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はじめに 
AWS コンピテンシープログラムの目的は、習熟した技術を持ち、専門的なソリューション分野で顧客を成功に導いた実績を

持つ APN パートナーを認定することです。コンピテンシーパートナー検証チェックリスト (「チェックリスト」) の対象

は、AWS コンピテンシープログラムへの参加を検討している APN パートナーです。このチェックリストでは、AWS コンピテ

ンシープログラムで認定を取得するために必要な基準を定めています。APN パートナーは、特定のコンピテンシープログラ

ムへの参加を申し込むにあたり、能力の検証を受けます。AWS はこの文書の内容をいつでも変更する権利を有します。 

AWS インダストリアルソフトウェアコンピテンシープログラム 
AWS インダストリアルソフトウェアコンピテンシーパートナーは、製造業（組立系またはプロセス系）主要業務(製品設

計、生産技術、生産管理、オペレーション) の 1 つ以上をターゲットにしたソリューションを提供します。組立製造業

やプロセス製造業では、これらの業務に特化したソフトウェアソリューションによって、バリューチェーンで生産コスト

とオペレーションコストを削減しながら製品の革新を加速することができます。 

関係者に求められること 
APN パートナーは、前提条件がすべて満たされている場合でも、AWS コンピテンシープログラムの参加申込書を提出する

前に、この文書を細部まで通読することが求められます。この文書の記載事項に不明点があるか、さらに説明が必要な場

合、まずはパートナーデベロップメント担当者 (PDR) またはパートナーデベロップメントマネージャー (PDM) にお問い

合わせください。さらに支援が必要な場合、PDR/PDM からプログラム事務局に連絡します。 

 

プログラムの参加申込書を提出する準備ができたら、APN パートナーは、この文書に含まれているチェックリストの

「パートナー自己評価」列を完了する必要があります。 

 

参加申込書を提出するには、次の手順に従います。 

1. アライアンスリードのロールで APN パートナーセントラル (https://partnercentral.awspartner.com/) にログイ

ンする 

2. ページの左側で [View My APN Account] を選択する 

3. [Program Details] セクションまでスクロールする 

4. 参加を申し込む AWS コンピテンシーの横にある [Update] を選択する 

5. プログラム参加申込書に記入し、[Submit] をクリックする 

6. 完了した自己評価を competency-checklist@amazon.com にメールで送信する自己評価には次の情報が含まれて

いる必要があります。 

o ソリューションのカテゴリ (製品設計、生産技術、生産管理、またはオペレーション) 

o デプロイの種類 (マルチテナント SaaS、シングルテナント SaaS、マネージド型サービス、または顧客によ

るデプロイ) 

o 4 つの導入事例のドキュメンテーション (後述の定義を参照) 

 

上記の手順についてのご質問は、APN パートナーデベロップメント担当者またはマネージャーにお問い合わせください。 

 

AWS はご質問内容を確認して 5 営業日以内を目標に返答し、検証のスケジューリングを開始するか追加情報の提供を要

請します。 

 

APN パートナーはチェックリストに目を通し、自己評価を完了し、必要なドキュメンテーションを収集、整理して検証の

準備を進める必要があります。 

 

検証期間中、要件について詳しい話ができる担当者を置くことをお勧めします。APN パートナーのベストプラクティスは、

検証のために次の要員を確保することです。(1) 提出する導入事例で今回のコンピテンシーに該当するものについて話がで

きる、高度な技術を持った 1 人以上の AWS エンジニア/アーキテクト。(2) オペレーションおよびサポート要素に責任を持

つオペレーションマネージャー。(3) 概要のプレゼンテーションを担当するビジネスデベロップメント責任者。  

http://aws.amazon.com/partners/competencies
http://aws.amazon.com/partners/competencies
https://partnercentral.awspartner.com/
https://partnercentral.awspartner.com/
mailto:competency-checklist@amazon.com
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プログラムへの参加と利点 
APN パートナーが AWS コンピテンシープログラムの要件を満たしていない、または AWS コンピテンシーパートナーに期

待される高い水準に達していないと AWS が独自に判断した場合、AWS はいつでも、当該 APN パートナーの AWS コンピ

テンシーパートナーの地位を取り消すことができます。APN パートナーの AWS コンピテンシーパートナーとしての地位

が取り消された場合、当該 APN パートナーは (i) AWS コンピテンシーパートナープログラムの一切の便益を今後享受せ

ず、またその利用を直ちに中止し、(ii) AWS コンピテンシーパートナープログラムとの関係において提供されるすべて

の資料の使用を直ちに中止し、(iii) 自社を AWS コンピテンシーパートナーと自認または自称することを直ちに中止す

るものとします。 

合併、買収、事業売却の影響 
AWS コンピテンシープログラムでは APN パートナーのソリューションに加えて、そのビジネスモデルと提供モデルを検

証します。これらのビジネスモデルと提供モデルは多くの場合、合併、買収、事業売却の過程で大きな影響を受けます。

その結果 APN パートナーは、合併、買収、事業売却の結果として展開することになったビジネスに合わせて、新たな監

査を再申請および完了することを求められる場合があります。下記のガイドラインを参照してください。 

 

買収/合併 

AWS コンピテンシーパートナーが非コンピテンシーパートナーを買収: 即時の対応は不要です。その後の検証中に AWS 

コンピテンシーソリューションへの影響が判明した場合、AWS コンピテンシーパートナーはその影響を説明する必要があ

ります。 

 

非コンピテンシーパートナーが AWS コンピテンシーパートナーを買収: 買収側の APN パートナーが AWS コンピテン

シーパートナーの認定を受けるには、新たな申請と検証が必要です。新しいビジネスモデルと提供モデルに加えて、買収

した技術的能力の統合についてもこの過程で検証を受ける必要があります。AWS コンピテンシープログラムの認定が切れ

ることのないよう、できるだけ早くこの作業を済ませることを推奨します。 

 

AWS コンピテンシーパートナーが別の AWS コンピテンシーパートナーを買収: 即時の対応は不要です。統合後の事業体

は、元の事業体の認定更新時期のうち最も日付が早い時期に評価を受けます。 

 

