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本文書は情報提供のみを目的とし、AWS から何らかの提供、契約義務、誓約、保証を付与するものではありません。

ここに述べる恩恵は AWS の独自の裁量によるもので、事前の通知なく変更または停止されることがあります。本文書

は、AWS およびその顧客と APN パートナー間、または AWS と APN パートナー間の両方もしくは一方の契約の 

一部、あるいはそれを修正するものではありません。 
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はじめに 
AWS コンピテンシープログラムの目標は、専門的なソリューション分野で習熟した技術と顧客を成功に導いた実績を 

持つ AWS パートナーネットワークパートナー (「APN パートナー」) を認定することにあります。コンピテンシー 

パートナー審査チェックリスト (「チェックリスト」) は、AWS コンピテンシーへの申し込みを希望する APN パート

ナーを対象としています。このチェックリストでは、AWS コンピテンシープログラムの認定基準を示しています。APN 

パートナーは特定のコンピテンシーに申請する際に、その能力の審査を受けることになります。AWS は、この審査を 

円滑に行うために社内の専門家と外部企業を活用します。AWS はこのドキュメントを随時変更する権利を有します。 

 

当事者に求められること 
APN パートナーは、前提条件をすべて満たしている場合であっても、AWS コンピテンシープログラムへの申し込む 

前にこのドキュメントを熟読する必要があります。このドキュメントについて不明点がある場合や詳しい説明が必要な 

場合は、まず AWS パートナー開発担当者 (「PDR」) または AWS パートナー開発マネージャー (「PDM」) に問い 

合わせてください。さらにサポートが必要な場合は、PDR/PDM がプログラム事務局に連絡します。 

 

APN パートナーはプログラムの申込書を提出する準備が整ったら、このドキュメントの以下に記載されているチェック

リストの「パートナー自己診断」表に必要事項を記入する必要があります。 

 

申込書の送信方法 

1. APN パートナーセントラル (https://partnercentral.awspartner.com/) にアライアンスリードとしてログインします。 

2. ページの左側で [View My APN Account] を選択します。 

3. [Program Details] セクションまでスクロールします。 

4. 申し込みたいと考えている AWS コンピテンシーの横にある [Update] を選択します。 

5. プログラム申込書に必要事項を入力して [Submit] をクリックします。 

6. 必要事項を入力した自己評価を E メールで competency-checklist@amazon.com に送信します。 

o 自己診断には次の内容を含める必要があります。 

▪ ソリューションのカテゴリ (製品設計、生産設計、生産またはオペレーション) 

▪ デプロイのタイプ (SaaS、または顧客が AWS にデプロイ) 

▪ AWS の導入事例のドキュメント (下記の定義を参照) 

 

上記の手順に関して質問がある場合は、PDR/PDM にお問い合わせください。 

 

AWS は、可能な限り 5 営業日以内に審査スケジュールの開始や追加情報のリクエストを行い、質問があればあわせて 

回答します。 

 

APN パートナーは、チェックリストを読み、チェックリストを使用して自己評価を実施し、審査日に審査員に示す 

客観的な証拠資料を集めて整理し、審査に備えてください。 

 

AWS では、APN パートナーが審査時に要件について詳しく述べることのできる担当者を決めておくことをお勧めし

ます。APN パートナーにとっては、審査には高度な技術を持つ AWS 認定エンジニア/設計者を 1 名以上、運用および

サポート機能の責任者である運用担当者、概要説明を行う事業開発エグゼクティブを指名し同席できるようにしておく

ことがベストプラクティスです。APN パートナーは、審査のスケジューリングの前に、客観的な証拠資料やデモンスト

レーションに含まれるすべての情報が審査員に (AWS か外部企業かにかかわらず) 共有されることについて同意して 

いることを確認する必要があります。  

http://aws.amazon.com/partners/competencies
https://partnercentral.awspartner.com/
mailto:competency-checklist@amazon.com
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AWS Microsoft Workloads コンピテンシープログラム 

AWS Microsoft Workloads コンピテンシープログラム (「AWS Microsoft Workloads コンピテンシー」または「コン

ピテンシー」と呼ばれます) は、Microsoft のワークロードを評価したり AWS に移行したりする、あるいは AWS での 

Microsoft Workloads のデプロイ、最適化、最新化を行ったりする顧客の助けとなる、APN テクノロジーパートナーの

製品を特定し検証します。関連製品は次の 3 つのカテゴリに分類されます。移行、オペレーション最適化、データ/ 

分析/機械学習。これらのカテゴリはさらに機能別のサブカテゴリに分けられます。APN パートナーは 1 つ以上のサブ

カテゴリを通じて AWS コンピテンシープログラムに申請し、参加します。 

AWS Microsoft Workloads コンピテンシーカテゴリ 

APN パートナーは、以下のような自社ソリューションが合致するセグメントカテゴリおよびサブカテゴリ 

(またはカテゴリ) を明らかにする必要があります。 

 

