあります。次の 
2AWS Marketplace 管理ポータル つの方法で行います。

• 「製品」タブの使用 — それほど複雑ではない製品の場合は、「製品」タブを使用してリクエストを完全
に定義して送信します。

• 「アセット」タブの使用 — より複雑で詳細な定義が必要な製品の場合は、製品ロードフォーム (PLF) を
ダウンロードし、製品詳細を追加してから、「ファイルアップロード」オプションを使用して記入済み
のフォームをアップロードします。

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、AWS Data Exchange ユーザーガイドの「製品の公開」を参照してくだ
さい。

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
表は、リクエストを送信する際に使用する構成と方法を示しています。最初の列は製品の価格設定モデル
で、残りの 3 つの列は製品を顧客に提供する方法です。

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
開始された製品

Software as a Service 
(SaaS) として開始され
た製品

Bring-Your-Own-License 
(BYOL)

[製品] タブ [アセット] タブ  

無料 [製品] タブ [アセット] タブ  

時給制 [製品] タブ [アセット] タブ  

時給、年払い [製品] タブ [アセット] タブ  

月月の支払い積もり [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 Meter 
Service vice vice vice 
vice vice vice vice vice 
vice

[製品] タブ [アセット] タブ  

契約価格 [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
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製品を個別に送信することも、製品ロードフォームを使用する場合は、複数の製品または製品の更新を同
時に送信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 Seller Operations チームまでお問い合わせください。

[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。リクエストタブを選択すると、
ダッシュボードには未処理のリクエストと完了した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整うと、AWS Marketplaceリクエストはチームによって確認されます。
リクエストのステータスは、リクエストしている製品タイプの製品ページで確認できます。新製品につい
ては、リクエストの出版が承認されると、送信内容のプレビューと承認に使用できる限定リスト URL が届
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。

• 下書き — リクエストプロセスを開始しましたが、まだリクエストを送信していません。
• 送信済み — リクエストを完了して送信しました。現在審査中です。
• アクションが必要 —AWS Marketplace チームがリクエストを確認したため、さらに情報が必要です。
• 承認が必要 —AWS Marketplace チームが商品の限定リスト URL を作成しました。URL を公開する前に

AWS Marketplace、URL を確認して承認または拒否する必要があります。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。

• 公開待ち — リクエストのモックアップが承認され、AWS Marketplace製品を公開中です。
• 期限切れ — リクエストプロセスを開始したが、6 か月以内に完了しなかったため、リクエストの有効期

限が切れました。

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。

に製品を追加するにはAWS GovCloud (US)AWS リージョン、アクティブな AWS GovCloud (米国) アカウ
ントがあり、AWS GovCloud (US)輸出管理要件を含む要件を満たしている必要があります。

会社と製品のロゴ要件
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、AWS Marketplace会社のロゴと製品の
ロゴは次のガイドラインに準拠している必要がありますAWS Marketplace。

製品ロゴの仕様 — 製品ロゴ画像の背景は透明または白で、サイズは120～640ピクセルで、比率は 1:1 ま
たは 2:1（ワイド）でなければなりません。

企業ロゴの仕様 — 会社のロゴ画像の背景は透明で、サイズは 220 x 220 ピクセルで、各辺に 10 ピクセル
の余白が入るようにしてください。
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有料再パッケージソフトウェアの提出要件
再パッケージ化されたオープンソースソフトウェア (オープンソースの AMI や有料サポート付きのコンテ
ナ製品など)、またはもともとお客様以外のベンダーが作成したソフトウェア (Windows オペレーティング
システムで AMI を再販するなど) の有料出品を申請する場合は、提出前に次の要件を満たす必要がありま
す。

• 商品名には、再梱包による付加価値が記載されている必要があります。製品タイトルの例としては、
「強化済み」<Product>、「パッケージ追加 <Product>」などがあります<Product1><Product2>。

• 製品タイトルには、マニュアルでサポートされていない他の言語を含めないでください。たとえば、商
品名に「認定」、「オリジナル」、「無料」という言葉を使用することはできません。ただし、提供さ
れた商品の詳細にこれらが明記されている場合を除きます。

• 製品の簡単な説明には、製品料金を要約した明確な記述を含める必要があります。簡単な説明は次のフ
レーズで始める必要があります。この商品には... に関連する料金がかかります。 。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は、商品の説明に「この商品には出品者サポートの料金が
かかります」と記載する必要があります。

• 商品ロゴは、出品者登録時に使用した会社のロゴと同じでなければなりません。製品ロゴが会社のロゴ
と異なるのは、公式のソフトウェアロゴを使用する場合のみで、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。明示的な許可を得た場合は、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 (または製品ロードフォームを使用する場合は [ファイルのアップロード] ペー
ジの [簡単な説明を入力] フィールド) に含める必要があります。

• AMI 製品の場合は、元の製品の AMI 名を再利用しないでください。AMI 名は出品者名で始まり、[出品
者名] [name-given-to-ami] の形式に従う必要があります。

有料出品が、貴社が作成していないスタンドアロンソフトウェア製品に関するもので、その製品に知的財
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)、前述の要件に加えて、以下の要件も満たす必要があります。

• 商品タイトルには、出品者名を (前述の付加価値とともに) 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。例えば、によるメンテナンスサポートなど<Product><seller>。

• 製品の詳細説明の最初の行は、「これは再パッケージされたソフトウェア製品で、追加料金がかかりま
す」というフレーズで始まる必要があります... (または、オープンソースの場合、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、追加料金がかかります... )。次に、詳細な説明には、請求対
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、
追加サポートを請求するオープンソース製品の詳細な説明は、次のように始まる場合があります。これ
は {SLA Details} によるサポートには追加料金がかかる再パッケージ化されたオープンソースソフトウェ
ア製品です。

AWS CloudFormation-発売済み製品 (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 MarketplaceAWS CloudFormation顧客がテンプレートを使
用して発売する製品を提出します。PLF はAWS Marketplace 管理ポータル (AMMP) から入手できます。

製品の送信
1. AMMP から、製品の製品ロードフォーム (PLF) 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)、価格の詳細 (価格モデル、無料トライアル) を含む製品定義を追加します。
3. スプレッドシートの指示表の指示に従ってPLFを送信してください。
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AWS Marketplaceチームは、ポリシーとセキュリティの順守、ソフトウェアの脆弱性、および製品の使い
やすさについて製品をレビューします。リクエストに関して質問や問題がある場合は、AWS Marketplace
チームがメールでご連絡し、リクエストについて話し合います。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、モックアップを受け入れるか拒否します。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。完成させた元の PLF を変更することも、使用できない場合は新しい PLF から始め
ることもできます。「製品」タブを使用する場合と同様に、新しいバージョンを追加したり、既存のバー
ジョンを削除したり、価格、インスタンスタイプ、リージョンの可用性、メタデータを更新したりできま
す。更新するには、新しい製品を準備するのと同じ方法で、更新した製品を準備します。製品アップデー
トの準備ができたら、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 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。製品ロードフォームとセラーガイドで、製品のPLFをダウンロードできます。

2. PLF で製品登録を更新してください。
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. ファイルアップロードページで、更新した PLFAWS CloudFormation とテンプレートをアップロード

します。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、AWS Marketplaceリクエストの処理を開始するようチームに自動的に通知し
ます。提出物の説明 (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) を含めてくださ
い。

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。リクエストに関して質問や問題がある場合は、AWS Marketplaceチー
ムがメールメッセージでご連絡します。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
出品者はいつでも商品を変更することができ、変更は前述のとおりに処理されます。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、AWS リー
ジョン価格の変更やインスタンスタイプの変更などがあります。一般的な変更は次のとおりです。

• 新バージョン — ソフトウェアの新バージョンとパッチまたはアップデートの公開。ご要望に応じ
て、AWS Marketplaceコンテンツを購読しているユーザーに新しいバージョンの提供について通知した
り、お客様に代わってアップグレード手順を送信したりできます。

• メタデータの変更 — 製品情報 (説明、URL、使用方法) の変更。
• 価格の変更 — 価格設定の変更。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日間の期間の翌月の1日に有効になります。たとえば、3 月 16 日に変
更を行った場合、90 日後はおおよそ 6 月 16 日になりますが、価格の変更は翌月の最初に行われます。
変更の実際の日付は 7 月 1 日です。

• 価格設定モデルの変更 — 価格設定モデルの変更 (時間単位、無料、時間単位_年額など)。すべての価格
設定モデルの変更がサポートされているわけではなく、AWS Marketplaceモデル変更のリクエストはす
べてチームによる確認と承認が必要です。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 — インスタンスタイプまたはリージョンの追加または削除。
• 商品の削除-AWS Marketplace 商品ページを削除して、新規顧客が購読できないようにします。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
リクエストをできる限り迅速に処理するよう努めていますが、リクエストは何度も繰り返し、AWS 
Marketplace出品者とチームによる確認が必要になる場合があります。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。

• リクエストの合計には、通常、カレンダー時間の 2 ～ 4 週間かかります。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。

• 予定されているイベントやリリースの少なくとも45日前までに製品リクエストとAMIを完成させる必要
があります。そうすれば、それに応じてリクエストに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 の送信先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。

• デフォルトパスワード、認証キー、キーペア、セキュリティキー、その他の認証情報など、すべての
ユーザー認証情報をシステムから削除します。

• 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。

• AWS GovCloud (US)リージョンにデプロイする AMI を送信する場合は、有効な AWS GovCloud アカウ
ントを持ち、 GovCloud 適用される輸出管理要件を含む AWS 要件に同意する必要があります。

AMI セルフサービススキャン
セルフサービスの AMI スキャンは、内で利用できます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、1 か所で明確なフィードバックとともにスキャン結果をすばやく（通常
は 1 時間以内）受け取ることができます。

セルフサービススキャンで AMI の共有とスキャンを開始するには

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のスキャンが完了したら、現在のプロセスに従って製品ロードフォーム (PLF) をアップロードし
て、AWS Marketplace AMIを出品者運営チームに送信できます。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 クローニングと製品コードの割り当て
AMIAWS Marketplace を送信すると、ソフトウェアを利用できるように指定した各リージョンのク
ローン AMI が作成されます。このクローニングと公開のプロセス中に、クローニングされた AMIAWS 
Marketplace に製品コードを添付します。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

• 本番稼働準備完了。
• 時間やその他の制限によって製品の使用を制限しません。
• ワンクリックフルフィルメントエクスペリエンスと互換性があります。
• クライアントアプリケーションを含め、製品を使用するために必要なものはすべてソフトウェアに含ま

れています。
• デフォルトユーザーがランダムなパスワードを使用したり、初期ユーザーを作成したりするには、購入

者がインスタンス ID などのインスタンス固有の値を使用してインスタンスを使用する権限を持っている
ことを確認する必要があります。

無料または有料製品の場合

• 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.
• 有料のリパッケージソフトウェアはを満たしていますAWS Marketplace有料再パッケージソフトウェア

の提出要件 (p. 291).
• 購入者は、製品を使用するために個人を特定できる情報 (電子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) 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、オペレーティングシステムレベルの AMI へ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で AMI を実行します。

ウィンドウズ AMI の場合

• 「EC2Config サービスを使用して Windows インスタンスを設定する」 で説明されているように、の最
新バージョンを使用してください。Ec2ConfigService

• 「Ec2SetPasswordEC2Config サービスを使用した Windows インスタンスの設定」 で説明されている
ように、、Ec2HandleUserDataおよびプラグインが有効になっています。Ec2WindowsActivate

• ゲストアカウントやリモートデスクトップユーザーは存在しません。

Linux の AMI の場合

• ルートログインはロックされ、無効になっています。
• 認証されたキー、デフォルトパスワード、その他の認証情報は含まれていません。
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• すべての必須フィールドが入力されました。
• すべての値は指定された文字数制限内です。
• すべての URL がエラーなしで読み込まれます。
• 商品画像の幅は110ピクセル以上で、比率は1：1から2：1の間です。
• 料金は、有効なすべてのインスタンスタイプ (時間単位、時間単位、月単位、および時間単位_年単位の

料金モデル) で指定されます。
• 月額料金が指定されています（hourly_monthlyおよび月額価格モデルの場合）。

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 日間の GTM アカデミー
GTM アカデミーは 180 日間有効で、AWS Marketplaceすべての出品者が利用できるほか、商品の需要創
出キャンペーンの構築、有効化、追跡に役立つセルフサービス go-to-market (GTM) リソースが提供されて
います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できます。
• AWS Marketplaceメッセージに価値提案を統合することで、マーケティングの投資収益率を高めAWS、

顧客へのメッセージを強化します。
• AWS Marketplace市場開拓プログラムガイドに向けて進めることも、そのガイドの中で進めることもで

きます。

180 日間の GTM アカデミーには、の「Marketplace」の「リソース」セクションからアクセスできま
す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。
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AWS Marketplace でお客様が買うのはなぜですか?