事業売却 

AWS コンピテンシーパートナーのビジネスのうち、AWS コンピテンシーの提供に関連する部門を売却: 事業の売却が AWS 

コンピテンシーに大きな影響を及ぼし、さらにコンピテンシーパートナーの地位に重大な影響を及ぼす場合、直ちに開示

する必要があります。影響の大きさに応じて、APN パートナーは直ちにプログラムの対象外となるか、または次回の更新

時にビジネスへの影響を明確に説明することを求められます。売却された事業部門は、新しい APN パートナーとして 

AWS コンピテンシープログラムに参加申請する必要があります。 

定義 
APN パートナーソリューション 

APN コンピテンシーは、AWS コンピテンシーの要件に準拠した特定のパートナーソリューションを提供する APN パート

ナーに付与されます。 

 

AWS 導入事例 

いずれの APN パートナーも、パートナーソリューションのデプロイ (完了済みのもの) を詳述した AWS 導入事例をいくつ

か提供する必要があります。AWS 導入事例は、完了済みの顧客プロジェクトを書面で説明したものであり、これには個別の

顧客ソリューションと成果が含まれます。導入事例には、顧客の概要、課題の概要、実装したソリューションの詳細、利用

した AWS のサービスと追加のサードパーティー製ツール、引渡日、顧客が達成した成果を含める必要があります。 

 

AWS 導入事例を公開 (一般利用者と共有可能) または非公開 (APN パートナーがプログラムの要件を満たしていることを

監査または AWS に証明する目的で、AWS と独立監査人のみが共有可能) のどちらにするかを書面で AWS に通知する必要

があります。AWS コンピテンシーの認定を受けた後、公開の AWS 導入事例は、AWS ウェブサイトでパートナーと顧客の

成功を紹介する目的に使用されます。 

 

AWS ビジネス要件検証 
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いずれの APN パートナーも、AWS コンピテンシーを獲得するうえで、AWS ビジネス要件検証を受ける必要があります。

ビジネス要件検証は、技術以外のコンピテンシー要件を APN パートナーが満たしていることの評価であり、APN アドバ

ンスドティアの地位、適切な AWS 導入事例 (公開および非公開) の最少提供数、AWS 固有のランディングページ、ソー

トリーダーシップ活動への積極的な関与などの要件を評価します。 

 

AWS 技術検証 

いずれの APN パートナーも、AWS コンピテンシーを獲得するうえで、AWS 技術検証を受ける必要があります。技術検証

では、AWS 導入事例を参照し、APN パートナーソリューションを評価します。技術検証では、AWS のサービスを利用して

ソリューション分野、ワークロード、または垂直市場に固有の顧客ソリューションを開発および提供する APN パート

ナーの能力を確認します。検証は AWS による優れた設計のフレームワークで説明されている AWS のベストプラクティス

に準拠して行われます。APN パートナーは、AWS 導入事例に関する自社実績 (AWS コンピテンシー用に提出したもの) 

を、独立監査人と AWS パートナーソリューションアーキテクトのどちらかまたは両方に証明します。 

 

技術検証の要件は、後述するコンピテンシー固有の技術検証チェックリストで完全に定義されています。それぞれの技術

検証は 3 つの要素で構成されます。 

 

1. ドキュメンテーションレビュー: APN パートナーは、パートナーソリューションおよび提出された各 AWS 導入

事例を詳述した技術ドキュメンテーションを提供することが求められます。独立監査人と AWS パートナーソ

リューションアーキテクトのどちらかまたは両方が、このドキュメンテーションを使用して、チェックリストに

記載されている AWS コンピテンシー要件との整合性を確認します。ドキュメンテーションは、(オンラインまた

はオフラインのデプロイガイド、インストールマニュアルなどの) 公開情報と (アーキテクチャ図、設計ドキュ

メント、セキュリティ評価などの) 非公開情報の両方で構成することが期待されます。公開情報は、ベストプラ

クティスとの整合性や、APN で承認されたマーケティング用語の使用に関して評価されます。非公開情報は APN 

パートナーの判断により匿名化できます。 

2. アーキテクチャベースラインレビュー: パートナーソリューションまたは AWS 導入事例の一環として AWS 環境

を構成または運用する APN パートナーは、その環境について、コンピテンシー用の AWS アーキテクチャベース

ラインレビューを受けます。要件は AWS による優れた設計プログラムの理念に基づいており、チェックリスト

に詳しく記載されています。 

3. コンピテンシーとカテゴリに固有の技術的要件: それぞれのコンピテンシーとカテゴリは、顧客の問題に対処す

る特定のソリューションを強調することを意図しています。そのためチェックリストには、ソリューションが顧

客に提供しなければならない特定の方法および能力に焦点を当てた、コンピテンシー特有の要件が含まれている

場合があります。詳細についてはチェックリストを参照してください。 

 

APN パートナーソリューションまたは AWS 導入事例の要素のうち要件を満たしていないものは重大指摘事項とされま

す。レビューで確認された重大指摘事項がすべて修正されない限り、AWS コンピテンシーは獲得できません。特定の AWS 

導入事例に関連した重大指摘事項を修正できない場合、その導入事例は AWS コンピテンシーから除外されることがあり

ます。 
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インダストリアルソフトウェアのコンピテンシーカテゴリ 
APN パートナーは、自社のソリューションが適合するセグメントカテゴリも確認する必要があります。 

 

1.) 製品設計: コンピュータ支援設計 (CAD)、コンピュータ支援エンジニアリング (CAE)、電子設計自動化 (EDA)、

土木工学など、設計段階で使用されるアプリケーションおよびサービス。 

2.) 生産技術: 工場レイアウトとコンピュータ支援製造 (CAM)、製品ライフサイクル管理 (PLM)、製品データ管理 

(PDM) 向けのアプリケーション。 

3.) 生産管理: 製造実行システム (MES)、製造オペレーション管理 (MOM)、プラント情報管理システム (PIMS)、サプラ

イチェーンロジスティクス、生産管理向け分析アプリケーションなどの組立製造業もしくはプロセス製造業向けア

プリケーション。 

4.) オペレーション: IoT 技術を利用した生産プロセスに利用される インダストリアル IoT (モノのインターネッ

ト) アプリケーション。および、製造業向け ERP ソリューションなどの製造業向けアプリケーションを提供する 

ISV。このカテゴリには、コンシューマーが使用する製品機能を IoT サービスを利用して実現するコンシュー

マー向け IoT アプリケーションは含まれません。 

 
APN パートナーは、次のどの提供カテゴリが自社のソリューションに当てはまるかを確認する必要もあります。 

 