1. Microsoft Workloads の移行: このカテゴリの技術は、移行前の評価およびプランニングを実施するか、 

または Microsoft Workloads の移行を自動化および管理します。 

2. オペレーション最適化: このカテゴリの技術は、セキュリティ、可用性、管理の容易性を含む各領域で、 

AWS 上の Microsoft Workloads を最適化および自動化するために使用されます。 

3. データ、分析、機械学習: このカテゴリーの技術は、AWS 上でのデータ分析および機械学習を目的に、

Microsoft SQL Server のデータを作成、変換、分析および管理します。 

 
この表は修正されています 
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AWS Microsoft Workloads 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先立って対処する必要があります。 

1.0 APN プログラム要件 適合の有無 

1.1 プログラム

ガイドライン 

APN パートナーは、Microsoft Workloads コンピテンシープログラムに申し込む前に、 

プログラムのガイドラインと定義を読む必要があります。プログラムの詳細はここをクリック 

 

1.2 APN  

テクノロジー

パートナー階層 

APN パートナーは、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。   

1.3  

ソリューション

カテゴリ 

APN パートナーは、自社ソリューション向けのセグメントカテゴリおよびサブカテゴリ 

(またはカテゴリ) を明らかにする必要があります。 

カテゴリ: 

▪ Microsoft Workloads の移行 

 移行前評価 

 アプリケーションとデータの移行 

 移行のヘルス 

 モニタリングとレポート 

 

▪ Microsoft Workloads のオペレーション最適化 

 セキュリティと脅威管理 

 可用性と災害対策 

 リソース管理、インベントリ/ヘルス/コストのモニタリングおよび管理 

▪ Microsoft Workloads のデータ、分析、機械学習 

 データ統合と準備 

 プラットフォームソリューション 

 SaaS と API ソリューション 

 ビジネスインテリジェンスとビジュアライザゼーション  

 データガバナンス、コンプライアンス、セキュリティ 

 

2.0 導入事例 適合の有無 

2.1 Microsoft 

Workloads  

特有の導入事例 

APN パートナーは、レビュー中のカテゴリに関連する APN パートナーのテクノロジーを使用して 

いることを示す導入事例のうち最低で 4 つの導入事例を用意する必要があります。AWS Migration、

DevOps、Data & Analytics コンピテンシーのいずれかで検証済みの APN パートナーは、Microsoft 

Workloads で APN パートナーがレビュー中のカテゴリに関連するテクノロジーを使用していること

を示す導入事例のうち、2 つ以上の導入事例 (公開導入事例と非公開導入事例が 1 つずつ) に要件が 

軽減されます。 複数のカテゴリがレビュー中である場合は、少なくとも 1 つの導入事例で、各サブ 

カテゴリでテクノロジーが使用されていることを示す必要があります。 

APN パートナーは、各導入事例に以下の情報を提出する必要があります。  

 

https://s3-us-west-2.amazonaws.com/competency.awspartner.com/Templates/Partner+Guides/AWS+Competency+Guidlines.pdf
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▪ 顧客名 

▪ 顧客の課題 

▪ 課題に対処するためにソリューションをデプロイした方法  

▪ 使用したサードパーティ製のアプリケーションまたはソリューション  

▪ リファレンスが実稼働した日付  

▪ 成果や結果 

▪ 特定のアーキテクチャ図、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のプログラム申し込みプロセスで必要になります。 

提出された 4 つの導入事例はすべて、技術検証で審査されます。APN パートナーがチェック 

リストの各項目について導入事例を評価するために必要なドキュメントを提出できない場合、 

またはチェックリスト項目のいずれかに適合していなかった場合、その導入事例は AWS  

コンピテンシーのレビュー対象から除外されます。 

導入事例は、過去 18 か月以内に実施されたデプロイを説明するものであり、「パイロット」や 

PoC (概念実証) ではなく顧客の本番プロジェクトである必要があります。 

2.2 公開導入事例 公開導入事例のコンピテンシーへの組み入れが承認されると、AWS によって使用されます。その

使用目的は、ソリューションの測定可能な重要業績評価指標 (KPI) に基づいて APN パートナー

の成功実績を紹介すること、また、顧客の目的を達成する技術が APN パートナーにあることの 

根拠を、顧客に提示することにあります。 

APN パートナーは、導入事例と関連付ける 4 件の顧客デプロイのうち 2 件を、公開導入事例

とする必要があります。公開導入事例は、公式な導入事例、ホワイトペーパー、動画、ブログ 

記事など、どの形式でも構いません。  

 