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、ワンクリック
またはを使用して、それを自分の Amazon Elastic Compute 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、 business-to-business 独立
した製品レビューをキュレーションするマーケットプレイスであるG2などのシンジケートレビュー担当者
がシンジケートレビューを統合する機能も提供しています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。商品のシンジケート
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、または商品のレビューに好まし
くない内容が含まれていると思われる場合は、AWS Marketplace出品者運営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ガイドラインを満たしていない、または好ましくない内容が含まれていると思われ
る場合は、AWS Marketplace出品者運営チームに連絡して懸念事項を説明してください。
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• 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。

• 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
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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。 case-by-case 基本的に、AWSからの引
用付きでプレスリリースをサポートします。見積もりは AWS Marketplace、にリストされた新しい製品や
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 AWS Marketplace ですぐに利用できます。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。

• 事前に合意されていない限り、Amazon Web Services 幹部からの見積もりを含めてください。
• 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。ま
た、商標を使用する前にAWS、Amazon Web Services 商標ガイドラインを確認してください。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、(i) いずれかの商標の使用に関し
てAmazonと締結したすべての契約（総称して「契約」） up-to-date のほとんどのバージョンを遵守す
ること、（ii）本ガイドラインの最新版を遵守すること、および（iii）Amazonが商標の使用に適用され
る随時発行するその他の条項、条件、またはポリシーを遵守する必要があります。 up-to-date

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。
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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。

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: Trademarks

PO Box 81226

Seattle, WA 98108-1226
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AWS Marketplaceイベントの通知
AWS Marketplace通知チームは、root ユーザーアカウントを使用して自動メールメッセージを送信しま
す。自動送信メールメッセージは、お客様に関連付けられているアドレスに送信されますAWS アカウン
ト。これらの電子メールメッセージにより、AWS Marketplace開催中のイベントを可視化できます。の通
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で
自動的に送信されます。

AWS Marketplace通知チームは、オファーや契約が成立した場合に、AWS Marketplace取引を確認する
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履行されたことに基づいてリアル
タイムで送信されます。

出品者には、購入者がオファーを受け入れるとメール通知が届きます。購入者には、オファーを受け入れ
るとメール通知が届きます。公開または非公開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、チャネルパートナーのプライベートオファーサブス
クリプションを購入者、ISV、チャネルパートナーに送信します。

ISV またはチャネルパートナーに送信されるメール通知には、次の詳細が含まれます。

• 購入日付、およびおよびおよびおよび/またはそれ以降の購入日付
• カスタマーAWS アカウント ID
• 製品名
• 製品の自動販売機材
• オファー名
• オファーの通知通知書
• 契約の通知通知書
• サービス開始日
• サービス終了日
• 購入金額 (契約およびチャネルパートナー用)

AWS Marketplaceまた、Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) を通じて顧客のサブスクリプ
ションの変更通知を送信することもできます。

• SaaS 製品用の Amazon SNS 通知 (p. 260)
• AMI 製品用の Amazon SNS 通知 (p. 116)
• コンテナ製品の Amazon SNS 通知 (p. 188)

次のトピックでは、メール通知でサポートされ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. 301)
• 通知を管理する (p. 302)

イベントタイプ
以下のイベントタイプは、すべての製品および価格タイプの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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• 定期スキャンの脆弱性または定期スキャンのリマインダー
• リセラーの機会が作成、更新、または期限切れになっている
• 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向けプライベートオファーが公開されました
• 出品許可に関する購入者および出品者へのEメール通知

Note

チャネルパートナー向け非公開オファーのリセラー機会について詳しくは、「」ISV としての
チャネルパートナーへの再販機会の創出 (p. 43) と「」を参照してくださいチャネルパートナーと
してのプライベートオファーの作成 (p. 44)。

通知を管理する
以下のトピックでは、イベントの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. 302)
• の通知の受信登録を解除する (p. 302)

メールアドレスの追加または更新
root ユーザアカウントは、を使用してカスタム E メール通知用に、最大 10 個の E メールアドレスを追加
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. AWS Marketplace 管理ポータル にサインインします。
2. [設定] から [通知] タブを選択します。
3. [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。
4. 受信者の詳細については、「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. (オプション) [新しい受信者を追加] を選択し、別のメールアドレスを追加します (合計 10 個まで)。
6. [Submit] (送信) を選択します。

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できるようにすることができま
す。

イベント通知の受信登録を解除するには

1. AWS Marketplace 管理ポータル にサインインします。
2. [設定] から [通知] タブを選択します。
3. [カスタム通知用の電子メール] で、[電子メールアドレスを更新] を選択します。
4. 「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。
5. [Submit] (送信) を選択します。

受信者には、カスタムイベントのメール通知が届かなくなります。
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出品者レポート、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. 346)。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. 13)。
• データフィード (p. 324)。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。
• 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、 QuickSightインサイトを備えた Amazon 搭

載のダッシュボード (p. 372)。

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。

出品者配送データフィードサービス
AWS Marketplaceデータフィードは、AWS Marketplaceシステムから出品者の Amazon S3 バケットに構
造化情報、 up-to-date 製品情報、顧客情報を送信するメカニズムとして、出品者が所有するビジネスイン
テリジェンスツール間で ETL (抽出、変換、読み込み) を行います。

取引データはバイテンポラル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付きの2つ
のタイムラインに沿ってデータを保存およびクエリできます。

• 有効時間:現実世界で事実が起こったとき (「あなたが知っていたこと」)
• システム時刻:その事実がデータベースに記録された日時 (「気づいたとき」)。

データフィードは、前日の 24 時間分のデータを含む前日からの更新に続いて、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、請求を受ける顧客、AWSまたは支払いを行う顧客によって定義
できます。

このセクションでは、のデータフィードの概要と、それらにアクセスして使用する方法について説明しま
す。以降のセクションでは、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
のデータフィードは、コンマ区切り値 (CSV) ファイルを収集して、指定された暗号化された Amazon S3 
バケットにコンマ区切り値 (CSV) ファイルを配信します。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。
• 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
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• \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で月ごとに整理されます。

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）にバックフィルされ、year=2010/
month=01サブフォルダーの CSV ファイルで確認できます (p. 303)。

特定のデータフィードの当月のファイルには、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を作成して、バケットにファイルを保持する期
間を管理できます。

• 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。
通知の設定方法については、[Amazon Simple 通知サービスデベロッパーガイド] の [Amazon SNS の使
用開始] の [Amazon SNS の使用開始] の [Amazon SNS の使用開始] を参照してください。

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. 326)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。

valid_from valid_to insert_date update_date delete_date

2018-12-12日 2018-12-12日 2018-12-12日
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valid_from valid_to insert_date update_date delete_date

日日日日日日日日日日日
日日日日日日日日日日

日日日日日日日日日日
日日日日日日日日日日
日

日日日日日日日日日日
日日日日日日日日日日
日

日日日日日日日日日日日
日日日日日日日日日日

日日日日日日日日日日
日日日日日日日日日日
日

日日日日日日日日日日
日日日日日日日日日日
日

valid_fromupdate_dateと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を形成し
ます。valid_fromフィールドには名前のとおり、アイテムがいつから有効かがわかります。ア
イテムが編集された場合、フィードに複数のレコードが含まれ、update_datevalid_fromそ
れぞれのレコードは異なっていても日付は同じです。たとえば、アイテムの現在の値を調べるに
は、update_datevalid_from日付が最新のレコードのリストから最新のレコードを検索します。

上記の例では、レコードはもともと 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、レコード内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（つまり、valid_from変更されなかったが、変更されました）。update_date住所を修正すると 
(まれに)、valid_fromレコードが元の日付からさかのぼって変更されるため、フィールドは変更されま
せん。最新のレコードを検索するクエリではvalid_from、2 つのレコードが返され、update_date最新
のレコードから実際の現在のレコードが返されます。

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 バケットへのデータフィードを受信する
ように環境を設定する必要があります。 AWS Marketplaceには、AWS CloudFormation設定を簡略化する
ために使用できるテンプレートが用意されています。

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 ブラウザを開いてにログインしAWS Marketplace 管理ポータル、「顧客データストレージの設
定」に進みます。

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 — データフィードにアクセスできるよう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 — のデータフィードを保存するためのバケット。
• (オプション) Amazon SNS トピック名 — Amazon S3AWS バケットに新しいデータが配信されると

きに通知を受け取るためのトピック。
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、 CloudFormation ステータスと詳細が記載された新しいページが開きます。
5. 「リソース」タブから、 CloudFormation ページから次のリソースの Amazon リソースネーム (ARN) 

を「AWS Marketplace顧客データストレージの設定」ページのフィールドにコピーします。

• のデータフィードの保存用の Amazon S3 バケット
• AWS KMSAmazon S3 バケットを暗号化するためのキー
• (オプション) Amazon S3AWS バケットに新しいデータが配信されるときに通知を受け取る Amazon 

SNS トピック
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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) CloudFormation テンプレートによって作成されたポリシーを編集します。詳細について
は、「データフィードポリシー (p. 306)」を参照してください。

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。

AWS CloudFormationテンプレートの詳細については、AWS CloudFormationユーザーガイドの「AWS 
CloudFormationテンプレートの使用」を参照してください。

データフィードポリシー
Amazon S3 CloudFormation バケットがテンプレートによって作成されると、そのバケット、AWS KMS
キー、および Amazon SNS トピックにアタッチされたアクセスポリシーが作成されます。ポリシーによ
り、AWS Marketplaceレポートサービスはデータフィード情報とともにバケットと SNS トピックに書き込
むことができます。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は Amazon S3AWS Marketplace バ
ケットにデータをプッシュするために使用するサービスプリンシパルです。datafeed-bucketは、 
CloudFormation テンプレートで指定したバケットです。

AWS Marketplaceレポートサービスが Amazon S3AWS KMS、または Amazon SNS を呼び出すと、バ
ケットに書き込む予定のデータの ARN が提供されます。バケットに書き込まれるデータがユーザーに代
わって書き込まれるデータだけになるようにするには、aws:SourceArnポリシーの条件でを指定できま
す。次の例では、account-id #### ID に置き換える必要がありますAWS アカウント。

        { 
           "Sid": "AwsMarketplaceDataFeedsAccess", 
           "Effect": "Allow", 
           "Principal": { 
                "Service": "reports.marketplace.amazonaws.com" 
            }, 
            "Action": [ 
                "s3:ListBucket", 
                "s3:GetObject", 
                "s3:PutObject", 
                "s3:GetEncryptionConfiguration", 
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スクリプションのサブスクリプションのサブスクリプ
ションのサブスクリプションのサブスクリプションの

                "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"] 
                        } 
                } 
        },

のデータフィードからのサブスクリプションのサブ
スクリプションのサブスクリプションのサブスクリプ
ションのサブスクリプションのサブスクリプションの
ウェブブラウザを開き、AWS Marketplace 管理ポータルにサインインします。次に、お問い合わせページ
に移動して、AWS Marketplace出品者運営チームに登録解除リクエストを送信します。登録解除のリクエ
ストの処理には最大10営業日かかる場合があります。

データフィードの使用
Amazon S3 バケットにデータがある場合は、次の方法でのデータフィードを使用できます。

• データフィードへのアクセス (p. 305)スプレッドシートでデータを表示できるように、作成した 
Amazon S3 バケットから.CSV ファイルをダウンロードします。

• 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: AWS のサービスを使用してデータを収集して分析する
以下の手順では、Amazon S3 バケットへのデータフィードを受信するように環境がすでに設定されてお
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. AWS Glueコンソールから、データフィードを保存する Amazon S3 バケットに接続するクローラーを
作成し、必要なデータを抽出し、にメタデータテーブルを作成します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. Athena コンソールから、内のデータに対して SQL クエリを実行しますAWS Glue Data Catalog。

Athena の詳細については、Amazon Athena ユーザーガイドを参照してください。
3. Amazon QuickSight コンソールから分析を作成し、データのビジュアルを作成します。

Amazon の詳細については QuickSight、Amazon QuickSight ユーザーガイドを参照してください。

307

http://aws.amazon.com/marketplace/management/
http://aws.amazon.com/marketplace/management/contact-us/
http://aws.amazon.com/marketplace/management/contact-us/
https://console.aws.amazon.com/glue
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/add-crawler.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/add-crawler.html
https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/what-is-glue.html
https://console.aws.amazon.com/athena
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/querying-athena-tables.html
https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/what-is.html
https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/creating-an-analysis.html
http://quicksight.aws.amazon.com
https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/creating-a-visual.html
https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/welcome.html


AWS Marketplace 販売者ガイド
データフィードテーブルの概要

AWSサービスを使用してデータフィードのデータを収集および分析する1つの方法の詳細な例について
は、AWS Marketplaceブログの「出品者データフィード配信サービス、Amazon Athena、 QuickSight 
Amazonを使用して出品者レポートを作成する」を参照してください。

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. 303)。

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. 304)。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. 341)
• オファー製品データフィード (p. 339)
• オファーデータフィード (p. 338)
• オファーターゲットデータフィード (p. 340)
• レガシーマッピングデータフィード (p. 337)

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. 325)
• 住所データフィード (p. 326)

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. 327)
• 税品目データフィード (p. 342)

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. 346)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. 356)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. 303)」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. 303)」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  
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        -- 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. 325)
• 住所データフィード (p. 326)
• 請求イベントデータフィード (p. 327)
• レガシーマッピングデータフィード (p. 337)
• オファーデータフィード (p. 338)
• オファー製品データフィード (p. 339)
• オファーターゲットデータフィード (p. 340)
• 製品データフィード (p. 341)
• 税品目データフィード (p. 342)
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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. 304)」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. 304)」を参照してください。

account_id aws_account_idencrypted_account_idmailing_address_idtax_address_id tax_registration_numbertax_legal_name

xk0cSmiAm6PQ4QqEog9iiaochIzuPlkmfba7a1odlz444456660000Zf7oMzheGWpH25o3k46en6eViOffiiqtxwx8E3kaOiPalUiofjyFa3     

7nyo5jwtRoPlyx81vx9ji04eEwTuro1ff8biqi88w8555567679999373vuQUqmQ8v5oJ6vTjSzmrrf2gvh2vj9hfqim800mulehmyfy5lr42s85oJ6vTjSzmrrf2gvh2vj9hfqim800mulehmyfy5lr42s8SE823935083345 

VIeGa2t9j3muxioH9wc8lsndxxcGCGUreeXriocM573739998888 8SPxAYmi8MwXnluC5UeiMlgftrdwcoftdphduf1Oasd8xgl5qm8db7v5nhbyBiYogwy0wmHndgu4AfMggmuotc2j7pm8zkknnytDE469558025  
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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. 304)」を参照してください。
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address_id aws_account_idemail_domaincompany_namecountry state_or_regioncity postal_code

v5nhbyBiYogwy0wmHndgu4AfMggmuotc2j7pm8zkknnyt444456660000a.com Mateo 
Jackson's 
Company