1.) マルチテナント SaaS: 複数の顧客に共有 AWS インフラストラクチャからサービスを提供します。APN パート

ナーがすべての AWS アカウントを管理します。 

2.) シングルテナント SaaS: 複数の顧客にサービスを提供しますが、一部のインフラストラクチャコンポーネントを個

別顧客専用の AWS アカウントにデプロイします。APN パートナーがすべての AWS アカウントを管理します。 

3.) マネージド型サービス: AWS にデプロイされ、単一顧客にサービスを提供します。APN パートナーがすべての 

AWS アカウントを管理します。 

4.) 顧客によるデプロイ: 顧客の AWS 環境にデプロイされます。顧客がすべての AWS アカウントを管理します。 

 

 

生産技術 
生産管理 
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AWS インダストリアルソフトウェアコンピテンシープログラムの前提条件 
 
次の項目が AWS コンピテンシープログラムマネージャーによって検証されます。情報が不足しているか不完全な場合、

技術検証レビューのスケジューリングに進む前に対処する必要があります。 

 

1.0 APN プログラムのメンバーシップ 合否 

1.1 テクノロジーパート

ナーティア 

APN パートナーは、AWS インダストリアルソフトウェアコンピテンシープログラムへの申し

込み条件として、アドバンスドティアの APN テクノロジーパートナーである必要がありま

す。 

 

1.2 ソリューションカ 

テゴリ 

APN パートナーは、自社のソリューションのセグメントカテゴリを確認します。 

 製品設計（CAD、CAE、EDA） 

 生産技術（PLM/PDMを含む） 

 生産管理 

 オペレーション 

 

APN パートナーは、自社のソリューションの提供カテゴリを確認します。 

 マルチテナント SaaS 

 シングルテナント SaaS 

 マネージド型サービス 

 顧客によるデプロイ 

 

 

1.3 顧客による採用 APN パートナーは、自社のソリューションを利用している顧客の合計数を記載します。 
 

2.0 導入事例 合否 

2.1 インダストリアルソフ

トウェアの導入事例 

APN パートナーは、レビュー対象の 1 つのインダストリアルソフトウェアソリューショ

ンについて、4 つの導入事例を用意する必要があります。4 つの導入事例はそれぞれ、4 

つのセグメントカテゴリ (製品設計、生産技術、生産管理、またはオペレーション) の

いずれかで使用されている APN パートナーソリューションの例に関するものでなければ

なりません。 

 

導入事例ごとに、APN パートナーは次の情報を提供しなければなりません。 

 顧客の名前 

 顧客の課題 

 どのようにソリューションをデプロイして課題を解決したか  

 使用したサードパーティー製アプリケーションまたはソリューション  

 リファレンスの稼働開始日  

 成果/結果 

 具体的なアーキテクチャ図、デプロイガイド、その他の資料 (ソリューションの種

類により異なる。次のセクションで説明) 

 

この情報は、APN パートナーセントラルでのプログラム参加申し込み手続きの際に、提出し

ていただきます。この導入事例に付随する情報は非公開として提供することができ、公開さ

れることはありません。 

 

提供された 4 つの導入事例はすべて、技術検証のドキュメンテーションレビューで審査

されます。導入事例について、チェックリストの各項目の合否を評価するために必要な

ドキュメンテーションを APN パートナーが提供できないか、またはチェックリストのい

ずれかの項目に適合しない場合、その導入事例はコンピテンシーの対象外となります。 

導入事例は、過去 18 か月以内に行われたデプロイを説明したものでなければなりません。

また、「パイロット」または実証支援段階のプロジェクトではなく、顧客が実際に稼働させ

ているプロジェクトの導入事例でなければなりません。 

 

2.2 公開する導入事例 本コンピテンシープログラムへの加入が承認され次第、AWS は、公開事例を使用します。使

用目的は、ソリューションに関する測定可能な KPI に基づいて APN パートナーの成功実績
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を紹介すること、また、顧客の目的を達成するソリューションを開発して提供するために必

要な経験と知識が APN パートナーにあることの根拠を顧客に提示することです。 

 

APN パートナーは、導入事例に関する 4 件の顧客デプロイのうち 2 件を、公開する導

入事例にしなければなりません。公開する導入事例の形式は、公式なもの、ホワイト

ペーパー、ビデオ、ブログ記事のどれでも構いません。 

 

公開する導入事例は APN パートナーのウェブサイトから簡単に見つけられるものでなけ

ればなりません。たとえば、APN パートナーのホームページから、公開する導入事例に

アクセスできる必要があります。また APN パートナーは、公開する導入事例へのリンク

を参加申し込み手続きの際に記載しなければなりません。 

 

 

公開する導入事例には、次のものを含める必要があります。 

 顧客名、APN パートナー名、AWS への言及 

 顧客の課題 

 どのようにソリューションをデプロイして課題を解決したか 

 ソリューションの一部として AWS のサービスをどのように使用したか 

 成果/結果 

 

3.0 AWS インダストリアルソフトウェアのウェブプレゼンスとソートリーダーシップ 合否 

3.1 APN パートナーの AWS 

ランディングページ  

AWS インダストリアルソフトウェアソリューション用のページを設置することで、イン

ダストリアルソフトウェア分野での能力と経験を顧客に示し、顧客に安心を提供しま

す。 

  

APN パートナーは AWS ランディングページを設置し、AWS インダストリアルソフトウェア

ソリューションを説明、公開する導入事例へのリンク、テクノロジーパートナーシップの一

覧を掲載しなければなりません。また、インダストリアルソフトウェア関連の専門知識を裏

付け、AWS での実績を示すその他の関連情報を提供しなければなりません。 

 

この AWS 専用のインダストリアルソフトウェアのページは、APN パートナーのホームペー

ジからアクセスできる必要があります。APN パートナーがインダストリアルソフトウェア技

術に特化した会社であり、インダストリアルソフトウェアのみを取り扱っていることがホー

ムページに反映されている場合に限り、ホームページそのものが AWS ランディングページ

として認められます。 

 