公開導入事例は APN パートナーのウェブサイトから簡単に閲覧できる必要があります。たとえば、

APN パートナーのホームページに、公開導入事例へのナビゲーションの設定が必要になります。また

は、APN パートナーは、公開導入事例へのリンクをアプリケーションに組み込む必要があります。 

 

公開導入事例には、以下を含める必要があります。 

▪ 顧客名、APN パートナー名、AWS 

▪ 顧客の課題 

▪ 課題に対処するためにソリューションをデプロイした方法 

▪ ソリューションの一部として AWS サービスをどのように使用したか 

▪ 成果や結果 

 

3.0 AWS Microsoft Workloads ウェブプレゼンスとソートリーダーシップ 適合の有無 

3.1 パートナー 

AWS マイクロ

サイト  

APN パートナーのインターネットプレゼンスは AWS Microsoft Workloads ソリューションに 

特有のもので、APN パートナーの能力と経験についての根拠を顧客に示します。  

APN パートナーは AWS マイクロサイトページを設置し、AWS Microsoft Workloads  

ソリューションの説明、公開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 

掲載する必要があります。また、Microsoft Workloads に関連したパートナーの専門知識を 

裏付け、AWS とのパートナーシップを強調するその他の関連情報を提示する必要があります。 
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この AWS 向けの Microsoft Workloads マイクロサイトは、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 Microsoft Workloads に特化した会社で

あり、Microsoft Workloads のみを取り扱う APN パートナーであ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 マイクロサイトとして認められます。 

3.2  Microsoft 

Workloads  

ソートリーダー

シップ 

 

AWS Microsoft Workloads コンピテンシーパートナーは、AWS のサービスを活用またはその 

管理を支援する革新的なソリューションをこれまで開発してきた実績があり、クラウド管理分野

における高い専門知識を持っていると見なされます。  

APN パートナーは、Microsoft Workloads における重点的な取り組みと専門知識を示す資料  

(ブログ投稿、プレス記事、動画など) を公開する必要があります。過去 12 か月以内に公開した

資料例へのリンクを提供する必要があります。  

 

4.0 ビジネス要件 適合の有無 

4.1 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、メールのいずれかで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 

ある必要があります。 

 

4.2 AWS 

Marketplace に

製品を掲載 

APN パートナーは AWS Marketplace からソリューションを提供します。 

 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、これ以降の情報は不要です。 

AWS Marketplace はコンピテンシー達成の必須条件ではないことに注意してください。 

 

4.3 デプロイ 

モデル 

APN パートナーは、お客様が利用可能なすべてのデプロイモデルのオプションを特定します。 

 AWS での SaaS 

 AWS 以外での SaaS (移行用) 

 AWS での BYOL 

 オンプレミスでの BYOL (移行用) 

 

5.0 APN パートナー自己診断 適合の有無 

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

の自己診断 

APN パートナーはこのチェックリストを使用してコンプライアンスの自己診断を実施する必要が

あります。 

▪ APN パートナーは、チェックリストのすべてのセクションに記入する必要があります。 

▪ 自己評価に必要事項を記入したら、件名を「[APN パートナー名], Microsoft Workloads 

Technology Partner Completed Self-Assessment」とし、competency-

checklist@amazon.com に E メールで送信します。 

▪ APN パートナーは記入した自己診断を AWS に提出する前に、パートナーソリューション

アーキテクト、PDR、PDM のいずれかに確認してもらうことをお勧めします。この目的は、

APN パートナーの AWS チームがプロセスに関与し、監査に先立ってアドバイスを提供し、

監査のプロセスを生産的なものにする一助とすることにあります。 
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AWS Microsoft Workloads コンピテンシープログラム検証

チェックリスト 

次の項目が AWS パートナーソリューションアーキテクト、第三者の監査人、AWS パートナーソリューション 

アーキテクトのいずれか、それらのうちの 2 者、またはそのすべて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。 