DE   Hamburg 67568

G68xdbkzqdvvhzfbgw6yf5yos0a6niSVWHMH5ViLjf555567679999b.com Mary 
Major's 
Company

米国 OH Dayton 57684

nluC5UeiMlgftrdwcoftdphduf1Oasd8xgl5qm8db7555567679999c.com Our Seller 米国 NY ニューヨー
ク

89475

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. 334)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. 325)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. 341)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. 332)」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_SHARE、
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. 356)
• 月別請求済み収益レポート (p. 361)
• 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_idproduct_id action transaction_type

I0 737399998888777788889999737399998888prod-
o4grxfafcxxxx

INVOICED SELLER_REV_SHARE

I1 737399998888AWS 737399998888prod-
o4grxfafcxxxx

INVOICED AWS_TAX_SHARE

I2 777788889999111122223333737399998888prod-
o4grxfafcxxxx

INVOICED SELLER_REV_SHARE
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billing_event_idfrom_account_idto_account_id end_user_account_idproduct_id action transaction_type

I3 777788889999AWS 737399998888prod-
o4grxfafcxxxx

INVOICED AWS_REV_SHARE

parent_billing_event_iddisbursement_billing_event_idamount currency invoice_date invoice_id

    100 USD 2018-12-31T00:00:00Z781216640

    20.6 USD 2018-12-31T00:00:00Z781216640

    -80 USD 2018-12-31T00:04:07Z788576665

    -0.2 USD 2018-12-31T00:04:07Z788576665

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_idproduct_id action transaction_type

I10 737399998888777788889999737399998888   DISBURSED SELLER_REV_SHARE

I12 777788889999111122223333737399998888   DISBURSED SELLER_REV_SHARE

I13 777788889999AWS 737399998888prod-
o4grxfafcxxxx

DISBURSED AWS_REV_SHARE

I14 AWS 777788889999     DISBURSED DISBURSEMENT

parent_billing_event_iddisbursement_billing_event_idamount currency invoice_date invoice_id

I0 I14 -100 USD 2018-12-31T00:00:00Z781216640

I2 I14 80 USD 2018-12-31T00:04:07Z788576665

I3 I14 0.2 USD 2018-12-31T00:04:07Z788576665

    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_idproduct_id action transaction_type

I5 777788889999111122223333   prod-
o4grxfafcxxxx

INVOICED SELLER_REV_SHARE

I6 777788889999111122223333   prod-
o4grxfafcxxxx

INVOICED SELLER_TAX_SHARE
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billing_event_idfrom_account_idto_account_id end_user_account_idproduct_id action transaction_type

I7 111122223333AWS   prod-
o4grxfafcxxxx

INVOICED AWS_REV_SHARE

parent_billing_event_iddisbursement_billing_event_idamount currency invoice_date invoice_id

    73.5   2018-12-31T00:04:07Z788576665

    6.5   2018-12-31T00:04:07Z788576665

    -7.35   2018-12-31T00:04:07Z788576665

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_idproduct_id action transaction_type

I30 777788889999111122223333   prod-
o4grxfafcxxxx

DISBURSED SELLER_REV_SHARE

I31 777788889999111122223333   prod-
o4grxfafcxxxx

DISBURSED SELLER_TAX_SHARE

I32 111122223333AWS   prod-
o4grxfafcxxxx

DISBURSED AWS_REV_SHARE

I33 AWS 111122223333     DISBURSED DISBURSEMENT

parent_billing_event_iddisbursement_billing_event_idamount currency invoice_date invoice_id

I5 I33 -73.5 USD    

I6 I33 -6.5 USD    

I7 I33 7.35 USD    

    72.65 USD    

クエリの例
で説明したとおりデータフィードの使用 (p. 307)、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. 304)」を参照してくださ
い。

mapping_type legacy_id new_id

OFFER 8a806c74-dbd6-403e-9362-
bb08f417ff37

offer-dacpxznflfwin

PRODUCT 1368541d-890b-4b6c-9bb9-4a55306ab642prod-o4grxfafcxxxy

OFFER 558d8382-6b3a-4c75-8345-
a627b552f5f1

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. 304)。

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。

offer_revision 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。

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. 304)」を参照してください。

offer_id offer_revisionname expiration_dateopportunity_nameopportunity_descriptionaccount_id opportunity_id

offer-
dacpxznflfwin

1 エンタープ
ライズ契約
プログラム
オファー

9999-01-01T00:00:00Z       

offer-
gszhmle5npzip

1 販売者が作
成したプラ
イベートオ
ファー

2020-10-31T00:00:00Z       

offer-
hmzhyle8nphlp

1 エンタープ
ライズ契約
プログラム
オファー

9999-01-01T00:00:00Z       

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. 304)」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. 49), 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. 304)」を参照してください。

offer_target_id offer_id offer_revision target_type polarity 値

925ddc73f6a373b7d5544ea3210610803b600offer-
dacpxznflfwin

1 ParticipatingProgramsPositiveTargeting EnterpriseContract

471ff22ae3165278f1fb960d3e14517bcd601offer-
gszhmle5npzip

1 ParticipatingProgramsPositiveTargeting FieldDemonstration

511ff22adfj65278f1fb960d3e14517bcd6e602offer-
gszhmle5npzip

1 ParticipatingProgramsPositiveTargeting 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. 304)」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. 325)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. 304)」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. 304)」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. 356)
• 月別請求済み収益レポート (p. 361)
• 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_0001781216640 71000000000000000000 2210000000000000000

6p2ni6tu041xagvhbyanbgxl3xameha16txjoav_0002781216640 53000000000000000000 2210000000000000000

flr4jobxjzww8czdsrq4noue2uxd56j39wxw0k7_0001250816266 76400000000000000000 5720000000000000000

gfkjjobxjzw56jgkrsrqgjtk52uxd56j39wgj567d_0002280336288 76400000000000000000 5724390000000000000

wwk1qpvb8ran3geiw8e3mp6dgs2qj7wpkuwhgk1_0001451431024 99300000000000000000 1230000000000000000

wwk1qpvb8ran3geiw8e3mp6dgs2qj7wpkuwhgk1_0002451431024 99300000000000000000 3120000000000000000

fnohdid8kwgqq9lvii2k30spn3ftgwihbe8h75x_0001229987654 92100000000000000000 6390000000000000000

tax_liable_party transaction_type_codeproduct_id product_tax_code invoice_date

販売者 AWS prod-o4grxfafcxxxx AWSMP_SOFTWARERA2018-12-31T00:00:00Z

販売者 AWS prod-o4grxfafcxxxx AWSMP_SOFTWARERA2018-12-31T00:00:00Z

販売者 AWS prod-t3grxfafcxxxy AWS_REMOTE_ACCESS_SOFTWARE2018-08-31T00:00:00Z

販売者 REFUND prod-t3grxfafcxxxy AWS_REMOTE_ACCESS_SOFTWARE2018-08-31T00:00:00Z

販売者 AWS prod-x8faxxfafcxxy AWS_REMOTE_ACCESS_SOFTWARE2018-08-31T00:00:00Z

販売者 TAXONLYREFUND prod-x8faxxfafcxxy AWS_REMOTE_ACCESS_SOFTWARE2018-05-31T00:00:00Z

AWS AWS prod-wghj8xfafrhgj AWS_REMOTE_ACCESS_SOFTWARE2019-07-31T00:00:00Z

taxed_customer_account_idtaxed_customer_countrytaxed_customer_state_or_regiontaxed_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
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taxed_customer_account_idtaxed_customer_countrytaxed_customer_state_or_regiontaxed_customer_city taxed_customer_postal_code

7nyo5jwtRoPlyx81vx9ji04eEwTuro1ff8biqi88w8米国 TX NOT APPLICABLE 75844-1235

7nyo5jwtRoPlyx81vx9ji04eEwTuro1ff8biqi88w8米国 TX HOUSTON 75844-1235

192a0421313e41f069b52962ed7babf716291b688米国 CT NEW HAVEN 06002-2948

tax_location_code_taxed_jurisdictiontax_type_code jurisdiction_leveltaxed_jurisdictiondisplay_price_taxability_typetaxable_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_codedate_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。
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• 暗号化された S3 は、暗号化された S3 (Amazon SNS) にデータが配信されたときに通知するように設定
できます。通知を設定すると、AWSAWSAWS Marketplace登録したアカウントに関連付けられている
メールアドレスに通知が送信されます。

通知の設定方法については、「Amazon SNS の使用開始」(Amazon Simple Notification Service) を参照
してください。

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には、次の 2 つの方法でレポートを設定できます。

• API インターフェイスの使用。AWS Marketplace Commerce Analytics Service (p. 13) 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 のように直接、データを直接、非同期に返します。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。

IAM (IAM) へのアクセスは、AWS Identity and Access Management (IAM) へのアクセスを制御できます。

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。

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. 13) 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. 348)
• セクション 2: 料金 (p. 349)
• セクション 3: 無料トライアルのコンバージョン数 (p. 350)
• セクション 4: 新しいインスタンス (p. 350)
• セクション 5: 新規の製品サブスクライバー (p. 351)
• セクション 6: キャンセルした製品サブスクライバー (p. 352)
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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。

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。

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。
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列名 説明

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)。

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。
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列名 説明

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: 無料トライアルのコンバージョン数
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。

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: 新しいインスタンス
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。
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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
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ライバー
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。
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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
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バー
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。
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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。

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。
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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. 13) 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. 354)
• セクション 2: 可変長のサブスクリプション (p. 355)

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。

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。
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列名 説明

リセラーアカウント ID チャネルパートナーリセラーの識別の一意の識別
です。

リセラーアカウント名 チャネル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 インスタンスメタデータの一部
としても入手できます。

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-MM-
DD 形式)。

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 チャネルパートナーリセラーの識別の一意の識別
です。

リセラーアカウント名 チャネルパートナーリセラーの名前。
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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 出品者配送データフィードサービス (p. 303)、を含む例 1: 製品別の支払
い (p. 314)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. 356)
• 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. 359)
• 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. 360)
• セクション 7: 未回収資金内訳 (p. 360)

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。

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。
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列名 説明

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。

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。
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列名 説明

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)。

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。
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列名 説明

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。

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。
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列名 説明

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。

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。
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列名 説明

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
す。詳細については、「the section called “AWS Marketplace Commerce Analytics Service” (p. 13)」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。
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トピック
• セクション 1: 請求および収益データ (p. 362)
• 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. 365)
• 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。

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。
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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)。

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。

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。
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列名 説明

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。

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。
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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。

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。

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。
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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。

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. 361)
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。
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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 出品者配送データフィードサービ
ス (p. 303)を含む例 2: 販売補償レポート (p. 318)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。

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。
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列名 説明

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. 356) 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。

米国の消費税と使用税レポート
この月次レポートは、AWS米国での販売および使用取引から収集した米国での売上に関する情報を出品者
に提供しますAWS Marketplace。 AWS出品者の米国売上税を徴収または計算しません。

AWS が徴収して税務当局に送金した金額がAWS、当社の内部税務決定に基づいて表示されます。詳細につ
いては、「出品者向けの AWS MarketplaceAWS Marketplace 出品者および税徴収に関する税務ヘルプ」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 [レポート]AWS Marketplace 管理ポータル タブにあります。AWS Marketplace Commerce 
Analyticsサービスに登録している場合は、API 呼び出しを使用してこのレポートのセクションをプ
ルダウンできます。詳細については、「the section called “AWS Marketplace Commerce Analytics 
Service” (p. 13)」を参照してください。
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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。

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
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列名 説明
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。

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。
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列名 説明

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 が課税対象者である場
合、売上税はによって徴収され、税務当局に送金
されますAWS。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、出品者配送データフィードサービス (p. 303)出品者の出品に関連する出品用アカウ
ント IDAWS Marketplace に接続されている出品者所有の Amazon S3 アカウントに、AWS Marketplace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 バケットの作成」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 13:59 UTC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
SaaS (Software-as-as-A-Service) 契約の無料トライアルを利用しているお客様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、契約の開始、契約の終了
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。必要と思われる機会にこのレポー
トが届かない場合は、AWS Marketplace出品者運営チームにお問い合わせください。

このレポートには、AWS Marketplace出品者アカウント 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。

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識別子。

subscriber_aws_account_id AWS アカウント製品に登録されているに関連する
識別情報。

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のいずれであるか
を示します。
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名前 説明

reseller_name チャネルパートナーのリセラーの名前。

reseller_aws_account_id チャネルパートナーのリセラーの固有識別子。

agreement_id 製品の使用を開始するために提案者と承認者の
間で署名された契約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 契約が承認された日付。

agreement_start_date 契約の開始日。

agreement_end_date 契約書の終了日。従量制/従量課金制/サブスクリプ
ションの場合、1-JAN-9999 に設定されます。

is_free_trial_offer オファーまたは契約が無料試用オファーかどうか
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 契約の合計金額。

販売者ダッシュボード
AWS Marketplaceには、Amazon QuickSight が提供するダッシュボードに、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。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. 373)— 会計およびその他の財務報告の目的で、請求収
益に関する情報を提供します。

• the section called “コレクションと支払いダッシュボード” (p. 379)—AWS 前回の支払い以降に収集さ
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。

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」タブのすべ
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。

ダッシュボードのポリシー
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提供するには、次のポリシー
を使用してください。

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
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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の目的で、2021 年 4 月 1 日以降の AWS 
Marketplace での請求売上に関する情報が表示されます。このレポートはパートナーの時間を節約できる
と期待されており、従来の月次請求収益レポートよりも約45日早く公開されます。レガシーレポートは毎
月 15 日に配信されるため、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グラフ、グラフ、表からデータを (.csvExcel またはファイル
として) 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. 347)
• セクション 1: コントロール (p. 374)
• セクション 2: 請求日の範囲 (p. 375)
• セクション 3: 指標 (p. 375)
• セクション 4: トレンド (p. 375)
• セクション 5: 内訳 (p. 376)
• セクション 6: 詳細なデータ (p. 351)