3.2 インダストリアルソフ

トウェアのソートリーダー

シップ 

AWS インダストリアルソフトウェアコンピテンシーパートナーは、インダストリアルソ

フトウェア分野の深い専門知識を有しており、AWS のサービスを利用する革新的なソ

リューションを開発してきた会社と認識されます。 

  

APN パートナーは、インダストリアルソフトウェア分野での専門性と専門知識を紹介す

る公開資料 (ブログ記事、プレスリリース、ビデオなど) を用意しなければなりませ

ん。直近 12 か月以内に公開された資料サンプルへのリンクを提供しなければなりませ

ん。 

 

4.0 ビジネス要件  

4.1 営業用ツールキット APN パートナーは、営業担当者がすぐに使えるドキュメンテーションおよび販促ツール

キットを用意しなければなりません。これには、AWS 日本担当チームの組織に説明でき

る明確な製品バリュープロポジション (価値提案) と、顧客のセールスチャンスへの適

合性を判断するために必要なあらゆる関連情報 (販促資料、プレゼンテーション、顧客

導入事例など) が含まれます。 

 

エビデンスは、プレゼンテーション、1 ページの要約資料、導入事例チェックリストを

含む販促資料の形態でなければなりません。 
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4.2 製品サポート/ヘルプ

デスク 

APN パートナーはウェブチャット、電話、またはメールを通じて顧客に製品サポートを

提供します。 

 

エビデンスは、製品またはソリューションについて顧客に提供するサポートを説明した

ものでなければなりません。 

 

4.3 AWS Marketplace に製

品を掲載 

AWS Marketplace でソリューションを提供しますか? 

 はい 

 いいえ 

 

「はい」の場合、APN パートナーは AWS Marketplace の当該ページへのリンクを提供し

なければなりません。「いいえ」の場合、追加情報は必要ありません。 

 

4.4 AWS との協業時の販売

報酬 

AWS と協業して販売する場合に、自社の営業担当者向けの販売報酬計画を用意していま

すか? 

 はい 

 いいえ 

 説明: ____________________________ 

 

エビデンスは、APN パートナーの営業担当者向けの報酬計画を簡潔に説明したものでな

ければなりません。 

 

4.5 AWS/APN パートナーの

協業の成功 

APN パートナーは、AWSとの協業により獲得した顧客を文書化して公表するためのプロセ

スを備えています。 

エビデンスはプロセスを言葉で説明したものです。 

 

5.0 APN パートナー自己評価 合否 

5.1 AWS コンピテンシー

パートナープログラム検証

チェックリスト自己評価 

APN パートナーは、AWS インダストリアルソフトウェアテクノロジーパートナー検証

チェックリストの要件に準拠しているかどうかの自己評価を行わなければなりません。 

 APN パートナーはチェックリストのすべてのセクションを完了しなければなり 

ません。 

 完了した自己評価は、次の件名のメールで competency-checklist@amazon.com に送信し

なければなりません:[APN パートナー名], Industrial Software Competency 

Technology Partner Completed Self-Assessment 

 AWS への提出前に、自社のパートナーソリューションアーキテクト、パートナーデ

ベロップメント担当者 (PDR)、またはパートナーデベロップメントマネージャー 

(PDM) のレビューを受けることを推奨します。これは、AWS でのレビュー前に APN 

パートナーの AWS チームが作業に関与して提案や助言を行うことで、レビュー作業

の生産性を向上させることを目的としています。 
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インダストリアルソフトウェアコンピテンシーテクノロジーパートナー検

証チェックリスト 
次の項目が独立監査人と AWS パートナーソリューションアーキテクトのどちらかまたは両方によって検証されます。 

情報が不足しているか不完全な場合、技術検証レビューのスケジューリングに進む前に対処する必要があります。 

 

 対象 合否 

技術検証 マルチテナ

ント SaaS 

 

シングルテ

ナント SaaS 

 

マネージド

型サービス 

 

顧客による

デプロイ 

 

必要なドキュメンテーション 

コンピテンシー自己評価の一環として、次のすべてのドキュメンテーションを提出しなければなりません。 

アーキテクチャ図 デプロイカテゴリによっては、1 枚以

上のアーキテクチャ図が必要です。 

 

各アーキテクチャ図は次のものを示

していなければなりません。 

 アーキテクチャの主な要素と、

それらの組み合わせによって

パートナーソリューションを顧

客に提供する方法 

 使用する AWS のサービスすべ

て。適切な AWS サービスアイコ

ンを使用 

 VPC、AZ、サブネット、AWS 外の

システムへの接続など、AWS の

サービスのデプロイ方法 

 オンプレミスコンポーネントや

ハードウェアデバイスなど、AWS 

の外部でデプロイされる要素を

含んでいる 

はい – ソ

リュー

ション全

体に 1 枚

と導入事

例ごとに 

1 枚ずつ 

はい – ソ

リューション

全体に 1 枚と

導入事例ごと

に 1 枚ずつ  

はい – 導入

事例ごとに 1 

枚ずつ  

はい – 導入

事例ごとに 

1 枚ずつ  

 

デプロイガイド デプロイガイドでは、パートナーソ

リューションを AWS にデプロイする

ためのベストプラクティスを提供

し、「デプロイガイドの基本要件」

に記載されているすべてのセクショ

ンを含めなければなりません。 

いいえ いいえ いいえ はい – ソ

リューショ

ンに 1 冊  

 

完了した検証

チェックリスト 

パートナーソリューションに対して

提供する 4 つの導入事例ごとに、

APN パートナーは次のチェックリス

トの完成版を提出して、どのチェッ

クリスト項目が満たされているかを

示さなければなりません。 

はい はい はい はい  

1.0 セキュリティ 
セキュリティの柱では、情報とシステムを保護することに焦点を当てます。主要なトピックには、データの機密性と整合性、 

権限管理における権限の特定と管理、システムの保護、セキュリティイベントを検出する制御の確立が含まれています。 

1.1 AWS アカウン

トのルートユー

ザーを定型作業に

使用していない 

AWS アカウントのルートユーザーを

通常の業務に使用してはなりませ

ん。AWS アカウントの作成後、すぐ

に IAM ユーザーアカウントを作成

し、定型作業には必ずこの IAM ユー

ザーアカウントを使用する必要があ

はい はい はい いいえ 

 