カテゴリー別の Microsoft Workloads 技術要件 

APN パートナーソリューションがどのように要件を満たしているかを説明するドキュメントを、AWS コンピテンシー

自己診断の一部として提出する必要があります 

Microsoft Workloads の移行 

必須のソリューション機能 適合の有無 

移行前評価 

テクノロジーソリューションでは、AWS に移行するワークロードを自動的に識別するため

に、エージェントを使用するか、エージェントを使用しないテクノロジーを使用する必要

があります。これには以下が含まれます。 

▪ 以下のうちいずれか 1 つ (または複数) の Microsoft ワークロードの移行前評価:  

o オンプレミスで Microsoft Windows を実行しているサーバーおよび仮想マシン

の評価 

o Docker コンテナ評価 (Windows Server で実行している、または 

コンテナが .NET/.NET Core アプリケーションを実行している場合) 

o .NET/.NET Core アプリケーション評価 

o データ移行評価 (SQL、ファイルシステム、Blob など) 

o エンタープライズソリューションの移行評価  

(Active Directory、OneDrive、Dynamics、Exchange など) 

▪ 移行前評価のレポートを作成する必要があります。 

お客様指定の AWS リソースグループに対する各ワークロード 

 

移行 

テクノロジーソリューションでは、特定されたワークロードを AWS に自動的に移行する

か、またはデータをワークロード以降の一部として自動的に移行するためにエージェントを

使用する、またはエージェントを使用しないテクノロジーを使用する必要があります。 

これには以下が含まれます。 

▪ 以下のいずれかに関する Microsoft ワークロード移行:  

o 仮想マシンの移行 

o Docker コンテナの移行 (Windows Server で実行している、または 

コンテナが .NET/.NET Core アプリケーションを実行している場合) 

o .NET/.NET Core アプリケーションの移行 

o データの移行 (SQL、ファイルシステム、Blob など) 

o エンタープライズソリューションの移行  

(Active Directory、OneDrive、Dynamics、Exchange など) 
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オペレーション最適化 

▪ 移行のフェーズが失敗した場合に、あらゆる時点に関するバックアップおよび 

ロールバックをデータロスを最小限またはまったくなく実施する能力。 

▪ 災害対策のためのハイブリッドクラウドの設定が可能 

▪ 移行後から切り替えおよびソースサーバー/インスタンスのシャットダウンまでの 

データ同期のための差分同期。 

▪ お客様指定の AWS リソースグループに対する各ワークロードの切り替え 

移行のヘルス 

テクノロジーソリューションは、リアルタイムで以下を確認するために移行中に評価を

行う必要があります。 

▪ データの完全性 

▪ アプリケーションの状態  

▪ コネクテッドアーキテクチャの全体的な状態評価 

 

モニタリングと 

レポート 

テクノロジーソリューションは以下を満たす必要があります。 

▪ 移行プロセスのモニタリング 

▪ 通知、警告、エラーのレポート 

▪ 全体的な移行レポート 

 

必須のソリューション機能 適合の有無 

セキュリティ 

テクノロジーソリューションは、以下を実行する必要があります。 

▪ セキュリティ体制の設定 (ロールベースのアクセス、アイデンティティアクセスおよび

管理、プロキシ/ファイアウォールの設定、暗号化など) 

▪ DLP (Data Loss Prevention) 向けに分析の提供 

▪ ネットワークおよびインスタンスのセキュリティ体制  

(ポート、証明書、ネットワーク設定) 

▪ ネットワークトラフィックの脅威モデリング (可能性のある攻撃ベクトル) とアラート 

▪ コンプライアンス (HIPAA、PCI、SOX など) 

▪ セキュリティ体制の改善を推奨する能力 

▪ 不適切なプラクティス、メモリリーク、データのウイルス予防策、セキュリティの 

問題に関するソースコードのチェック 

 

可用性 

テクノロジーソリューションは、以下を実行する必要があります。 

▪ 継続的な災害対策のチェック(カオスエンジニアリング) 

o スケーラビリティ 

o 可用性 

o データの完全性と耐障害性 

▪ 高可用性の問題を判断するためのリソース分析 

▪ ワークロードの変化に応じた自動スケールの機能 (スケールインおよびスケールアウト) 
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管理 

テクノロジーソリューションは、以下を実行する必要があります。 

▪ 以下のインベントリのリスト化と分析  

(Amazon EC2 インスタンス、コンテナ、サーバレス)。 

o Microsoft ワークロードアセット 

o Microsoft ワークロード設定 

o Microsoft インフラストラクチャ設定 

▪ 以下の自動検出: 

o ネットワークの設定  

o コンピューティングリソース (サーバー、クラスター) 

o ストレージリソース (LUN、iSCSi ターゲットなど) 

o データベース (エンジン、設定、バージョン、互換性) 