請求収益ダッシュボードの更新頻度
ダッシュボードは北米の営業日にのみ更新されます。たとえば、顧客が月の 1 日 (太平洋標準時) 午前 0 時 
(太平洋標準時) に請求された場合、更新された請求書は 1 営業日以内に確認できるはずです。PST の午前 
0 時以降にお客様に請求された場合、ダッシュボードは 2 営業日以内に更新されます。これが土曜日に当
たると、ダッシュボードは次の月曜日に更新されます。

Note

処理に遅延が発生し、数日後に一部の請求書が更新される場合があります。

見込み顧客への請求書が表示されない場合は、AWS Marketplace事業開発担当者に連絡する前に、以下の
手順に従ってください。
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請求収益ダッシュボードの顧客請求書が見つからない場合のトラブルシューティングを行うには

1. 次のツールを1つ以上使用して、オファーがカスタマーに受け入れられたことを確認します。

• 日次顧客購読者レポート
• AWS Marketplaceイベントの通知
• AWS Marketplace 管理ポータル「契約」タブ

2. (非公開のオファーの場合) 顧客がオファーを受け入れたことを確認したら、オファーの請求書のスケ
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. 取引が従量制価格モデルを採用しているかどうかを検討してください。このモデルでは、前月の使用
量の毎月の 2 日目と 3 日目に顧客に請求されます。

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、請求収益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
内で選択したフィルターは、指標、トレンド、内訳、および詳細なデータセクションに表示されるデータ
を更新します。

のフィルタリングについての詳細は、「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。

ビジビリティの向上 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
間で署名された契約に関する独自の契約データ
フィードリファレンス。

AWS の登録販売者 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 (ルクセンブルクに拠点を置く) の識別子。
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コントロール名 説明
• 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

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ビジネス名。

リセラー会社 ソフトウェアメーカーの製品を販売する権限を持
つ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。

再販承認 ID 登録された機会の一意の識別子。

再販承認名 登録商談の一意の名前。

サブスクライバーの国 製品を購読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 製品を購読しているアカウントに関連する請求先
住所の州または地域。

トランザクションリファレンス ID トランザクションの固有識別子で、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: 請求日の範囲
ダッシュボードのこのセクションには、請求日付が指定した日付にフィルターを追加し、その日付が指定
した日付と後かどうか、または日付の日付が指定日付にフィルターを追加し、それによりレコードをフィ
ルタリングできます。請求日の範囲内で選択したフィルターにより、指標、トレンド、内訳、および詳細
なデータセクションに表示されるデータが更新されます。デフォルトの請求日付範囲は、過去 6 か月の
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、請求収益の比較を視
覚化します。指定された請求日範囲における総収益、総返金額、出品手数料、卸売費用 (該当する場合)、
および出品者純収益の 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。

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、指定した期間における請求収益の傾向が表示されます。特定の日
付の集計（日、、など） year-over-yearごとに傾向を表示して 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、集計レベルまたはオファーの表示タイプ別に表示されま
す。

• 請求トレンド — 日付集計フィルターから選択した日付範囲における総収入、出品者の純収益、卸売費用 
(該当する場合)、および返金の推移をスナップショットで確認できます。

• 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数と総収益をオファー可視性タイプ別に経時的
に把握できます。
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セクション 5: 内訳
ダッシュボードのこのセクションには、登録者、レコード販売者、登録者の地域、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、総払い戻し額、出品手数
料、出品者純収益、卸売費用でフィルタリングできます。

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 つの頻度を使用
して顧客に請求します。

• サブスクリプションの承認日 (前払いの請求)
• 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作成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2日目と3日目の従量制使用量

顧客への請求は、顧客に請求されてから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、顧客が 11 月 3 日に請求された場合、ダッシュボードはこの請求書を 11 月 4 日に報告します。 
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 お客様に製品サブスクリプションの請求が行われ
た日付。

支払い期日 YYYY-MM-DD 形式の支払期日。

支払い条件 AWS顧客の請求書支払い条件。

請求書 ID お客様に請求される請求に割り当てられたAWS 
ID。

出品手数料請求書 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 (登録販売者) を通じて取引される場合、販売
事業者は出品者に出品料に付加価値税 (VAT) を
請求し、税法に準拠した請求書を発行する必要
があります。該当する取引の場合、出品料に課
せられる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。AWS, Inc. からのトランザクションの値は
「missing_listing_fee_Invoice_ID」です。これは、
出品手数料の請求書 ID が適用されないためです。

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
電子メールドメイン。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 になります。
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[Column] (列) [Description] (説明)

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 製品を購読しているアカウントに関連する請求先
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。

ビジビリティの向上 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
間で署名された契約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 お客様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
の契約の場合、この日付は承認日とは異なる可能
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-DD-YYYY 
です。

契約終了日 契約が満了する日付で、MM-DD-YYYYYY形式で
す。pay-as-you-go 従量制プラン/サブスクリプ
ションの場合、この日付は JAN-1-9999 に設定さ
れます。

利用終了日 製品の使用期間の終了日。

利用開始日 製品の使用期間の開始日。

支払い状況 前回の支払い以降、AWS が資金を回収してお客様
の銀行口座に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、支払いが行われました。
未払い関連請求書の資金が回収および支払われて
いません。

支払い日 AWS出品者の銀行への支払いが開始された日付。

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。支払い銀行トレース ID を使用し
て、AWS Marketplace出品者銀行から提供された
入金通知や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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[Column] (列) [Description] (説明)

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。

総払い戻し 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払い戻し 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。

販売者の税分配分 この取引で請求された米国の売上税と使用税の合
計額。

出品者税分還付 返金処理が行われた場合に、この取引で返金され
た米国での売上税と使用税の合計額。

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額。

AWS タックスシェア返金 この取引で返金処理が行われた場合に、出品者に
代わって税金が徴収された場合の米国での売上税
と使用税の合計額。

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、再販
業者がメーカーの製品を販売する際にメーカーに
支払う金額です。卸売価格は、定価に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。再販業者から返金された商品の費用。

販売者の純収益 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。

トランザクションリファレンス 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。
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[Column] (列) [Description] (説明)

AWS の登録販売者 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 (ルクセンブルクに拠点を置く) の識別子

• AWS オーストラリア:Amazon Web Services 
オーストラリア Pty Ltd. の識別子

• AWS_JAPAN: Amazon Web Services ジャパン
合同会社の識別子

再販承認 ID 登録された機会の一意の識別子。

再販承認名 登録商談の一意の名前。

再販承認の説明 登録された商談についてISVが定義した説明。

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。

支払人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 になります。

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。

支払人の州または地域 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。

コレクションと支払いダッシュボード
回収と支払いの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、未処理および未払いの請求書のリストも表示されます。

支払いには、製品のサブスクリプションに対する顧客からの支払いまたは払い戻し、および顧客に徴収ま
たは返金される税金が含まれます。請求書に記載されている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、ダッシュボードには払い戻し額がマ
イナスの金額として表示されます。
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回収と支払いのダッシュボードを使用すると、顧客の支払いにより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べて、約 4 日節約できる
見込みです。

Note

との支払い条件はお客様によって異なるためAWS、未回収の年齢カテゴリの一部の資金は、お客
様から支払われるべき金額ではない場合があります。

回収および支払い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
• 回収および支払いダッシュボードの更新頻度 (p. 347)
• セクション 1: コントロール (p. 380)
• 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. 382)
• セクション 4: トレンド (p. 382)
• セクション 5: 内訳 (p. 382)
• セクション 6: 詳細なデータ (p. 382)

回収および支払いダッシュボードの更新頻度
コレクションと支払いのダッシュボードは、北米の営業日にのみ更新されます。銀行への入金を受け取っ
てから1日以内に請求書が支払われることが予想されます。

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 の支払いを確認できます。支払い状況で絞り込ん
で、自分に支払われたすべての請求書、または未処理の請求書と未払いの請求書を確認することもできま
す。分析にフィルターを追加し、それにより分析内の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したフィルターは、指標、トレンド、内訳、および詳細なデータセクション
に表示されるデータを更新します。

フィルタリングについての詳細は、「Amazon Amazon Amazon 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名前 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 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
間で署名された契約に関する独自の契約データ
フィードリファレンス。
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コントロール名 説明

AWS の登録販売者 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
子です。

• AWS_EUROPE: Amazon Web Services EMEA 
SARL (ルクセンブルクに拠点を置く) 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 が資金を回収してお客様
の銀行口座に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、支払いが行われました。
未払い関連請求書の資金が回収および支払われて
いません。

支払いの AWS アカウント ID 料金の請求先となるアカウントの ID。

支払い会社名 料金が請求される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を販売する権限を持
つ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。

再販承認 ID 登録された機会の一意の識別子。

再販承認名 登録された商談の一意の名前。

サブスクライバーの国 製品を購読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 製品を購読しているアカウントに関連する請求先
住所の州または地域。

トランザクションリファレンス ID トランザクションの固有識別子で、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。

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。銀行トレース ID は、AWS 
Marketplace出品者銀行から提供された入金通知や
レポートをレポート内の請求書と関連付けること
ができます。

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、2 つの日付フィールドの値が指定した日付フィールドの値が指定
した日付フィールドの値が指定した日付フィールドの値が指定した日付フィールドの値が指定した日付
フィールドの値が指定した日付フィールドの値が指定した日付フィールドの値が指定した日付フィールド
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の値が指定した日付フィールドの値が指定した日付フィールドの値が指定した日付フィールドの値が指定
した日付フィールドの値が指定した日付 日付のディメンションは、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ーは、指標、トレンド、内訳、および詳細な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、支払いと未支払い収益の値が支払済み収益の数値を視覚化しま
す。指定された日付カテゴリと日付範囲における総収益、純収益、卸売費用（該当する場合）、支払い金
額、未払い金額の KPI が表示されます。

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、指定された日付範囲における支払いと延滞の傾向が表示されま
す。日別、月別、四半期別、年別など、指定した日付ごとに傾向を表示して、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ものが含まれます。

• 支払い傾向 — 支払いまでの平均日数と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。

• 支払い経過日時 — 純収益のスナップショットと支払い済み請求書の数が、標準的な経過期間の売掛金バ
ケット別（未払い、1～30日、31～60日など）で分類されます。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。

• 未払いの支払い日数 — 未払いの請求書と未払いの請求書の純収益のスナップショットが、未払いのバ
ケット別 (未払い、1 ～ 30 日、31 ～ 60 日など) に表示されます。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、本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: 内訳
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、商品タイトル、支払人の会社名、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）、支払人の地
域、および加入者の地域別に表示されます。分類を使用して、各カテゴリの支払済売掛金と未払売掛金を
比較します。

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 年間の支払い額、顧客、オファーの詳細、未回収資金が
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 お客様に製品サブスクリプションの請求が行われ
た日付。

支払い期日 YYYY-MM-DD 形式の支払期日。

支払い条件 AWS顧客の請求書支払い条件。

請求書 ID お客様に請求される請求に割り当てられたAWS 
ID。
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[Column] (列) [Description] (説明)

出品手数料の請求書 ID AWSEMEA SARL、日本、またはオーストラリア
の法人 (登録販売者)AWS Marketplace を通じてサ
ブスクリプションが取引される場合、その販売を
行うマーケットプレイス運営者 (AWS EMEA SARL 
など) は、販売者に出品料の 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
せられる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名前 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。

サブスクライバーのメールドメイン 製品を購読したアカウントに関連付けられている
電子メールドメイン。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 になります。

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 製品を購読しているアカウントに関連する請求先
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 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
間で署名された契約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 お客様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
の契約の場合、この日付は承認日とは異なる可能
性があります.

契約終了日 契約が満了日。MM-DD-YYY 形式です。pay-as-
you-go 従量制プラン/サブスクリプションの場合、
この日付は JAN-1-9999 に設定されます。

   

契約受理日 顧客が製品を購読した日付。形式は MM-DD-YYYY 
です。
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[Column] (列) [Description] (説明)

利用終了日 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資金を回収して銀行口
座に振り込んだ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、支払いが行われました。未払い
関連請求書の資金が回収および支払われていませ
ん。

支払い日 AWS出品者の銀行への支払いが開始された日付。

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。銀行トレース ID を使用して、AWS 
Marketplace出品者銀行から提供された入金通知や
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 製品の使用料または月額料金に対してお客様に請
求される金額。

総払い戻し 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払い戻し 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。

販売者の税分配分 この取引で請求された米国の売上税と使用税の合
計額。

出品者税分還付 返金処理が行われた場合に、この取引で返金され
た米国での売上税と使用税の合計額。

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、再販
業者が製造元の製品を販売する際にメーカーに支
払う金額などです。卸売価格は、定価にdiscount 
率を掛けたものです。

卸売料金の払い戻し チャネルパートナーのプライベートオファーの
み。再販業者から返金された商品の費用。

販売者の純収入 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。

トランザクションリファレンス 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。
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[Column] (列) [Description] (説明)

AWS の登録販売者 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 (ルクセンブルクに拠点を置く) の識別子

• Amazon Web Services オーストラリア Pty Ltd 
(AWS オーストラリア)

• Amazon Web Services ジャパン合同会社

再販承認 ID 登録された機会の一意の識別子。

再販承認名 登録された商談の一意の名前。

再販承認の説明 登録された商談についてISVが定義した説明。

リセラーの会社名 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。

支払い会社名 料金が請求されるアカウントの名前。

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 になります。

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。

支払人の州または地域 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。

支払い者の国 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。

支払済み純収益 出品者に支払われた取引の合計金額。

未支払い純収入 販売者に支払われていない取引の合計金額

支払い期間 売掛金を説明するカテゴリには、資金が回収され
た期間（未払い、1～30日、31～60日など）の範
囲があります。
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AWS Marketplace Vendor Insights
AWS MarketplaceVendor Insightsは、組織が実施するソフトウェアリスク評価を簡素化して、信頼でき、
基準を満たしているソフトウェアを安全に調達できるようにする機能です。AWS MarketplaceVendor 
Insightsを使用すると、購入者は1つ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、買い手の調達プロセスを容易にし、売り手
の売り上げを伸ばす可能性があります。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
ダッシュボードが提供されるため、購入者の評価作業が軽減されます。