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#create-iam-users
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#create-iam-users


AWS インダストリアルソフトウェアコンピテンシー: テクノロジーパートナー検証チェックリスト v1.0 11 

ります。IAM ユーザーアカウントを

作成したら、AWS ルートアカウント

の認証情報を安全な場所に保存し、

AWS アカウントのルートユーザーの

権限が必要な一部のアカウントおよ

びサービス管理タスクの実行にの

み、その認証情報を使用してくださ

い。日常的に使用する IAM ユーザー

アカウントおよびグループのセット

アップ方法については、「最初の 

IAM 管理者のユーザーおよびグルー

プの作成」を参照してください。 

1.2 AWS アカウン

トのルートユー

ザーに対して多要

素認証 (MFA) が

有効になっている 

AWS アカウントのルートユーザーに

対して MFA を有効にしなければなり

ません。AWS アカウントのルート

ユーザーは AWS アカウントで機密性

の高い操作を実行できるため、新た

なレイヤーの認証を追加するとアカ

ウントのセキュリティ強化に役立ち

ます。利用可能な MFA には、仮想 

MFA やハードウェア MFA など複数の

種類があります。 

はい はい はい いいえ 

 

1.3 定型作業では 

IAM ユーザーアカ

ウントを必ず使用

している 

AWS アカウントのルートユーザー

は、ルート権限が不要なタスクに使

用してはなりません。代わりに、管

理者アクセスが必要な担当者ごとに

新しい IAM ユーザーを作成します。

次に、Administrator Access 管理ポ

リシーをアタッチした「管理者」グ

ループにそのユーザーを配置するこ

とで、そのユーザーを管理者にしま

す。その後、管理者グループのユー

ザーは AWS アカウントのグループ、

ユーザーなどを設定する必要があり

ます。その後の操作はすべて、ルー

トユーザーではなく、AWS アカウン

トのユーザーとそのキーを通じて行

う必要があります。ただし、一部の

アカウントおよびサービス管理タス

クを実行するには、ルートユーザー

の認証情報を使用してログインしな

ければなりません。 

はい はい はい いいえ 

 

1.4 すべてのイン

タラクティブ IAM 

ユーザーに対して

多要素認証 (MFA) 

が有効になってい

る 

すべてのインタラクティブ IAM ユー

ザーに対して MFA を有効化しなけれ

ばなりません。MFA では、一意の認証

コード (ワンタイムパスワード: OTP) 

を生成するデバイスをユーザーが所持

します。ユーザーは通常の認証情報 

(ユーザー名とパスワード) と OTP の

両方を入力しなければなりません。

MFA デバイスは、特定のハードウェ

ア、またはスマートフォンで作動する

アプリのような仮想デバイスでも可能

です。 

はい はい はい いいえ 

 

https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_tasks-that-require-root.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_tasks-that-require-root.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_tasks-that-require-root.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/getting-started_create-admin-group.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/getting-started_create-admin-group.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/getting-started_create-admin-group.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_virtual.html#enable-virt-mfa-for-root
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_virtual.html#enable-virt-mfa-for-root
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_mfa_enable_physical.html#enable-hw-mfa-for-root
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_tasks-that-require-root.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws_tasks-that-require-root.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#enable-mfa-for-privileged-users
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#enable-mfa-for-privileged-users
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1.5 IAM 認証情報

を定期的に更新し

ている 

パスワードおよびアクセスキーを定

期的に変更するとともに、アカウン

ト内のすべての IAM ユーザーにも変

更を促さなければなりません。そう

することにより、知らない間にパス

ワードまたはアクセスキーが漏れた

場合でも、その認証情報を使ってリ

ソースにアクセスされる期間を制限

できます。パスワードポリシーをア

カウントに適用することで、すべて

の IAM ユーザーにパスワードの変更

を要求できます。また、ユーザーに

要求するパスワードの変更頻度を選

択することもできます。IAM ユー

ザーのアクセスキーの更新について

は、「アクセスキーの更新」を参照

してください。 

はい はい はい いいえ 

 

1.7 強力なパス

ワードポリシーを 

IAM ユーザーに適

用している 

IAM ユーザー向けに強力なパスワード

ポリシーを設定しなければなりませ

ん。ユーザーが各自のパスワードを変

更できるようにする場合は、強力なパ

スワードを作成し、パスワードを定期

的に変更するようユーザーに要求しま

す。IAM コンソールの [Account 

Settings] ページで、アカウントのパ

スワードポリシーを作成できます。パ

スワードポリシーを使用して、最小文

字数、アルファベット以外の文字が必

要かどうか、変更頻度など、パスワー

ドの要件を定義できます。詳細につい

ては、「IAM ユーザー用のアカウント

パスワードポリシーの設定」を参照し

てください。 

はい はい はい いいえ 

 

1.8 IAM 認証情報

を複数のユーザー

で共有していない 

AWS アカウントにアクセスする必要が

あるすべての担当者に、個別の IAM 

ユーザーアカウントを作成しなければ

なりません。また同様に、ご自身にも 

IAM ユーザーを作成して管理者特権を

与え、その IAM ユーザーをご自身の

全作業で使用します。お客様のアカウ

ントにアクセスする人に対して個別 

IAM ユーザーを作成することにより、

IAM ユーザーそれぞれに、特別のセ

キュリティ認証情報を設定することが

できます。さらに、各 IAM ユーザー

にそれぞれ異なったアクセス権限を認

めることもできます。必要な場合に

は、いつでも IAM ユーザーのアクセ

ス許可を変更、または無効にすること

ができます。(ルートユーザー認証情

報をいったん譲渡してしまうと無効に

するのが難しくなり、アクセス許可を

制限できなくなります。) 

はい はい はい いいえ 

 

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#rotate-credentials
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#rotate-credentials
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#rotate-credentials
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_access-keys.html#Using_RotateAccessKey
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_passwords_account-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_passwords_account-policy.html
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#create-iam-users
https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#create-iam-users
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1.9 IAM ポリシー