▪ インベントリの変更の履歴分析 (指定の期間) 

▪ リソースの配分、容量の使用状況分析 

▪ 継続的なコスト分析とアラート (リソース利用とライセンス両方) 

▪ 利用およびワークロードパターンに基づきプロビジョニングの低減を推奨する能力 

▪ 継続的なパフォーマンス分析とアラート 

▪ Microsoft ワークロードに共通した特定の自動オペレーションタスク: 

o バックアップと復元 

o パッチ適用  

o ワークロードステート管理 

o 構成管理 

▪ オンプレミスのソリューション/アプリケーションの必要/平均パフォーマンスの 

ベンチマーク 

▪ ベンチマークに基づくインスタンス、リソースマッチング、推奨事項の AWS からの

提供。 

▪ AWS で POC およびベンチマークソリューション/アプリケーション。 

▪ ベンチマークに基づく予測 TCO およびリソース利用状況の提供 

▪ レポート: 

o パフォーマンスのレポート、配信、アラート (レポート用) 

o インフラストラクチャのレポート、配信、アラート (レポート用) 

o ワークロード設定およびヘルスのレポート、配信、アラート (レポート用) 

o パッチングのレポート、配信、アラート (レポート用) 
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データ、分析、機械学習  

必須のソリューション機能 適合の有無 

データ統合と準備 

テクニカルソリューションに求められる事柄: 

▪ ワークロードデータの取り込みとアクションの提案 

▪ 記述データ、構造データ、管理データ、参照データ、統計的データへの注釈付け 

o 相互参照の識別を含む構文および依存関係のツリーバンキング 

o 検索用の固有表現の識別、感情分析、データマイニングアプリケーション

を含むテキストの意味論的注釈 

o 言語、方言、話者の人口統計の識別 

o 動画、写真、ワードファイル、pdf など 

o 部署、事業部門、プロセス 

o セキュリティ保護レベル (機密保持、パブリック、プライベートなど) 

o オブジェクトタイプ (建物、人、動物など) 

▪ さまざまなソースからのデータ移動と一元管理。 

▪ 分析用にデータ変換と準備。 

▪ データ品質チェック。 

▪ データレプリケーション。 

▪ データプロファイリング。 

▪ 機能エンジニアリング - 既存の機能から新しい入力機能を作成。 

 

プラットフォーム 

ソリューション  

テクニカルソリューションに求められる事柄 

▪ 分析課題を標準フレームワーク内で連携して解決するように設計された 

一体型ツールには、以下のコンポーネントがあります: 

o ストレージ  

o プロセス 

o スケジューリング  

o セキュリティ 

o 分析設備 

▪ データサイエンティストおよび機械学習実践者はこれらのツールを使うことでデータを

取得し、予測モデルをトレーニングし、新たなデータを予測できます。 

 

SaaS と API  

ソリューション 

このカテゴリには、お客様のアプリケーション内で予測 (AI/ML) 機能を有効にする 

ソリューションが含まれます: 

▪ ウェブ  

▪ クライアント 

▪ フレームワーク  
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AWS 技術要件 

APN パートナーが提出する 4 つのケーススタディの各技術要件は、以下のとおりです。以下の技術要件は APN  

パートナーがデプロイしたソリューションが AWS ベストプラクティスを満たし、AWS Well-Architected フレーム

ワークに準拠していることを実証する必要があります。 
 

ビジネス 

インテリジェンスと 

ビジュアライザ 

ゼーション 

raw データを実用的なビジネス情報に変換する技術的ソリューションで、以下のような 

分析処理技術を使用します。 

▪ レポート  

▪ ダッシュボード 

▪ データビジュアライゼーション  

 

データガバナンスと

セキュリティ 

データを検出、分類、制御するテクニカルソリューションには、以下のものがあります:  

▪ ポリシーの定義と執行。 

▪ セキュリティと個人情報管理。 

▪ データカタログとグロッサリの作成。 

▪ データの系統。 

▪ データマスキング。 

 

 

申込先: 