AWS MarketplaceVendor Insights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。

• 出品者の自己証明。
• 業界標準の監査報告書 (たとえば、国際標準化機構 ISO 27001)
• AWS Audit Managerこれにより、販売者の実稼働環境からの証拠収集が自動化されます。

AWS MarketplaceVendor Insights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管
理情報を収集し、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 アカウントおよび実際の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。ライブエビデンスは、
複数のソースからのデータを常に更新して最新の情報を提示する方法です。 AWS Config出品者の環境で
は有効になっています。設定、バックアップの有効化、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「準拠」で、Amazon S3 バケットが公開されたとしま
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] に変更され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、ベースラインリソースとインフラ
ストラクチャをセットアップする必要があります。セットアップが完了すると、AWS Marketplace Vendor 
Insightsは情報を収集し、 software-as-a-service （SaaS）製品のセキュリティプロファイルを生成できま
すAWS Marketplace。

内容
• 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のプロフィールを表示する (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. 396)

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
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。
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• 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 MarketplaceVendor Insights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、登録しても料金はかかりません。AWS MarketplaceソフトウェアのVendor Insightsセキュリティプロ
ファイルを購読することで、AWS Marketplace参加している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更され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 日が経過してもサブスクリプションをアクティブ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 Marketplace Vendor InsightsAWS アカウント ダッシュボードの設定と
操作が完了していることを確認してください。

Note

AWS Marketplaceベンダーインサイトが情報を収集し、 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、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。

以下の手順では、AWS Marketplaceサービスとしてのソフトウェア (SaaS)AWS Marketplace 出品情報に
ベンダーインサイトを設定するための大まかな手順を説明します。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導入に必要なテンプレートなどの技術リソースは、 GitHub 
ウェブサイトの Vendor InsightsAWS 用サンプルリポジトリで入手できます。

SaaSAWS Marketplace リスティング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)セクションを確認してください。VendorREADME.mdAWS Insightsのサンプルリポジトリ
のファイルには、ソリューションの仕組みの詳細な説明が記載されています。
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2. CloudFormation オンボーディングスタックを自社にデプロイします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
ングスタックの導入 (p. 389)。

3. 監査レポートなど、現在のSOC2 Type 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で作成された 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。プロファイルへのアーティファクトのアップロードについては、「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。サポートリクエストを送信
フォームを使用して、Vendor Insightsのオンボーディング導入が完了し、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お客様に連絡し、自己評価を完了するための手順を伝えます。

AWS のサービス必要なリソースとリソース
AWS MarketplaceVendor Insightsのオンボーディングプロセスでは、 CloudFormation 以下のリソースをデ
プロイします。

• 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。自己評価の各統制について、購入者が確認できる回答を

提供します。
• によって自動的に入力される統制を含む自動アセスメントAWS Config。

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—AWS ConfigAWS Config スタックセットはコンフォーマンスパックをデプロイして必要な
ルールを設定します。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
カウントその中に配備されている他の人の生きた証拠を収集できます。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 — このスタックセットは、次の 3 つの Amazon 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お客様とベンダーインサイトサービスの間の共通リンクとして機能します。これに
は、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。評価レポートの発行について詳しくは、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テンプレートをデプロイする

と、AWSVendorInsightsOnboardingStackSetsAdmin管理者ロールと実行ロールが作成されま
すAWSVendorInsightsOnboardingStackSetsExecution。スタックセットは管理者ロールを使
用して、AWS リージョ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 Vendor Insights の設定プロセスの一環として、必要な親スタックとネストされ
たスタックをデプロイするための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。
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• 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には、AWS 
Marketplace評価で見つかったエビデンスがベンダーインサイトプロファイルに表示されます。

• は、AWSVendorInsightsOnboardingDelegationRoleAWS Marketplaceベンダーインサイトへ
のアクセスを提供し、vendor-insights-audit-reports-bucketvendor-insights-stack-
set-output-bucketおよびバケット内のオブジェクトを一覧表示して読み取ることができます。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このロールには、管理アクセス権が付与されAWS Audit 
Manager、有効化または無効化、設定の更新、評価、統制、フレームワークの管理が可能になりま
す。あなたまたはあなたのチームがこの役割を引き受けて、自己評価を完了することができますAWS 
Audit Manager。

オンボーディングスタックの導入
AWS MarketplaceVendor Insightsの設定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 SaaS ソリューションを使用している場合は、 StackSets 集中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ユーザーガイド』AWS 
CloudFormation StackSetsの「操作」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 次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。このスタックを出品用アカウントで作成します。

• VendorInsightsOnboardingCFT— 必要なAWS のサービス IAM 権限を設定し、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自社で実行されている 
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出品者アカウントと
プロダクションアカウントの両方に作成します 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. GitHubWeb サイトの Vendor InsightsVendorInsightsPrerequisiteCFT.ymlAWS テンプレート
のサンプルリポジトリ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)。

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、[次へ] を選択します。
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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」(Capabilities) 領域の承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、「リソース」タブを選択し、作成された次のロールをメモします。

• 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、自社で実行されている 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、または販売用アカウントとプロダクションアカ
ウントを別々にお持ちの場合は、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実行できます。

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をデプロイにデプロイをデプ
ロイにデプロイが 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. GitHubWeb サイトの Vendor InsightsVendorInsightsOnboardingCFT.ymlAWS テンプレートの
サンプルリポジトリ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、[作成] 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] で、管理者ロールの [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で
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別々にある
場合、このオプションはプロダクションアカウントにのみ選択し、管理アカウントには選択しない
でください。

• CreateVendorInsightsBucket— このパラメータは Amazon S3 バケットを設定して、AWS 
Marketplaceベンダーインサイトとお客様との間で証明書などのアーティファクトを交換しやすくし
ます。

管理アカウントとプロダクションアカウントが別々にある場合、このオプションは管理アカウント
にのみ選択し、プロダクションアカウントには選択しないでください。
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• CreateVendorInsightsIAMRoles— このパラメータは、AWS Marketplaceベンダーインサイト
がお客様の評価および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、社内の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別々にある場合、
このオプションは管理アカウントにのみ選択し、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 デプロイメントのプライマリを
設定します。これは、自分の S3AWS アカウント バケットと自己評価が作成されるリージョンで
す。SaaS 製品が 1 つのリージョンのみにデプロイされている場合、そのリージョンがプライマリ
リージョンになります。

• 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、商品に設定する複数の自己評価を見分けるのに役立ちます。

8. 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。

9. デプロイを設定。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、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スタックセットを設定できます。[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は、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応じて、一部のパラメー
ター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、指定された
すべてのアカウントに同じパラメーターを適用します。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でなければなりませ
ん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。

スタックセットの完了にはリージョンごとに約 5 分で完了します。

アーティファクトをアップロード
AWS Marketplace監査レポートや証明書などのコンプライアンスアーティファクトをと共有できます。
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。

2. VendorInsightsOnboardingCFT は、AWS リージョンのプライマリに vendor-insights-audit-reports-
bucket-{アカウント番号} という名前の S3 StackSet バケットを作成します。AWS アカウント

3. ISO-27001 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SOC2またはISO27001が含ま
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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。

自己評価を完了してください
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自己評価を完了する方法についてのビデオをご覧ください。

自己評価を完了するには

1. AWS Management Consoleにログインし、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、[評価] を選択
しAWSVendorInsightSelfAssessment、評価を開きます。

3. を使用していない場合はAWSAuditManagerAdminRole、自己評価を完了するには、監査責任者として
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、次のを行います。

a. 「監査責任者」 タブを選択し、「編集」 を選択します。
b. ステップ 4「監査オーナーの編集」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. 変更を確認します。次に、[変更を保存] を選択します。

4. AWSVendorInsightSelfAssessmentページの [コントロール] タブの [コントロールセット] に、コント
ロールに対する応答を記録します。

Important

自己評価で「統制ステータス」 を「審査済み」に更新しないでください。

コントロールへの応答を記録するには、次のを行います。

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」フィールドに回答を入力します。

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、（該当する場合）Yesまた
は（該当する場合）Noの回答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、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。

c. [コメントを送信] を選択します。
5. 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。
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AWS Marketplaceベンダーインサイトのプロフィー
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。データを保護するため、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
てユーザーをセットアップする方法の詳細については、「」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
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製品概要を購入者に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。

データを定義するために使用される 10 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
• ビジネス回復性
• データセキュリティとプライバシー
• エンドユーザー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購入者ガイドの「管理カテゴリについて」を参照してください。

AWS MarketplaceVendor Insightsを設定して使用することにより、AWSサービス規約とデータプライバ
シールールを遵守し、ユーザー情報を非公開かつ安全に保つ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 サービス規約」を参照してください。

出品者としてのセキュリティプロファイルを表示する
自己評価を完了し、その他のライブエビデンスを追加したら、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) に署名した購入者がアクセスできるように、AWS 
Marketplaceベンダーインサイトサポートチームに公開情報の更新を依頼するまで、購入者には表
示されません。
AWS MarketplaceVendor Insights プロファイルから個人情報 (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。

購入者が閲覧しているセキュリティプロファイルを表示するには

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てください。
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4. 「ベンダーインサイト」タブを選択し、「最新リリースされた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。各コントロールセットを選択して詳細を表示します。

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. 394)
• 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. 395)
• 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。
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スナップショットの表示 

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。

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。
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スナップショットリリースを延期

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。

AWS Marketplaceベンダーインサイトでのアクセス
制御

AWS Identity and Access Management(IAM)AWS のサービス は、AWSリソースへのアクセスを制御する
のに役立ちます。IAM は、追加費用なしで使用できる AWS のサービス です。管理者の場合、誰を認証
(サインイン) し、誰にAWS Marketplaceリソースの使用を許可する (アクセス許可を持たせる) かを制御で
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AWS Marketplaceベンダーインサイト出品者の権限

きます。 AWS MarketplaceVendor InsightsはIAMを使用して、出品者データ、評価、出品者自己証明、業
界標準の監査レポートへのアクセスを管理しています。

AWS Marketplace 管理ポータル誰が何をできるかを制御するおすすめの方法は、IAM を使用してユーザー
とグループを作成することです。次に、そのユーザーをグループに追加してグループを管理します。読み
取り専用のアクセス許可を付与するポリシーまたはアクセス許可をグループに割り当てます。読み取り専
用アクセスを必要とする他のユーザーがいる場合は、そのユーザーの権限を追加する代わりに、作成した
グループにそのユーザーを追加できます。

ポリシーは、ユーザー、グループ、またはロールに適用されるアクセス許可を定義したドキュメントで
す。権限によって、ユーザーが実行できる操作が決まりますAWS。ポリシーでは通常、特定のアクション
へのアクセスを許可し、オプションで、それらのアクションを Amazon EC2 インスタンスや Amazon S3 
バケットなどの特定のリソースで実行することを許可することができます。また、ポリシーにより、アク
セスを明示的に拒否することもできます。アクセス許可は、特定のリソースへのアクセスを許可または拒
否するポリシー内のステートメントです。

Important

作成したすべての ユーザーは、自分の認証情報を使用して認証します。しかし、AWS アカウン
ト彼らは同じものを使います。ユーザーが行った変更はアカウント全体に影響を及ぼす可能性が
あります。

AWS Marketplace には、そのようなアクセス許可が付与されたユーザーが AWS Marketplace 
管理ポータル で実行できるアクションを制御するために定義されたアクセス許可がありま
す。また、AWS Marketplace複数の権限を組み合わせて作成および管理するポリシーもありま
す。AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess ポリシーでは、ユーザーに AWS Marketplace 管
理ポータル の製品へのフルアクセスを許可します。

利用可能なアクション、リソース、条件キーの詳細については、「サービス認証リファレンス」の「AWS 
Marketplaceベンダーインサイト」の「アクション、リソース、条件キー」を参照してください。

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

必要なリソース:なし:なし:なし:

リソースを作成します。DataSource

DeleteDataSource
DeleteDataSourceユーザーは自分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、プロファイルとの関連付けを解除する必要があります。詳細については、「the section called 
“AssociateDataSource” (p. 398)」を参照してください。
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GetDataSource

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、処理情報 (存在する場合) 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ユーザーは自分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:なし:なし:

CreateSecurityProfile
CreateSecurityProfileユーザーが新しいセキュリティプロファイルを作成することを許可します。
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:なし: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:なし: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することができます。

アクショングループ:読み取り専用グループ:読み取り/書き込みできる:読み取り/書き込みできる

必要なリソース:SecurityProfile

AssociateDataSource
AssociateDataSourceDataSourceAWS Marketplaceユーザーは既存のもの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たり、関連
付けを解除したりすることで、スナップショットの内容を制御できます。
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DisassociateDataSource

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
DisassociateDataSourceユーザーは、DataSourceAWS Marketplace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
けたり、関連付けを解除したりすることで、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ユーザーは、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ユーザーが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有効にすると、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。

少なくとも 1ActiveReleased 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、エンドユー
ザー向けのAWS Marketplace Vendor Insights ディスカバリーの対象となります。

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ユーザーが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終了状態は、共有状態からプロファイルを削除することと同じ
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

UpdateSecurityProfileSnapshotCreationConfiguration
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。週次作成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。

399



AWS Marketplace 販売者ガイド
UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration

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

UpdateSecurityProfileSnapshotReleaseConfiguration
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。レビューするステージング期間が 2 日の週次リリースのデ
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
ショットを一覧表示できます。

アクショングループ:読み取り専用、リスト専用、および読み取り/書き込み

必要なリソース:SecurityProfile

GetSecurityProfileSnapshot
GetSecurityProfileSnapshotユーザーは、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:読み取り専用グループ:読み取り/書き込みできる: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を許可しま
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:タグ付け