のスコープを最小

権限に下げている 

「最小権限を付与する」の標準的な

セキュリティアドバイスに従わなけ

ればなりません。つまり、タスクの

実行に必要なアクセス許可のみを付

与しなければなりません。ユーザー

が何をする必要があるのかを決定

し、それから各ユーザーに見合った

ポリシーを作成します。そうするこ

とにより、ユーザーは、それらのタ

スクのみを実行します。最小限のア

クセス権限から開始し、必要に応じ

て追加のアクセス権限を付与しま

す。この方法は、寛容なアクセス権

限で始め、後で強化しようとするよ

りも安全です。必要なアクセス許可

を正しく定義するには、ある程度の

調査が必要です。特定のタスクに必

要な権限、特定のサービスがサポー

トする操作、それらの操作を実行す

るために必要なアクセス許可を判断

します。 

はい はい はい いいえ 

 

1.10 ハードコー

ドされた認証情報 

(アクセスキーな

ど) を使用してい

ない 

AWS アクセスキーを管理するためのベ

ストプラクティスに従い、ハードコー

ドされた認証情報の使用を避けなけれ

ばなりません。AWS にプログラムでア

クセスするときには、アクセスキーを

使用して、自身の ID とアプリケー

ションの ID を検証します。アクセス

キーを持っていれば誰でも、キーの被

発行者の AWS リソースに同じレベル

でアクセスできます。したがって、

AWS ではアクセスキーの保護に細心の

注意を払っており、責任共有モデルに

基づいて、キーの被発行者も同等の注

意を払う必要があります。 

はい はい はい はい 

 

1.11 すべての認

証情報を暗号化し

て保存している 

基本要件は、保存されている認証情

報の暗号化を徹底することです。 
はい はい はい はい 

 

1.12 インタラク

ティブユーザーの

みが AWS アクセ

スキーを使用して

いる 

次の場合を除き、AWS アクセスキーが

使用中であってはなりません。1.AWS 

のサービスにアクセスする人間がキー

を使用しており、その人間が管理する

デバイスにキーが安全に保存されてい

る場合。2. 次の限られた条件下で、

AWS のサービスにアクセスするサービ

スがキーを使用している場合。a) EC2 

インスタンスロール、ECS タスクロー

ル、または同様のメカニズムが使用で

きない。b) AWS アクセスキーを週に 

1 回以上更新している。c) IAM ポリ

シーのスコープが次のように厳しく設

定されている。i) 特定のメソッドお

よびターゲットへのアクセスのみ許可

する。ii) リソースへのアクセス元で

はい はい はい はい 

 

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/best-practices.html#grant-least-privilege
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-access-keys-best-practices.html
https://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-access-keys-best-practices.html
https://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/
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あるサブネットにアクセスを限定す

る。 

1.13 すべての

リージョンのすべ

ての AWS アカウ

ントに対して 

CloudTrail が有

効である 

CloudTrail が、すべてのリージョン

のすべての AWS アカウントに対して

有効でなければなりません。AWS ア

カウントアクティビティの可視性

は、セキュリティと運用のベストプ

ラクティスの重要な側面です。

CloudTrail を使用すると、AWS イン

フラストラクチャ全体のアカウント

アクティビティの表示、検索、ダウ

ンロード、アーカイブ化、分析、対

応ができます。アクションを実行し

た人物またはエンティティ、操作さ

れたリソース、イベントの発生日時

などの詳細を識別し、AWS アカウン

トでのアクティビティの分析と対応

に役立てることができます。 

はい はい はい いいえ 

 

1.14 別の AWS ア

カウントが所有す

る S3 バケットに 

CloudTrail のログ

を保存している 

CloudTrail のログは、監査やリカバ

リに限定するなど、ごく限られたア

クセスのために構成された別の AWS 

アカウントが所有するバケットに配

置しなければなりません。 

はい はい はい いいえ 

 

1.15 CloudTrail 

S3 ログバケット

でバージョニング

または MFA 

Delete が有効で

ある 

CloudTrail ログバケットの内容を

バージョニングまたは MFA Delete に

よって保護しなければなりません。 

はい はい はい いいえ 

 

1.16 EC2 セキュ

リティグループの

スコープを厳しく

している 

すべての EC2 セキュリティグループ

は、最大限までアクセスを制限する

必要があります。これには少なくと

も、次のことが含まれます。1.イン

ターネットと VPC 間のトラフィック

を制限するようにセキュリティグ

ループを実装する。2.VPC 内部のト

ラフィックを制限するようにセキュ

リティグループを実装する。3.どん

な場合でも、可能な範囲で最も制限

の厳しい設定のみを許可する。 

はい はい はい はい 

 

1.17 アカウント

内部の S3 バケッ

トが適切なレベル

のアクセス権を

持っている 

必ず、各 S3 バケットへのアクセス

を制御するための適切な制御を適用

しなければなりません。AWS を使用

する場合、本当に必要とするユー

ザーのみにリソースへのアクセスを

制限するのが最善の方法です (最小

権限の原則)。 

はい はい はい はい 

 

1.18 パブリック

アクセスを許可す

るように S3 バ

ケットを誤って構

成していない 

パブリックアクセスを許可してはな

らないバケットが、パブリックアク

セスを防ぐように正しく構成されて

いることを確認しなければなりませ

ん。デフォルトでは、すべての S3 

バケットはプライベートであり、明

示的にアクセスが許可されたユー

はい はい はい はい 

 

https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-user-guide.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/cloudtrail-receive-logs-from-multiple-accounts.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/access-control-overview.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/access-control-overview.html
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/secure-s3-resources/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/secure-s3-resources/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/secure-s3-resources/
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ザーのみがアクセスできます。(一般

公開するウェブサイトで使用する画

像などの) パブリックなアセットを

ホストするために S3 を使用してい

る場合を除き、ほとんどの導入事例

では、広い範囲のパブリックアクセ

スを許可しなくても S3 バケットか

らのファイル読み取りには支障がな

いため、パブリックアクセスを決し

てオープンしないのが最善の方法で

す。 

1.19 S3 バケット

またはオブジェク

トがパブリックに

なった時点で検出

する監視メカニズ

ムが有効である 

S3 バケットがパブリックになった時

点でそのことを識別するために、監

視またはアラートを有効にしなけれ

ばなりません。1 つの方法は 

Trusted Advisor の使用です。

Trusted Advisor は、Amazon Simple 

Storage Service (Amazon S3) に

オープンアクセス許可を持つバケッ

トがないかチェックします。「リス

ト」アクセスを全員に許可するよう

にバケットのアクセス許可が設定さ

れていると、予想より多くの料金が

発生することがあります。具体的に

は、意図しないユーザーがバケット

内のオブジェクトのリストを取得す

る頻度が高い場合です。「アップ

ロード/削除」アクセスを全員に許可

するようにバケットのアクセス許可

が設定されていると、セキュリティ

脆弱性の原因となることがありま

す。誰でもバケット内のアイテムの

追加、変更、削除ができるからで

す。Trusted Advisor のチェック

は、バケットの明示的なアクセス許

可を検証します。また、バケットに

関連付けられたポリシーで、バケッ

トのアクセス許可を上書きする可能

性があるものについても検証しま

す。 

はい はい はい いいえ 

 