適合の

有無 
マルチ 

テナント 

SaaS 

シングル

テナント 

SaaS 

顧客が

オンプレ

ミスに 

デプロイ 

顧客が 

AWS に 

デプロイ 

必要なドキュメント 

コンピテンシー自己診断の一環として、次のドキュメント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 

テクチャ図が必須です。 

各アーキテクチャ図は以下を示す必要があります。 

▪ 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 APN パートナーソリューション

を顧客に提供する方法 

▪ 使用するすべての AWS サービス。適切な 

AWS 製品アイコンを使用すること。 

▪ AWS のサービスのデプロイ方法。 Amazon 

Virtual Private Cloud (Amazon VPC)、 

アベイラビリティーゾーン、サブネット、 

AWS の外部システムへの接続など。 

▪ 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

要素を含む。 

はい – 

ソ

リュー

ション

全体で 

1 枚、

各導入

事例ご

とに  

1 枚 

はい –  

ソリュー

ション 

全体で 1 

枚、各導

入事例ご

とに 1 枚 

はい – 

各導入事

例ごとに 

1 枚 

はい –  

各導入事例

ごとに  

1 枚 
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デプロイガイド 

デプロイガイドでは、APN 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る必要が 

あります。 

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 

APN パートナーは 4 つの各導入事例に、次の

チェックリストの完成版を提出して、満たした

チェックリスト項目を示す必要があります。 

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、情報とシステムの保護に焦点が当てられています。主要なトピックには、データの機密性と

整合性、権限管理による実行者および実行可能内容の特定と管理、システムの保護、セキュリティイベントを検出す

るコントロールの確立があります。 

1.1 AWS アカ

ウントの root 

ユーザーを日常

的なアクティビ

ティに使用 

していない 

AWS アカウントの root ユーザーは日常的なアク

ティビティに使用しない。AWS アカウントの作成

後、すぐに AWS Identity and Access Management 

(IAM) ユーザーアカウントを作成し、すべての日常的

なアクティビティにはこれらの IAM ユーザーアカ

ウントを使用する必要があります。IAM ユーザーア

カウントを作成したら、AWS の root 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 

root ユーザーの権限が必要である一部のアカウント

およびサービス管理タスクの実行のみにその認証情報

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。 

はい はい いいえ いいえ  

1.2 AWS アカ

ウントの root 

ユーザーに対し

て Multi-Factor 

Authentication 

(MFA) が有効に

なっている 

AWS アカウントの root ユーザーに対して Multi-

Factor Authentication (MFA) を有効にする必要があ

ります。AWS アカウントの root 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

な認証レイヤー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。仮想 MFA やハードウェア 

MFA など、複数の種類の MFA が利用可能です。 

はい はい いいえ いいえ  

1.3 すべての日

常的なアクティ

ビティに IAM 

ユーザーアカ

ウントを使用 

している 

AWS アカウントの root ユーザーは、root 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、このユーザーを管理者グ

ループに配置し、管理者アクセスマネージドポリ

シーを付与することで、ユーザーを管理者に設定で

きます。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で

きるようになります。これ以降の対話操作はすべ

て、root ユーザーではなく AWS アカウントのユー

ザーとそのユーザー自身のキーを使用して行う必要

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、root ユーザーの認

はい はい いいえ 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
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/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/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
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証情報を使用してログインしなければなりません。 

1.4 すべての

インタラクティ

ブ IAM ユー

ザーに対して 

Multi-Factor 

Authenticatio

n (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) 

および OTP の両方を入力しなければなりません。

MFA デバイスは、特別製のハードウェアのほか、

(スマートフォンで実行できるアプリのような) 仮想

デバイスでも構いません。 

はい はい いいえ いいえ  

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 (認

証情報が 

AWS と

の統合に

使用され

る場合) 

はい (認証

情報が 

AWS との

統合に使

用される

場合) 

 

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 ユーザーの強力なパスワードポリシーを構成し

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

を作成しその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] ページから、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、義務付ける変更頻度など、

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 (認

証情報が 

AWS と

の統合に

使用され

る場合) 

はい (認証

情報が 

AWS との

統合に使

用される

場合) 

 

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。自分自身にも IAM ユーザーを

作成してそのユーザーに管理者特権を付与し、その 

IAM ユーザーをすべての作業で使用するようにし

ます。アカウントにアクセスする個人に個別の IAM 

ユーザーを作成することにより、固有のセキュリ

ティ認証情報をそれぞれの IAM ユーザーに付与する

ことができます。それぞれの IAM ユーザーに異なっ

たアクセス許可を付与することもできます。必要な

場合には、いつでも IAM ユーザーのアクセス許可の

変更または取り消しができます。(root ユーザーの認

証情報をいったん譲渡してしまうと、その取り消し

が難しくなります。また、root ユーザーのアクセス

はい はい いいえ いいえ  

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
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
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許可を制限することはできません。) 