オプションリソース:SecurityProfileおよびDataSource

UntagResource
UntagResourceユーザーがリソースからタグを削除することを許可しま
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:タグ付け

オプションリソース:SecurityProfileおよびDataSource

ListTagsForResource
ListTagsForResourceユーザーはリソースのリソースタグを一覧表示することができま
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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その他のリソース

アクショングループ:読み取り専用です:なし

オプションリソース:SecurityProfileおよびDataSource

その他のリソース
IAM ユーザーガイドの以下のリソースには、IAM の開始と使用に関する詳細情報が記載されています。

• 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
• ポリシーをユーザーグループにアタッチする
• IAM ID (ユーザー、ユーザーグループ、ロール)
• 最初のユーザーユーザー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。

提供している製品の詳細はこちら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. 118)
• コンテナベースの製品要件 (p. 141)
• 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. 286)

Note

データ製品の AWS Data Exchange のセキュリティについては、AWS Data Exchange ユーザーガ
イドの「セキュリティ」を参照してください。
の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出品者向け管理ポリシー (p. 409)
• AWS MarketplaceCommerce Analytics Service (p. 420)
• 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 コールのログ記録 (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)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。管理者の場合は、誰を認証 (サインイン) し、誰にAWS Marketplaceリソースの使用を許
可する (アクセス許可を持たせる) かを制御できます。IAM は、追加費用なしで使用できる AWS のサービ
ス です。

AWS Marketplace 管理ポータル誰が何をできるかを制御するおすすめの方法は、IAM を使用してユーザー
とグループを作成することです。次に、そのユーザーをグループに追加してグループを管理します。たと
えば、John に商品の閲覧を許可する必要がある場合は、John 用にユーザーを作成し、そのユーザーを読
み取り専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を必要とする他のユーザーがいる場合は、
そのユーザーに権限を追加する代わりに、作成したグループにそのユーザーを追加できます。John の役割
が変更され、読み取り専用アクセスが不要になった場合は、John をグループから削除できます。

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。次のような方法で、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 Simple Queue 
Service キュー (C) からのメッセージ (B) を読む権限があります。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 ユーザーは、自分の認証情報を使用して認証します。しかし、AWS アカウン
ト彼らは同じものを使います。ユーザーが行った変更はアカウント全体に影響を及ぼす可能性が
あります。

AWS Marketplace には、そのようなアクセス許可が付与されたユーザーが AWS Marketplace 管
理ポータル で実行できるアクションを制御するために定義されたアクセス許可があります。ま
た、AWS Marketplace 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この
権限はユーザに [マーケティング]AWS Marketplace 管理ポータル タブへのアクセスを許可しま
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。

次のリソースは、IAM の開始と使用についての詳細を説明しています。

• 管理者ユーザーを作成する
• 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、グループ、ロール)
• 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。

以下のトピックでは、ユーザーとグループの作成、およびユーザーとしてのサインインに関する大まかな
ガイダンスを提供します。
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トピック
• ユーザーの作成 (p. 404)
• グループの作成または使用 (p. 404)
• ユーザーとしてのサインイン (p. 406)

ユーザーの作成
社内のユーザーがにログインできるようにするにはAWS Marketplace 管理ポータル、アクセスが必要な
ユーザーごとにユーザーを作成します。

ユーザーを作成するには

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

2. ナビゲーションペインで [ユーザー] を選択し、[新しいユーザーの作成] を選択します。
3. 番号の付いた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。
4. [ユーザーごとにアクセスキーを生成] チェックボックスをオフにし、[作成] を選択します。

作成したばかりの各ユーザー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. [セキュリティ認証情報] タブを選択し、[パスワードの管理] を選択します。
3. 自動生成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

インインで新しいパスワードの選択を要求する場合は、[ユーザーに次回のサインインで新しいパス
ワードの作成を要求する] チェックボックスをオンにします。[Apply] (適用) を選択します。

4. [認証情報のダウンロード] を選択し、サインイン認証情報とアカウント固有のサインイン URL をコン
ピューター上のカンマ区切り値 (CSV) ファイルに保存します。次に、[Close] (閉じる) を選択します。

Note

作成したログイン認証情報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、ダウンロードしたばかりの認証情報ファイルに含まれ
ており、IAM コンソールでも確認できます。詳細については、IAM ユーザーガイドの「IAMAWS 
アカウント ユーザーがあなたにサインインする方法」を参照してください。

Tip

AWS アカウント自分が所有者であっても、自分用のログイン認証情報も作成してください。これ
は、アカウントオーナーも含め、AWS Marketplaceすべての人がユーザーとして作業することを
おすすめするベストプラクティスです。管理者権限を持つユーザーを自分で作成する方法につい
ては、IAM User Guideの 「管理者ユーザーの作成」を参照してください。

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
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す。独自のポリシーを作成するのではなく、AWS Marketplace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. 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、[グループ] を選択し、ポリシーをアタッチするグループを選択します。
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 1 つまたは複数のポリシーを選択し、[Attach Policy] 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。

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。

5. [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。

適切な許可を持たせる IAM グループを作成し、ユーザーをグループに追加するには。

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。
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ユーザーとしてのサインイン
IAM でユーザーを作成すると、ユーザーは自分のサインイン認証情報を使用してサインインできます。そ
のためには、相手はあなたに関連付けられた固有の URL を使用する必要がありますAWS アカウント。サ
インイン URL を取得してユーザーに配布できます。

アカウント固有のサインイン 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. ナビゲーションペインで、[ダッシュボード] を選択します。
3. コンテンツペインの上部にある IAM ユーザーのサインインリンクを探し、次のような形式のサインイ

ンリンクをメモしておきます。

 https://AWS_account_ID.signin.aws.amazon.com/console/

Note

サインインページの URL にAWS アカウント ID の代わりに自社名 (または他のわかりやすい
識別子) を含める場合は、[カスタマイズ] を選択してアカウントのエイリアスを作成できま
す。詳細については、IAM ユーザーガイドの「AWSアカウント ID とそのエイリアス」を参
照してください。

4. この URL を、社内で一緒に作業できる人に配布します。またAWS Marketplace、それぞれに作成した
サインイン認証情報も一緒に配布します。アクセスする前に、アカウント固有のサインイン URLAWS 
Marketplace を使用してサインインするように指示します。

AWS Marketplace 販売者のポリシーとアクセス許
可

AWS Marketplaceには、で使用できる 3AWS Marketplace 管理ポータル つの管理ポリシーがあります。
さらに、個々の権限を使用して独自のAWS Identity and Access Management (IAM) ポリシーを作成できま
す。

Note

データ製品の AWS Data Exchange のポリシーと権限については、AWS Data Exchange ユーザー
ガイドの「AWS Data Exchange の Identity and Access Management」を参照してください。
購入者のポリシーと権限について詳しくは、AWS Marketplace購入者ガイドの「AWS 
Marketplaceサブスクリプションへのアクセスの制御」を参照してください。AWS Marketplace

AWS Marketplace 販売者のポリシー
へのアクセスを制御するにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはする
にはするにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはす
るにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはするにはAWS Marketplace 
管理ポータル

AWSMarketplaceSellerFullAccess

AWS Marketplace 管理ポータルのすべてのページや、Amazon マシンイメージ (AMI)AWS 管理などの
他のサービスへのフルアクセスを許可します。

AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess

の商品ページへのフルアクセスを許可しますAWS Marketplace 管理ポータル。
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AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly

での製品ページへの読み取り専用アクセス権を使用します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ときは、必ずで始まるポ
リシーを検索してくださいAWSMarketplaceSeller。

AWS Marketplaceまた、特定のシナリオに特化した管理ポリシーも用意されています。AWS Marketplace
販売者向けの AWS 管理ポリシーの全リストと、それらが提供している権限の説明については、を参照し
てくださいAWSAWS Marketplace出品者向け管理ポリシー (p. 409)。

AWS Marketplace 販売者のアクセス許可
の IAM ポリシーでは、以下の権限を使用できますAWS Marketplace 管理ポータル。

aws-marketplace-management:viewSupport

のカスタマーSupport 資格ページにアクセスできますAWS Marketplace 管理ポータル。
aws-marketplace-management:viewReports

の [レポート] ページにアクセスできますAWS Marketplace 管理ポータル。
aws-marketplace-management:uploadFiles

の [ファイルのアップロード] ページにアクセスできますAWS Marketplace 管理ポータル。
aws-marketplace-management:viewSettings

の [設定] ページにアクセスできますAWS Marketplace 管理ポータル。
aws-marketplace:ListEntities

にアクセスしてオブジェクトを一覧表示できますAWS Marketplace 管理ポータル。の「オファー」
ページと「パートナー」AWS Marketplace 管理ポータル ページにアクセスする必要があります。

aws-marketplace:DescribeEntity

にアクセスして、内のオブジェクトの詳細を表示できますAWS Marketplace 管理ポータル。の「オ
ファー」、「パートナー」、「契約」AWS Marketplace 管理ポータル ページにアクセスする必要があ
ります。

aws-marketplace:StartChangeSet

にアクセスして製品の変更を作成できますAWS Marketplace 管理ポータル。の「オファー」、「パー
トナー」、「契約 (p. 47)」AWS Marketplace 管理ポータル ページを変更する必要があります。

aws-marketplace:SearchAgreements

契約ページでは契約書の大まかなリストを、パートナーページではISVとチャネルパートナー間の商談
を表示できます。 (p. 42) (p. 47)

aws-marketplace:DescribeAgreement

「契約」ページでは契約の詳細を、「パートナー」ページでは ISV とチャネルパートナー間の商談を
確認できます。

aws-marketplace:GetAgreementTerms

契約ページですべての契約期間の詳細を表示できるほか、パートナーページで ISV とチャネルパート
ナー間の商談を確認できます。

407

http://aws.amazon.com/marketplace/management/products/
http://aws.amazon.com/marketplace/management/support/
http://aws.amazon.com/marketplace/management/reports/
http://aws.amazon.com/marketplace/management/product-load/
http://aws.amazon.com/marketplace/management/seller-settings/account
http://aws.amazon.com/marketplace/management/offers
http://aws.amazon.com/marketplace/management/partners
http://aws.amazon.com/marketplace/management/offers
http://aws.amazon.com/marketplace/management/offers
http://aws.amazon.com/marketplace/management/partners
http://aws.amazon.com/marketplace/management/agreements
http://aws.amazon.com/marketplace/management/offers
http://aws.amazon.com/marketplace/management/partners
http://aws.amazon.com/marketplace/management/partners


AWS Marketplace 販売者ガイド
許可

Note

ユーザーが製品管理ページにアクセスできるようにするに
は、AWSMarketplaceSellerProductsFullAccessAWSMarketplaceSellerProductsReadOnlyま
たは管理権限のいずれかを使用する必要があります。

前述のアクセス権限を 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できます。次の 例を
参照してください。

例 1: [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)] ページへのアクセス許可。
マーケティングページとファイルアップロードページの両方にアクセス権限を付与するには、次の例のよ
うなポリシーを使用します。

{ 
  "Version": "2012-10-17", 
  "Statement": [{ 
    "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
非公開プランのアップグレードや更新を作成するために、契約ページを表示および使用する権限を付与す
るには、次の例のようなポリシーを使用してください。

{ 
    "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" 
                    ] 
                } 
            } 
        } 
    ]
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}

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
「オファー」ページを使用して既存のオファーを表示したり、新規オファーを作成したりするには、
「「ユーザー」ページを使用します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:ListEntities", 
                "aws-marketplace:DescribeEntity", 
                "aws-marketplace:StartChangeSet" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*", 
        } 
    ]
}

IAM グループの使用
または、個別の IAM グループを作成して、内の個々のページへのアクセスを許可することもできます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、1 つの IAM グループを作成し、そのグループにマーケティングページへのアクセス権限を付与し、
別のグループを作成してそのグループに File Upload ページへのアクセス権限を付与します。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。

ユーザーとグループの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「IAM アイデンティティ (ユーザー、
グループ、ロール)」を参照してください。

AWSAWS Marketplace出品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
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スへの読み込み専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追
加された演算とリソースに対し、読み込み専用の許可を追加します。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。

このセクションでは、出品者のアクセスを管理するために使用される各ポリシーを一覧表示しますAWS 
Marketplace。購入者ポリシーについては、AWSAWS MarketplaceAWS Marketplace購入者ガイドの購入
者向け管理ポリシーを参照してください。

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. 411)
• 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. 413)
• 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. 414)
• 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)
• 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アクションを実行できることを AmazonAWS Marketplace に許可するためのサー
ビスロールを作成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. 75)」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 をコピーして出品できるようにする権
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": "*" 
        } 
    ]
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}

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、AWS Marketplace販売者と購入者の両方がユーザーに代わってサービスへのフルア
クセスを許可します。これらの権限には、AWS Marketplaceソフトウェアの購読と購読解除、AWS 
Marketplaceからのソフトウェアインスタンスの管理AWS Marketplace、アカウントでのプライベートマー
ケットプレイスの作成と管理、Amazon EC2、Amazon EC2 Systems Manager へのアクセスが含まれま
す。AWS CloudFormation

許可の詳細

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:*", 
                "cloudformation:CreateStack", 
                "cloudformation:DescribeStackResource", 
                "cloudformation:DescribeStackResources", 
                "cloudformation:DescribeStacks", 
                "cloudformation:List*", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress", 
                "ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress", 
                "ec2:CreateSecurityGroup", 
                "ec2:CreateTags", 
                "ec2:DescribeAccountAttributes", 
                "ec2:DescribeAddresses", 
                "ec2:DeleteSecurityGroup", 
                "ec2:DescribeImages", 
                "ec2:DescribeInstances", 
                "ec2:DescribeKeyPairs", 
                "ec2:DescribeSecurityGroups", 
                "ec2:DescribeSubnets", 
                "ec2:DescribeTags", 
                "ec2:DescribeVpcs", 
                "ec2:RunInstances", 
                "ec2:StartInstances", 
                "ec2:StopInstances", 
                "ec2:TerminateInstances" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        }, 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "ec2:CopyImage", 
                "ec2:DeregisterImage", 
                "ec2:DescribeSnapshots", 
                "ec2:DeleteSnapshot", 
                "ec2:CreateImage", 
                "ec2:DescribeInstanceStatus", 
                "ssm:GetAutomationExecution", 
                "ssm:UpdateDocumentDefaultVersion", 
                "ssm:CreateDocument", 
                "ssm:StartAutomationExecution", 
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                "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*" 
            ] 
        }, 
        { 
            "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。