1.20 EC2 インス

タンスとコンテナ

の変更を検出する

監視メカニズムが

有効である 

EC2 インスタンスまたはコンテナの

変更は不正なアクティビティを示し

ている可能性があり、少なくとも、

将来のフォレンジック調査に備え

て、耐久性のある場所にログが記録

されなければなりません。この目的

で採用するメカニズムには、少なく

とも次の機能が必要です。1.ソ

リューションで使用する EC2 インス

タンスまたはコンテナ内の OS また

はアプリケーションファイルの変更

を検出する。2 これらの変更を記録

したデータを、EC2 インスタンスま

たはコンテナの外部の耐久性のある

はい はい はい いいえ 

 

https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-s3-update-cloudtrail-integration/
https://aws.amazon.com/blogs/aws/amazon-s3-update-cloudtrail-integration/
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場所に保存する。適切なメカニズム

の例には、次のいずれかがありま

す。a. Chef、Puppet などのスケ

ジュールされた構成管理、または 

OSSEC、Tripwire などの特殊なツー

ルによるファイル整合性チェックの

デプロイ。b. 構成管理ツールの拡張

機能によって EC2 ホスト構成を検証

し、重要な構成ファイルまたはパッ

ケージの更新を「canary」(ログに記

録された no-op) イベントで警告す

る。これは、実行時にすべてのス

コープ内ホストでサービスの稼働継

続を保証するための構成です。c. 

OSSEC と ElasticSearch および 

Kibana のようなオープンソースソ

リューションなどのホスト侵入検出

システムをデプロイするか、パート

ナーのソリューションを使用する。

次のメカニズムはこの要件を満たさ

ないことに注意してください: a. 

EC2 インスタンスまたはコンテナの

頻繁なサイクル。 

1.21 すべての

データが分類され

ている 

ワークロードで処理および保存する

すべての顧客データに検討を加えて

分類し、データの機密性と、データ

の処理時に使用する適切な方法を決

定します。 

はい はい はい はい 

 

1.22 すべての機

密データが暗号化

されている 

機密と分類したすべての顧客データ

を、転送中および保存中に暗号化し

ます。 

はい はい はい はい 

 

1.23 暗号化キー

が安全に管理され

ている 

保存中および転送中のすべての暗号

化キーを暗号化し、キーを使用する

ためのアクセスは、KMS などの AWS 

ソリューションや HashiCorp Vault 

などのパートナーソリューションを

使用して制御します。 

はい はい はい はい 

 

1.24 転送中のす

べてのデータが暗

号化されている 

VPC 境界を超えて転送するすべての

データを暗号化します。 
はい はい はい はい 

 

1.25 セキュリ

ティインシデント

応答プロセスを定

義し、リハーサル

している 

AWS アカウントの侵害などのインシ

デントを処理するセキュリティイン

シデント応答プロセスを定義しなけ

ればなりません。インシデント応答

プロセスをリハーサルする手順を実

装することによって (たとえば、セ

キュリティ Gameday 演習を完了する

ことによって) このプロセスをテス

トしなければなりません。次のこと

を確認するためのリハーサルが、過

去 12 か月以内に行われていなけれ

ばなりません。a. 適切な人々が環境

にアクセスできる。b. 適切なツール

が利用できる。c. 計画に記載された

はい はい はい いいえ 

 

https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-monitor-host-based-intrusion-detection-system-alerts-on-amazon-ec2-instances/
https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-monitor-host-based-intrusion-detection-system-alerts-on-amazon-ec2-instances/
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各種セキュリティインシデントに対

応するために何をすべきか、適切な

人々が知っている。 

2.0 信頼性 
信頼性の柱では、ビジネスや顧客の要求に応えるための障害の防止や、障害からの迅速な復旧を行う能力について焦点を当てま

す。主要なトピックには、設定、プロジェクト間の要件、復旧計画、および変更に対処する方法についての基礎的な要素が含まれ

ます。 

2.1 ネットワーク

接続の可用性 

が高い 

ソリューションへのネットワーク接

続の可用性が高くなければなりませ

ん。VPN または直接接続を使用して

顧客のネットワークに接続している

場合、顧客が必ずしも冗長接続を実

装していなくても、ソリューション

は冗長接続をサポートしなければな

りません。 

はい はい はい はい 

 

2.2 インフラスト

ラクチャのスケー

リングメカニズム

がビジネス要件と

合致している 

次のいずれかの方法で、インフラス

トラクチャのスケーリングメカニズ

ムをビジネス要件と合致させなけれ

ばなりません。1.アーキテクチャの

各レイヤーで自動スケーリングメカ

ニズムを実装する。2.コスト要件や

ユーザーの予想増加率などの現在の

ビジネス要件下では自動スケーリン

グのメカニズムが不要であること、

また、手動でのスケーリング手順が

完全に文書化および頻繁にテストさ

れていることを確認する。 

はい はい はい はい 

 

2.3 AWS とアプリ

ケーションのログ

が集中管理されて

いる 

アプリケーションおよび AWS インフ

ラストラクチャのすべてのログ情報

を 1 つのシステムに統合する必要が

あります。 

はい はい はい いいえ 

 

2.4 AWS とアプリ

ケーションの監視

とアラームが集中

管理されている 

アプリケーションと AWS インフラス

トラクチャを集中監視し、アラーム

を生成して適切な運用スタッフに送

信しなければなりません。 

はい はい はい いいえ 

 