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、それに沿ったポリシーを作成して、ユー

ザーが決められたタスクのみを実行できるようにし

ます。最小限のアクセス許可から始めて、必要に応

じて追加のアクセス許可を付与します。この方法

は、寛容なアクセス許可から始めて後から制限を厳

しくしていくよりもはるかに安全です。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ついて判断します。 

はい はい 

はい (ソ

リュー

ションが 

AWS の

外部で実

行され、

IAM ロー

ルを使用

して統合

される場

合、最小

限のアク

セス権限

を適用す

る必要が

あります) 

はい (ソ

リュー

ションが 

AWS の外

部で実行

され、IAM 

ロールを

使用して

統合され

る場合、

最小限の

アクセス

権限を適

用する必

要があり

ます) 

 

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

クセスする場合、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 

(AWS と

の統合に

使用され

る認証情

報は容易

に変更で

きる必要

があり、

ハード

コードし

てはなり

ません) 

はい 

(AWS と

の統合に

使用され

る認証情

報は容易

に変更で

きる必要

があり、

ハード

コードし

てはなり

ません) 

 

1.11 すべての 

認証情報を暗号化

して保存している 

認証情報が暗号化されて保存されていることを 

保証することが要件となります。 
はい はい 

はい 

(パート

ナーソ

リュー

ションに

保存さ

れ、AWS 

との統合

に使用さ

れる認証

情報は暗

号化する

必要があ

ります) 

はい (パー

トナーソ

リュー

ションに保

存され、

AWS との

統合に使用

される認証

情報は暗号

化する必要

があり

ます) 

 

1.12 インタラク

ティブユーザー

のみが AWS  

以下の場合を除き、AWS アクセスキーを 

使用できません。 

1. AWS サービスにアクセスする人物がキーを使用

はい はい いいえ いいえ  

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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アクセスキーを

使用している 

しており、その人物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. 以下の限られた条件下で、サービスが AWS サー

ビスにアクセスするためにキーを使用している場

合。a) Amazon Elastic Compute Cloud 

(Amazon EC2) インスタンスロール、Amazon 

ECS タスクロール、または同様のメカニズムが

使用できない場合。b) AWS アクセスキーを週 1 

回以上更新している場合。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場合。

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 AWS 

CloudTrail が 

有効である 

AWS CloudTrail は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ある必要があり

ます。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。AWS CloudTrail を使えば AWS インフラ

ストラクチャ全域にわたって視聴、検索、ダウン

ロード、アーカイブ、分析、アカウントアクティビ

ティへの応答が可能です。誰が、何が、どんなアク

ションを取ったか、何のリソースが使われたか、い

つそれが起きたのか、また、AWS アカウントに対す

るアクティビティを分析し、それに対応するのに役

立つその他の詳細情報を特定することが可能です。 

はい はい いいえ いいえ  

1.14 別の AWS 

アカウントが所

有する Amazon 

S3 バケットに 

AWS CloudTrail 

のログを保存し

ている 

AWS 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

配置する必要があります。 

はい はい いいえ いいえ  

1.15 AWS 

CloudTrail の 

Amazon 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 

AWS CloudTrail ログバケットの内容をバージョ

ニングまたは MFA Delete によって保護する必要が

あります。 

はい はい いいえ いいえ  

1.16 Amazon 

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 Amazon 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 Amazon 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.Amazon 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.どの

ような場合でも、最も限定的な設定のみを許可す

はい はい いいえ 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/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html
https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/Versioning.html
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る。 

 

1.17 アカウント

内部の Amazon 

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 Amazon S3 バケットへのアクセスを 

制御するための適切な統制を適用する必要があり

ます。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

がベストプラクティスです (最小権限の原則)。 

はい はい いいえ 

いいえ 

(AWS で

動作する

パート

ナーソ

リュー

ションに 

S3 サービ

スが必要

な場合を

除く) 

 

1.18 パブリック

アクセスを 

許可するように 

Amazon 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する必要があります。デフォル

トでは、すべての Amazon 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

ザーのみがアクセスできます。パブリックなアセッ

ト (一般公開ウェブサイトで使用する画像など) を

ホストするために Amazon 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 Amazon 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、アクセスを決してパブリックにオープンにし

ないのがベストプラクティスです。 

はい はい いいえ 

いいえ 

(AWS で

動作する

パート

ナーソ

リュー

ションに 

S3 サービ

スが必要

な場合を

除く) 

 