このポリシーでは、Software-as-a-Service (SaaS) 製品の販売者が顧客が自分のAWS Marketplace 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。

許可の詳細

{ 

412



AWS Marketplace 販売者ガイド
AWSMarketplaceMeteringFullAccess

    "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、AMIAWS Marketplace やフレキシブルな消費価格設定が適用されているコンテナ製品に
対応する従量制使用量を報告できるようにする権限を寄稿者に付与します。

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。

このポリシーでは、AWS Marketplace時間単位の料金設定がオンになっているコンテナ製品に対応する従
量制使用量を報告できる投稿者権限を付与します。

許可の詳細

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:RegisterUsage" 
            ], 
            "Effect": "Allow", 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}
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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業務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-management:uploadFiles", 
                "aws-marketplace-management:viewMarketing", 
                "aws-marketplace-management:viewReports", 
                "aws-marketplace-management:viewSupport", 
                "aws-marketplace-management:viewSettings", 
                "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", 
                "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": [ 
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                "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": "*" 
        }, 
        { 
            "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) を管理する
だけでなく、製品および AMI へのフルアクセスを許可するコントリビューター権限を付与します。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:StartChangeSet", 
                "aws-marketplace:CancelChangeSet", 
                "aws-marketplace:ListEntities", 
                "aws-marketplace:DescribeEntity", 
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                "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" 
                } 
            } 
        }, 
        { 
            "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アクセス権限を付与する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
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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/*" 
        } 
    ]
}

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 Vendor Insights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 MarketplaceVendor Insightsでは、このガイドの目的上、評価者は買い手で
あり、ベンダーは売り手と同等です。 AWS Marketplace契約検索、プロファイルスナップショットの更
新、ベンダーのタグ付けを追加し、AWSVendorInsightsVendorFullAccessAWS 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。

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", 
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        "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" 
      ], 
      "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 Vendor Insightsプロファイルおよび関連リソースを
閲覧するための読み取り専用アクセスを付与します。 AWS MarketplaceVendor Insightsで
は、このガイドの目的上、評価者は買い手であり、ベンダーは売り手と同等です。 AWS 
MarketplaceAWSVendorInsightsVendorReadOnlyタグを一覧表示する権限を追加し、AWS Artifact
サードパーティのレポートへの読み取り専用アクセスを許可するように更新されました。
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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": "*" 
    }, 
    { 
      "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. 414)— 
ポリシーの更新

AWS 
MarketplaceAWSMarketplaceSellerFullAccess出
品者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。

2022 年 12 月 23 日

AWSMarketplaceSellerFullAccessAWSMarketplaceSellerProductsFullAccess (p. 415) (p. 414)、AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly (p. 416)— 
既存のポリシーの更新

AWS Marketplace新しいタグ
ベースの認証機能のポリシーを
更新しました。

2022 年 12 月 9 日
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変更 説明 日付

AWS Marketplace
更新されました
AWSVendorInsightsVendorFullAccess (p. 417)

AWS Marketplace契約検
索、プロファイルスナッ
プショットの更新、ベ
ンダーのタグ付けを追加
し、AWSMarketplaceSellerProductsFullAccessAWS 
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
（プレビュー）。

2022 年 11 月 30 日

AWS Marketplace
更新されました
AWSVendorInsightsVendorReadOnly

AWS Marketplaceタグを
一覧表示する権限を追加
し、AWSVendorInsightsVendorReadOnlyAWS 
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
（プレビュー）。

2022 年 11 月 30 日

AWSVendorInsightsVendorFullAccess (p. 417)と
AWSVendorInsightsVendorReadOnly (p. 418)— 
新しいポリシーの追加

AWS Marketplace新機能「AWS 
Marketplaceベンダーインサイ
ト」AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess
および「」のポリ
シーを追加しまし
たAWSVendorInsightsVendorReadOnly。

2022 年 7 月 26 日

AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess
 (p. 415)および
AWSMarketplaceSellerFullAccess
 (p. 414)— ポリシーの更新

AWS Marketplace新機能「AWS 
Marketplaceベンダーインサイ
ト」AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess
および
「」AWSMarketplaceSellerFullAccess
のポリシーを更新しました。

2022 年 7 月 26 日

AWSMarketplaceSellerFullAccess (p. 414)お
よび
AWSMarketplaceSellerProductsFullAccess (p. 415)— 
既存のポリシーの更新

AWS 
Marketplaceiam:PassedToServiceiam:PassRole条
件が以下の場合にのみ適用され
るようにポリシーを更新しまし
た。

2021 年 11 月 22 日

AWSMarketplaceFullAccess (p. 411)
– 既存ポリシーへの更新。

AWS 
Marketplaceec2:DescribeAccountAttributesAWSMarketplaceFullAccessポ
リシーから重複する権限を削除
しました。

2021 年 7 月 20 日

AWS Marketplace は変更の追跡
を開始しました

AWS Marketplace が AWS マ
ネージドポリシーの変更の追跡
を開始しました。

2021 年 4 月 20 日

AWS MarketplaceCommerce Analytics Service
次の IAM 権限ポリシーを使用して、AWS Marketplaceコマース分析サービスに登録します。

登録方法については、オンボーディングガイドをご覧ください。

{ 
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    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Effect": "Allow", 
            "Action": [ 
                "iam:ListRoles", 
                "iam:CreateRole", 
                "iam:CreatePolicy", 
                "iam:AttachRolePolicy", 
                "aws-marketplace-management:viewReports" 
            ], 
            "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

次の IAM 権限ポリシーを使用して、ユーザーがAWS Marketplace Commerce Analytics サービスにリクエ
ストを送信できるようにします。

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

この機能の詳細については、「AWS Marketplace Commerce Analytics Service (p. 13)」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、お客様のサブスクリプションまたは資格ステータスが変更され
た場合に通知を受け取るのに使用できる Amazon SNSAWS Marketplace トピックを提供します。キュー
が通知に対してアクションを実行できるように、トピックに 1 つ以上の Amazon SQS キューを設定でき
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合、Amazon SNS ト
ピックは Amazon SQS キューにメッセージを送信して、その顧客が使用できるストレージ容量を自動的に
増やすプロセスを開始できます。

Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) キューにサブスクライブすることで、トピックがキューに
メッセージを送信できます。ただし、AWS Marketplaceメータリングおよびエンタイトルメントサービス 
API ユーザーにキューへのアクセスを許可するための IAM ポリシーはまだ必要です。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、販売者の 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" 
        } 
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    ]
}

Note

Resourceこのフィールドは Amazon SQS キューの Amazon SQS キューの Amazon SQS キュー
の Amazon SQS キューの Amazon SQS キューのキューの Amazon SQS キューの Amazon SQS 
キュー

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. 262) 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

サービスとしてのソフトウェア (SaaS) 製品、Amazon マシンイメージ (AMI) 製品、およびコンテナ製品
では、AWS Marketplace Metering ServiceおよびAWS Marketplace Entitlement Service API を使用できま
す。タイプごとに異なるAWS Identity and Access Management (IAM) のアクセス許可が必要。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。AWS Marketplaceメータリングレコードを提供するために必要な統合を有効にするには、統合が
使用しているサービスアカウントにアクセスを有効にする制限付きの IAM ポリシーが必要です。メータリ
ング情報を送信する製品タイプのポリシーを、統合に使用しているユーザーまたはロールにアタッチしま
す。

トピック
• SaaS 製品の IAM ポリシー (p. 422)
• AMI 製品の IAM ポリシー (p. 423)
• コンテナ製品の IAM ポリシー (p. 423)

SaaS 製品の IAM ポリシー
以下のポリシーでは、すべての SaaS 統合に最初の許可が必要です。aws-
marketplace:ResolveCustomerAWS Marketplace Metering ServiceAPI には 2 つ目の権限が必要で
す。aws-marketplace:BatchMeterUsageAWS Marketplace Entitlement ServiceAPI には 3 番目の権限
が必要です。aws-marketplace:GetEntitlements

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
         { 
         "Action": [ 
                 "aws-marketplace:ResolveCustomer", 
                 "aws-marketplace:BatchMeterUsage", 
                 "aws-marketplace:GetEntitlements" 
         ], 
         "Effect": "Allow", 
         "Resource": "*" 
         } 
    ]
}

SaaS 製品の詳細については、「」を参照してください((サービスをSaaS) ベースの製品 (p. 236)。
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AMI 製品の IAM ポリシー
AMI 製品には以下の「の「IAM ポリシーを見直します。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
         { 
         "Action": [ 
                 aws-marketplace:MeterUsage 
         ], 
         "Effect": "Allow", 
         "Resource": "*" 
         } 
     ]
}

AMI 製品の詳細については、「」を参照してくださいAMI ベースの製品 (p. 60)。

コンテナ製品の IAM ポリシー
コンテナ製品には以下の「IAM ポリシーを使います。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
        { 
            "Action": [ 
                "aws-marketplace:RegisterUsage" 
                ], 
                "Effect": "Allow", 
                "Resource": "*" 
        } 
    ]
}

コンテナ製品の詳細については、「」を参照してくださいコンテナベースの製品 (p. 122)。

ユーザー作成の詳細については、『IAM User Guide』AWS アカウントの「ユーザーの作成」を参照して
ください。ポリシーの作成と割り当ての詳細については「「IAM ユーザーのアクセス権限の変更」を参照
してください。

このポリシーは、ポリシーをアタッチした IAM ロールまたはユーザーに API へのアクセスを許可します。
これらの API 呼び出しで別のアカウントによる役割の引き受けを有効にする方法の詳細については、AWS 
Partner Network (APN) ブログの「AWS アカウント複数のAWS Marketplace SaaS サブスクリプションを
最適に設計する方法」を参照してください。

AWS Marketplace による AWS CloudTrail API コー
ルのログ記録

AWS Marketplaceは、ユーザーAWS CloudTrail、ロール、またはのアクションをレコードするサービス
であるAWS のサービスと統合されていますAWS Marketplace。 CloudTrail は、の APIAWS Marketplace 
コールをイベントとしてキャプチャします。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 AWS アカウントアカウントを作成すると、で有効になります。でサポートされているイベン
トアクティビティが発生するとAWS Marketplace、 CloudTrail そのアクティビティはイベントとしての他
のイベントとともに [AWS のサービスイベント履歴] に記録されます。アカウントの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。同一性情報は次の
判断に役立ちます。

• リクエストが、ルートと AWS Identity and Access Management 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 MarketplaceBatchMeterUsage CloudTrail 操作をイベントとしてログファイルに記録することをサ
ポートします。

AWS Marketplaceログファイルエントリの例
例: BatchMeterUsage
以下の例は、次の例は、 CloudTrail BatchMeterUsageAWS Marketplace Metering Serviceのアクション
を示すログエントリです。出品者が、に記載されているサービスとしてのソフトウェア (SaaS) 製品の顧
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するとAWS Marketplace、 CloudTrail このログエ
ントリが販売者のログエントリに記録されます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",  
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                           "quantity": 1 
                       }, 
                       "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
以下の例は、次の例は、 CloudTrail RegisterUsageAWS Marketplace Metering Serviceのアク
ションを示すログエントリです。から時間単位のコンテナ製品が購入者にデプロイされると、AWS 
MarketplaceAWS アカウントRegisterUsageAWS アカウントコンテナ内のソフトウェアは購入者の内部
を呼び出して、その Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) タスクまたは Amazon EKubernetes 
サービス (Amazon EKS) ポッドの時間単位の計測を開始します。 CloudTrail この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.us-
east-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:Amazon EKSMeterUsage のコンテナの場合
以下の例は、 CloudTrail MeterUsageAWS Marketplace Metering Serviceのアクションを示すログエ
ントリです。カスタムメータリング機能を備えたコンテナ製品が購入者に導入されるとAWS アカウン
ト、AWS MarketplaceMeterUsageAWS アカウントコンテナ内のソフトウェアは購入者宛てに 1 時間ご
とに報告を求めます。 CloudTrail この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.us-
east-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 なし
以下の例は、 CloudTrail MeterUsageAWS Marketplace Metering Serviceのアクションを示すログエン
トリです。カスタムメータリング機能を備えた AMI 製品が購入者にデプロイされるとAWS アカウン
ト、AMIAWS Marketplace のソフトウェアは購入者に 1MeterUsageAWS アカウント 時間ごとに使用状
況を報告するために電話をかけます。 CloudTrail この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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関連トピック

• AWS アカウント の追跡の作成
• AWS CloudTrail ログとのサービス統合
• の Amazon SNS 通知の設定 CloudTrail
• 「 CloudTrail 複数のリージョンからログファイルを受け取る」および「 CloudTrail複数のアカウントか

らログファイルを受け取る」および
• CloudTrail userIdentity 要素。
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ドキュメント履歴
以下の表は、AWS Marketplace今回のリリースの内容をまとめたものです。

このドキュメントの更新に関する通知については、RSS フィードを購読してください。

変更 説明 日付

Amazon 免税プログラムと
米国税計算サービスのサ
ポートを終了しますAWS 
Marketplace (p. 429)

Amazon 免税プログラムと米国税
計算サービスは、このサービスの
サポートが 2023 年 3 月 6 日に終
了したため、ガイドから削除され
ました。

202年年年月月日日日日日

コンテナ製品の手順を追加 コンテナ製品の設定を変更するた
めの新しい手順を追加しました。

2023 年 2 月 13 日

AWS Marketplace製品Support 接
続のサポートの終了 (p. 429)