2.5 インフラスト

ラクチャのプロビ

ジョニングと管理

が自動化され 

ている 

ソリューションでは、

CloudFormation や Terraform など

の自動化ツールを使用して AWS イン

フラストラクチャをプロビジョニン

グおよび管理しなければなりませ

ん。稼働中の AWS インフラストラク

チャに定型的な変更を加えるために 

AWS コンソールを使用してはなりま

せん。 

はい はい はい はい 

 

2.6 定期的なデー

タバックアップを

実行している 

耐久性のあるストレージサービスへ

の定期的なバックアップを実行しな

ければなりません。バックアップに

より、管理、論理、または物理エ

ラーの状況からのリカバリ能力が担

保されます。Amazon S3 および 

Amazon Glacier はバックアップや

アーカイブに適したサービスです。

両方とも耐久性があり、低コストの

ストレージプラットフォームです。

はい はい はい はい 

 

https://aws.amazon.com/whitepapers/backup-and-recovery-using-aws/
https://aws.amazon.com/whitepapers/backup-and-recovery-using-aws/
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さらに両方とも容量は無制限で、

バックアップデータセットが大きく

なってもボリュームまたはメディア

の管理は不要です。従量制の料金モ

デルと GB/月あたりの低コストによ

り、これらのサービスはデータ保護

の導入事例に最適です。 

2.7 リカバリメカ

ニズムを定期的

に、またアーキテ

クチャの大きな変

更後にテストして

いる 

リカバリのメカニズムと手順を定期

的に、またクラウド環境を大きく変

更した後にテストしなければなりま

せん。AWS では、データのバック

アップと復元の管理に役立つ多くの

リソースを提供しています。 

はい はい はい いいえ 

 

2.8 アベイラビリ

ティーゾーンの中

断に対してソ

リューションが弾

力的である 

1 つのアベイラビリティーゾーン内

のサービスがすべて中断した場合で

も、ソリューションが稼働し続けな

ければなりません。 

はい はい はい はい 

 

2.9 ソリューショ

ンの弾力性がテス

ト済みである 

1 つのアベイラビリティーゾーンの

中断に対するインフラストラクチャ

の弾力性が、実稼働環境で、Gameday 

演習などによって過去 12 か月以内

にテスト済み。 

はい はい はい いいえ 

 

2.10 災害対策 

(DR) 計画が定義

されている 

目標復旧ポイント (RPO) と目標復旧

時間 (RTO) を含む、綿密な災害対策

計画が定義されています。すべてのス

コープ内サービスの RPO と RTO を定

義し、この RPO と RTO が、顧客に提

案する SLA と整合していなければな

りません。 

はい はい はい はい 

 

2.11 目標復旧時

間 (RTO) が 24 

時間未満である 

基本要件は、コアサービスの RTO が 

24 時間未満であることです。 
はい はい はい いいえ 

 

2.12 災害対策 

(DR) 計画が適切に

テストされている 

DR 計画を定期的に、また大規模な更

新の後にテストして、目標復旧ポイン

ト (RPO) および目標復旧時間 (RTO) 

を達成しなければなりません。AWS 

APN アドバンスドティア申請の承認前

に、少なくとも 1 回の DR テストを

完了しなければなりません。 

はい はい はい いいえ 

 

2.13 別の AWS ア

カウントへのリカ

バリが災害対策 

(DR) 計画に含ま

れている 

別の AWS アカウントへのリカバリ手

順を DR 計画に含め、定期的なリカ

バリテストでこのシナリオをテスト

しなければなりません。少なくとも

別の AWS アカウントへのリカバリを

含めた DR 計画の完全テストを、過

去 12 か月以内に少なくとも 1 回は

完了していなければなりません。注

意: テスト環境にデータを復元す

る、またはユーザーのデータをエク

スポートするプロセスはバックアッ

プを検証するための有用な方法です

が、これらのプロセスは、別の AWS 

アカウントへの完全復元テストを実

はい はい はい いいえ 

 

https://aws.amazon.com/backup-restore/getting-started/
https://aws.amazon.com/backup-restore/getting-started/
https://aws.amazon.com/backup-restore/getting-started/
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AWS リソース: 
 

AWS による優れた設計のウェブサイト https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/  

AWS ホワイトペーパー https://aws.amazon.com/whitepapers/  

APN ブログ https://aws.amazon.com/blogs/apn/ 

AWS ブログ https://aws.amazon.com/blogs/  

行するという要件を満たすものでは

ありません。 

 

 

 

3.0 運用上の優秀性 
運用上の優秀性の柱では、ビジネス価値を提供するためのシステムの実行とモニタリング、および継続的にプロセスと手順を改善

することに焦点を当てます。主要なトピックには、変更の管理と自動化、イベントへの対応、日常業務をうまく管理するための標

準の定義が含まれます。 

3.1 コード変更の

デプロイが自動化

されている 

ソリューションでは、AWS インフラス

トラクチャにコードをデプロイする自

動化された方法を使用しなければなり

ません。AWS インフラストラクチャに

更新をデプロイするために、対話型の 

SSH または RDP セッションを使用し

てはなりません。 

はい はい はい いいえ 

 

3.2 ランブックと

エスカレーション

プロセスが定義さ

れている 

ランブックを作成し、各種のアプリ

ケーションイベントや AWS イベント

への対応に使用する標準的な手順を

定義しなければなりません。システ

ムによって生成されるアラートやア

ラームに対処したり、顧客から報告

されたインシデントに対応したりす

るためのエスカレーションプロセス

を定義しなければなりません。エス

カレーションプロセスには、必要に

応じた AWS サポートへのエスカレー

ションを含めなければなり 

ません。 

はい はい はい いいえ 

 

3.3 AWS アカウン

トに対して AWS ビ

ジネスサポートが

有効である 

ビジネスサポートが有効でなければ

なりません。ビジネスサポート (ま

たは、それよりも上位のサポート) 

は、AWS パートナーネットワークで

アドバンスドティアのテクノロジー

パートナーの認定要件です。アドバ

ンスドティアの資格を満たすために

は、少なくとも 1 つの AWS アカウ

ントでビジネスサポートを有効にし

なければなりません。 

はい はい はい いいえ 

 

https://aws.amazon.com/architecture/well-architected/
https://aws.amazon.com/whitepapers/
https://aws.amazon.com/blogs/apn/
https://aws.amazon.com/blogs/
https://aws.amazon.com/premiumsupport/business-support/