1.19 Amazon 

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 

検出するモニタ

リングメカニズ

ムが有効である 

Amazon S3 バケットがパブリックになった時点

で、それを識別するモニタリングまたはアラートを

有効にする必要があります。そのオプションの 1 つ

は AWS Trusted Advisor の使用です。AWS 

Trusted Advisor は、オープンなアクセス許可を持

つバケットが Amazon S3 にないかチェックし

ます。バケットの List アクセスを全員に許可する

と、予想より高い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。バケットの Upload/Delete アクセスを全員

に許可すると、誰でもバケット内のアイテムを追

加、変更、削除できるため、セキュリティ脆弱性の

原因となることがあります。AWS 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 

(AWS で

動作する

パート

ナーソ

リュー

ションに 

S3 サービ

スが必要

な場合を

除く) 

 

1.20 Amazon 

EC2 インスタン

スとコンテナの

Amazon EC2 インスタンスまたはコンテナの変更

は不正アクティビティである可能性があり、将来の

法的捜査に備えて、少なくとも耐久性のある場所に

はい はい いいえ いいえ  

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/blogs/aws/amazon-s3-update-cloudtrail-integration/
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変更を検出する

モニタリング 

メカニズムが 

有効である 

ログを残す必要があります。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 Amazon 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、Amazon EC2 インスタンス

またはコンテナの外部の耐久性のある場所に保存す

る。適切なメカニズムの例は以下のとおりです。

a.Chef、Puppet などのスケジュール化された構成

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 Amazon 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。これはランタイム中にす

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.ElasticSearch および 

Kibana と組み合わせた OSSEC 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.Amazon 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 いいえ いいえ  

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 いいえ いいえ  

1.23 暗号化 

キーが安全に 

管理されている 

すべての暗号化キーは保存中も転送中も暗号化され

ており、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 APN 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。以下を確認するためのリハーサルが最

近 12 か月以内に行われていなければなりません。

a.適切な担当者が環境にアクセスできる。b.適切な

はい はい いいえ 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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ツールが利用可能である。c.対策プランに記載され

た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、適切な担当者が知っている。 

 

2.0 信頼性 

信頼性の柱では、ビジネスやお客様の要求に応えるために障害の防止や、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

高い可用性 

ソリューションへのネットワーク接続の可用性が高い

必要があります。VPN または AWS Direct Connect 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する必要が 

あります。 

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はビジネス要件と合致する必

要があります。1.自動スケーリングメカニズムを

アーキテクチャの各レイヤーに実装する。2.コスト

要件やユーザーの予想増加率など、現在のビジネス

要件下では自動スケーリングメカニズムが不要であ

ること、および手動のスケーリング手順が完全に文

書化され頻繁にテストされていることを確認する。 

はい はい いいえ 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 いいえ いいえ  

2.4 AWS と 

アプリケーション

のモニタリングと

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

集中的にモニタリングし、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 いいえ 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 

管理する必要があります。AWS コンソールは、 

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使用できません。 

はい はい いいえ いいえ  

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

プをすれば、管理、論理、または物理エラーが起き

てもリカバリ可能であることが保証されます。

Amazon S3 および Amazon Glacier はバックアッ

プやアーカイブで推奨されるサービスです。どちら

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。どちらも容量無制限で、バックアッ

はい はい いいえ いいえ  

https://aws.amazon.com/whitepapers/backup-and-recovery-using-aws/
https://aws.amazon.com/whitepapers/backup-and-recovery-using-aws/
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プデータセットが大きくなってもボリュームまたは

メディアの管理が不要です。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 いいえ 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 いいえ 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 演習などによって最近 12 か月以内に 

テスト済みです。 

はい はい いいえ はい  

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 いいえ いいえ  

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 いいえ 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アドバンスト階層の申請承認前に、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 いいえ 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 対策の

完全テストを、最近 12 か月以内に少なくとも 1 回

は完了済みである必要があります。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 

実行するという要件を満たすものではありません。 

はい はい いいえ いいえ  

3.0 運用上の優秀性 

https://aws.amazon.com/backup-restore/getting-started/
https://aws.amazon.com/backup-restore/getting-started/
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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、日常業務を適切に管理するため

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 

ソリューションには 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する

必要があります。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 セッションを使用できません。 

はい はい いいえ 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 いいえ 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、より上位のサポート) 

は、AWS パートナーネットワークでアドバンスド

階層のテクノロジーパートナーの認定要件です。 

アドバンスド階層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 いいえ いいえ  

https://aws.amazon.com/premiumsupport/business-support/
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