AWS Marketplace製品Support 
Commerce Analytics 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、2022 年 11 月 30 日
をもってサポートされなくなり
ました。 AWS MarketplaceAWS 
Marketplace製品Support 接続の
コンテンツをガイドから削除しま
した。

2023 年 1 月 27 日

コンサルティングパートナー名
の変更 (p. 429)

AWS Marketplace現在はコンサル
ティングパートナーをチャネル
パートナーと呼んでいます。ガイ
ドが更新され、名前の変更が反映
されました。

202年年月月月月月月月月

カスタマーサービスチーム名の
変更 (p. 429)

マネージドカタログオペレー
ション (MCO) チームは、AWS 
Marketplace名前を出品者オペ
レーションチームに変更しまし
た。ガイドが更新され、名前の変
更が反映されました。

2023 年 1 月 24 日

プライベートオファーページ 認証された購入者は、AWS 
MarketplaceAWS アカウントプラ
イベートオファーページで自分
宛てに拡張されたプライベートオ
ファーを確認できるようになりま
した。

2023 年 1 月 19 日

SaaS 製品設定に関するトピック
を追加しました

SaaS 製品の設定を変更する手順
を記載した新しいトピックを追加
しました。

2023 年 1 月 6 日

の出品者向け管理ポリシーが更
新されましたAWS Marketplace

AWS 
MarketplaceAWSMarketplaceSellerFullAccess出
品者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。

2022 年 12 月 23 日
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出品者へのEメール通知が更新さ
れました

非公開のオファーが公開される
と、出品者に通知されるようにな
りました。

2022 年 12 月 22 日

サブスクリプションの SaaS 無
料試用版が、以下の出品者にも
ご利用いただけるようになりま
したAWS Marketplace

出品者はサブスクリプション商品
の無料試用版を作成できるように
なりました。

2022 年 12 月 16 日

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
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。出品者は処理を待たずに自分
で更新を行うことができます。

2022 年 12 月 14 日

タグベース認証の 3 つのポリ
シーを更新しました

AWS Marketplaceタグベース
の認証機能の 3 つのポリシー 
(AWSMarketplaceSellerFullAccessAWSMarketplaceSellerProductsFullAccess、、AWSMarketplaceSellerProductsReadOnly) 
を更新しました。

2022 年 12 月 9 日

AWS Marketplaceベンダーイン
サイトの出品者向けポリシーを
更新

AWSVendorInsightsAssessorFullAccessAWSVendorInsightsVendorReadOnlyAWS 
Marketplace管理ポリシーとベン
ダーインサイト出品者向けを更新
しました。

2022 年 11 月 30 日

AWS Marketplaceベンダーイン
サイトでの出品者のアクセス制
御

AWS Marketplaceベンダーインサ
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。

2022 年 11 月 30 日

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

AWS Marketplaceベ
ンダーインサイト
のAWSVendorInsightsAssessorFullAccessAWSVendorInsightsAssessorReadOnlyAWSVendorInsightsVendorFullAccess、、、AWSVendorInsightsVendorReadOnlyお
よび管理ポリシーを更新しまし
た。

2022 年 11 月 28 日

出品者はアドオン商品を Amazon 
EKS で公開できます

AWS Marketplaceと Amazon 
EKS を統合することで、出品者
は購入者向けに Amazon EKS コ
ンソールで商品を紹介できます。

2022 年 11 月 28 日

AWS Marketplaceベンダーイン
サイトの設定が更新されました

AWS Marketplaceベンダーインサ
イトのセットアップ手順を更新し
ました。

2022 年 11 月 18 日

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

AWSMarketplaceSellerProductsFullAccessAWSMarketplaceSellerFullAccessAWS 
Marketplaceとベンダーインサイ
トの 2 つのポリシーを更新しま
した。

2022 年 7 月 26 日

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。

2AWSVendorInsightsVendorFullAccess
つのポリシー
と、AWSVendorInsightsVendorReadOnlyAWS 
Marketplace Vendor Insights にソ
フトウェアリスク評価を提供する
機能を追加しました。

2022 年 7 月 26 日
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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
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。

2022 年 7 月 26 日

AWS Marketplaceコマース分析
サービスの権限の更新

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。

2022 年 7 月 21 日

出品者配送データフィードサー
ビスのセクションが追加されま
した

ドキュメントのみを更新して、
「出品者配送データフィードサー
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
を再編成します。

2022 年 6 月 15 日

補足報告セクションを追加 AWS Marketplace最近リリースさ
れた機能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。

2022 年 6 月 14 日

以下の出品者が契約用の SaaS 
無料トライアルを利用でき
るようになりましたAWS 
Marketplace

出品者は、無料試用期間の長さ、
試用期間中に利用できるディメン
ション、顧客が受け取る無料利用
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。

2022 年 5 月 31 日

購入者と販売者の取引にメール
通知が追加されました

買い手と売り手に、オファーや契
約を確認するメール通知を可能に
する新機能AWS Marketplace。

2022 年 5 月 23 日

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
トのみで更新し、機械学習製品を
作成するときの販売者の見解と購
入者の見解を比較する例を含める
ようにしました。

2020 年 4 月 22 日

機械学習セクションの更新 機械学習セクションの更新がド
キュメント化され、手順が明確化
されました。

2022 年 4 月 15 日

イスラエルは現在、適格管轄区
域です

イスラエルの居住者はの販売者
としての登録対象になりました
AWS Marketplace。

2022 年 4 月 13 日

出品データフィードの新しい商
品について更新しました

メーカーは、チャネルパートナー
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した。
これには、対象となるアカウント
が登録販売者であり、その出品商
品の製造元である出品情報も含ま
れます。

2022 年 3 月 29 日

再販機会の通知 出品者は、再販機会の通知を受け
取ることができるようになりまし
た。

2022 年 3 月 28 日

431

https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/vendor-insights.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/vendor-insights.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/vendor-insights.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/set-aws-iam-cas-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/set-aws-iam-cas-permissions.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/data-feed-service.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/data-feed-service.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/data-feed-service.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/supplementary-reports.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/saas-contracts.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/saas-contracts.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/saas-contracts.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/saas-contracts.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/notifications.html#event-types
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/notifications.html#event-types
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/ml-publishing-your-product-in-aws-marketplace.html#ml-creating-your-listing
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/ml-publishing-your-product-in-aws-marketplace.html#ml-creating-your-listing
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/ml-publishing-your-product-in-aws-marketplace.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/user-guide-for-sellers.html#eligible-jurisdictions
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/user-guide-for-sellers.html#eligible-jurisdictions
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/data-feed-offer.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/data-feed-offer.html
https://docs.aws.amazon.com/marketplace/latest/userguide/notifications.html


AWS Marketplace 販売者ガイド

プロフェッショナルサービス製
品に動画を追加しました

プロフェッショナルサービス製品
のページを更新し、サービス製品
の管理方法の詳細を含むビデオを
追加しました。

2022 年 2 月 24 日

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 デプロイを統
合するための新しい情報が追加さ
れました。これには、AWSデプ
ロイ手順に関する参照用のクイッ
クスタートへのリンクが含まれま
す。

2022 年 2 月 15 日

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
の更新を最小限に抑え、AMI 価
格契約に関する誤った情報を削除

2022 年 2 月 14 日

コンテナバージョニングの更新 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
シュする方法を明確にするための
ドキュメントのみの更新。

2022 年 2 月 10 日

SaaSResolveCustomer 製品の
コード例の更新

SaaSResolveCustomer
製品のコード例が更新さ
れ、以下が追加されまし
たCustomerAWSAccountID。

2022 年 2 月 3 日

AWS License ManagerAWS 
Marketplaceコンテナ・エニウェ
ア製品との統合に関するドキュ
メントを追加

ドキュメントのみを更新
し、License Manager と統合し
てContainersAWS Marketplace 
Anywhere製品の契約価格を追加
するための詳細なガイダンスを追
加しました。

2022 年 2 月 1 日

SaaS SNS 通知のアップデート SaaS 通知メッセージをわかりや
すくするためのドキュメントのみ
の更新。

2022 年 1 月 25 日

出品者がAmazon Web 
Services（EMEA、SARL）を通
じてEMEAに拠点を置く買い手と
取引できる

AWS Marketplace対象となる出
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
国と地域に拠点を置くお客様
と取引できるようになりまし
た。AWS アカウント

2022 年 1 月 7 日
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Helm chart の配送方法でコンテ
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

出品者はヘルムチャートの配送方
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、
出品者が提供する Helm chart 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
チャートの配信方法を提供する
場合、 QuickLaunch 出品者は購
入者に対して有効にすることが
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
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。

2021 年 11 月 29 日

既存のポリシーに対する更新 AWS Marketplace出品者のセキュ
リティポリシーが更新されまし
た。

2021 年 11 月 22 日

AMI およびコンテナベースの製
品の契約価格

独立系ソフトウェアベンダー 
(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
価格を設定できるようになりまし
た。

2021 年 11 月 17 日

ベンダー単位のタグ付け ベンダーの従量制タグ付けに関す
るドキュメントのみの更新（コー
ド例を含む）。

2021 年 11 月 11 日

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 
(ISV) は、お客様が Amazon 
Simple Notification Service を通
じて 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通
知を受け取ることができます。

2021 年 11 月 10 日

新しい出品者権限 AWS Marketplaceの [オファー] 
タブと [パートナー] 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AWS Marketplace 管
理ポータル。

2021 年 11 月 9 日

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
プロイできる

最大値よりも高いペイロード推
論を期待す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を必要とする
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。

2021 年 11 月 8 日
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返金ポリシーと承認 返金ポリシーを明確にし、AWS 
Marketplaceすべての返金情報を
出品者ガイドの一箇所にまとめる
ため、文書のみを更新します。

2021 年 8 月 20 日

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 EULA 
を選択またはアップロード

独立系ソフトウェアベンダーは、
コンサルティングパートナーに再
販の機会を創出する際に、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。

2021 年 8 月 17 日

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 
(ISV) は、コンサルティングパー
トナーに再販の機会を創出する際
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。

2021 年 8 月 17 日

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
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。

2021 年 8 月 3 日

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。

2021 年 7 月 29 日

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
されました。

2021 年 7 月 29 日

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。

2021 年 7 月 29 日

対象管轄区域の追加 香港特別行政区とカタール
が、AWS Marketplace の販売者
としての登録対象になりました。

2021 年 6 月 23 日

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
ドの構造の概要がわかるように、
ドキュメントのみを更新しまし
た。

2021 年 6 月 23 日

機械学習の章を更新しました 機械学習製品の作成と管理に関す
る情報をドキュメントのみで更新
します。

2021 年 5 月 27 日

コンテナ製品のセルフサービス
更新

これで、出品者はコンテナベー
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。

2020 年 12 月 17 日

プロフェッショナルサービス AWS Marketplace出品者は購入者
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。

2020年12月3日
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AMI 製品のセルフサービスアッ
プデート

出品者は、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。

2020 年 11 月 23 日

対象管轄区域の追加 バーレーン、ノルウェー、スイ
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。

2020 年 6 月 17 日

承認済みの非公開オファーで
は、アップグレードや更新を提
供できます

SaaS 契約製品および従量課金制
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。

2020 年 5 月 28 日

詳細については、データフィー
ドをご覧ください

データの検索と分析を簡素化す
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。

2020 年 5 月 21 日

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
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。

2020 年 4 月 28 日

オーストラリアとニュージーラ
ンドが適格管轄区域です

現在、AWS Marketplace の出品
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。

2020 年 4 月 2 日

コンテナ製品がカスタムメータ
リングと価格設定強化をサポー
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
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。

2019 年 11 月 14 日

AWS MarketplaceAWS データエ
クスチェンジを通じてデータ製
品をサポートします

AWS Marketplace でデータ製品
を提供できるようになりました。

2019 年 11 月 13 日

AWS Marketplaceカタログ API 
サービスの紹介

AWS Marketplace カタログ API 
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。

2019 年 11 月 12 日

AWS Marketplace時間単位の有
料コンテナをサポート

AWS MarketplaceAmazon Elastic 
Kubernetes Service (Amazon 
EKS) で実行される有料の時間単
位のコンテナがサポートされてい
ます。

2019 年 9 月 25 日
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AMI 製品機能の更新 を使用して AMI と Lambda 関数
を一緒にデプロイできるようにな
りましたAWS CloudFormation。

2019 年 9 月 11 日

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
下にセキュリティコンテンツを統
合しました。

2019 年 5 月 7 日

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。

2019 年年月月月月月月

「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
機能について説明するコンテンツ
を追加しました。

2019 年 3 月 21 日

「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
テンツを追加しました。

2018 年 11 月 28 日

「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
るコンテンツを追加しました。

2018 年 11 月 27 日

出品者ヘルプリクエストを送信
するためのリンクが更新されま
した

E メールアドレスをウェブフォー
ムアドレスに変更しました。

2018 年 10 月 22 日

消費コンテンツを含むSaaS契約
の追加

SaaS コンテンツを再構築し、消
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。

2018 年 10 月 18 日

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
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。

2018 年 10 月 15 日

IAM 権限コンテンツの更新 AMMP 読み取り専用アクセス権
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。

2018 年 10 月 9 日

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
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。

2018 年 10 月 9 日

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 
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。

2018 年 8 月 13 日

出品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
販売者向けのガイダンスを追加し
ました。

2018 年 7 月 3 日

AWS Marketplace ロゴへのリン
クが更新されました

AWS Marketplace の新しいロゴ
を指すようにリンクを更新しまし
た。

2018 年 12 月 6 日

出品者ガイドの追加 PDF 版の販売者向けガイドをす
べてオンラインコンテンツに変換
しました。

2018 年 5 月 9 日
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AWS 用語集
最新の AWS の用語については、「AWS 全般のリファレンス」の「AWS 用語集」を参照してください。
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翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。
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