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本文書の目的 

 

AWSマネージドサービスプロバイダー(“MSP”)パートナープログラム バリデーションチェックリストは、マネー

ジドサービスプログラムへの参加に関心のある APNパートナー（「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、MSPパートナーの認定を得るために必要な基準を記述しており、AWSが考える「次世代

のマネージドサービスプロバイダー」が顧客エンゲージメントライフサイクル（計画、設計、移行または構築、実

行および最適化）の全体を通して顧客をサポートするために持ち合わせているべき能力を表しています。 

 

パートナーは、このチェックリストに従って能力の自己評価を行い、それをもとにパートナーの能力の監査が実

施されます。 

 

目的は、顧客に最高の AWS クラウドマネージドサービスを提供する APNパートナーの認定です。 

 

パートナーは、AWS MSPパートナープログラムの参加に申し込んだのち、12 ヶ月毎に能力が検証されます。

AWSは、可能であればパートナーの希望言語および場所にてレビューを実施するために客観的な第三者の

監査法人を活用します。その監査に関わる費用はパートナーの負担となります（監査費用 3,000米ドル+関連

交通費（該当する場合））。ただしパートナーがその第三者法人との委任契約に合意するまでは、パートナーに

費用は発生しません。 

 

AWSは、本文書についていつでも変更できる権利を有しますが、その際には、バージョン 1.0以降の各リリー

ス文書の変更点の概要を含めることにより、有効なバージョン管理を用いて実施します。 

 

2017年 1月にリリースされたバージョン 3.1は、2017年 4月 1日以降、プログラム監査に認められる唯一の

基準となります。2017年 4月 1日より前に予定されている監査でも未完了であればその対象となります。 

 

関係者への期待 

仮にすべての前提要件を満たしている場合でも、APNパートナーには、AWS MSPパートナープログラムへの

参加申し込み前に、本文書を細かくレビューすることが期待されます。本文書のいずれかの項目が不明瞭でさ

らなる説明が必要な場合には、まずは担当のパートナー デベロップメント レプリゼンタティブ（PDR）または

パートナー デベロップメント マネジャー（PDM）に連絡をしてください。さらなるサポートが必要な場合には、

担当の PDRまたは PDMがプログラムオフィスと連絡をとります。 

 

プログラムの参加申請書を提出する準備が整ったら、APNパートナーは AWS MSPパートナープログラム

パートナーバリデーションチェックリスト（本文書の後続ページにあります）のパートナー自己評価欄を記入して

ください。（採点はフルポイントのみ授与し、部分点はありません。スコアは二択式で、加重点の項目もありま

す。）申請書を提出するには、以下の手順で行います。 

 APNポータル(https:www.apn-portal.com/)にログインします。 

 ページの左側から“View My APN Account”「自分の APNアカウントを見る」を選択します。 

 “Program Details”セクションにスクロールします。 

 AWS Managed Service Programの横の“Update”を選択します。 

 Program Applicationに必要事項を入力し、”Submit”をクリックします。 
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 完了した Self-Assessment を E メールで checklist@amazon.comに送信します。 

 上記の手順について質問がある場合は AWSのパートナー デベロップメント レプリゼンタティブ（PDR）

またはパートナー デベロップメント マネジャー(PDM)にお問い合わせください。 

 

AWSは確認の上、質問がある場合には 10営業日以内をめどに回答し、パートナーの能力についての監査

日程調整を開始します。 

 

パートナーは、MSPプログラム監査の準備としてバリデーション チェックリストをよく読み、チェックリストに従っ

て自己評価を行い、監査当日に監査員に提示できる客観的証拠の収集および準備をしてください。 

 

AWSは、監査において、要求事項について詳しい説明のできる方（遠隔またはオンサイトで）をパートナーが

手配しておくことを推奨します。ベストプラクティスは、深く専門的な AWSエンジニアまたはアーキテクトが最低

1名、サービスデスクおよびサポートエレメントの責任者である運用部門マネジャー（またはマネージドサービス

プラクティスマネジャーあるいはその両方）が 1名、ならびに、全体的なプレゼンができるビジネスデベロップメ

ントの幹部職（エグゼクティブ）1名です。 

 

監査プロセスおよびタイミング 

パートナーは、監査の実施後（24時間以内）に、監査員から強み、改善機会、ならびにアクションアイテムを詳

しく記述した監査概要を受け取ります。監査概要には速報スコア数が記載されています。 

 

パートナーは、監査概要の受領後 5営業日以内に、必須アクションアイテムまたは追加のスコアインパクティ
ング（スコアに影響のある）アクションアイテムに指定されたものに対処してください。 

 

必須アクションアイテムは、AWSマネージドサービスプログラムへの参加承認の前にクローズする必要があり

ます。パートナーが 5営業日以内に必須アクションアイテムを完全にクローズできない場合には、クローズの

方法と期限を詳細に述べたアクションプランを AWSの MSPプログラムマネジャーに提出しなければなりませ

ん。 

 

スコアインパクティングアクションアイテムは、5営業日以内に監査員に証拠を提出することで、完了することが

できます。5営業日以内に満足にクローズできたと監査員が判断した項目はパートナーのスコアアップに寄与

し、その新しいスコアが、最終監査報告とともに AWSに提出される最終スコアとなります。未対処、または 5

営業日以内に完全にクローズできなかったスコアインパクティングアクションアイテムはパートナーのスコアを

変えず、最終監査報告に加算されません。 

 

監査員は、監査後 5営業日経過後、10営業日以内に、AWSに最終監査報告を提出します。 

 

MSPパートナープログラムへの合否の最終判定は、AWSが最終監査報告を受領した後に、報告の受領から

20営業日以内に実施されます。 

 

プログラム参加とメリット： AWSマネージドサービスパートナーが AWSマネージドサービスパートナー(MSP)

プログラムの要件を満たせない場合、または、AWS MSPパートナーに期待される高い基準を満たせない場

合は、AWSはその裁量で AWS MSPパートナーの資格を取り消すことがあります。AWS MSPパートナー資

格取り消しを受けたパートナーは、 (i) AWS MSPパートナープログラムの特典を受けることができなくなりま

mailto:checklist@amazon.com
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す。また、即時に特典の利用もできなくなります。さらに、(ii) AWS MSPパートナープログラムに関して提供さ

れるマテリアルが即時利用停止となり、(iii) AWS MSPパートナーという呼称を即時利用できなくなります。 

 

定義 

必須アクションアイテム (MAIs): 必須アクションアイテムとは、パートナーが AWS MSPパートナープログラ

ムに参加するために必須となる、交渉の余地のない項目です。潜在的な-200スコアの影響があるすべての項

目は必須と考えられます。 

 

スコアインパクティングアクションアイテム (SIAIs): スコアインパクティングアクションアイテムとは、監査時

に、パートナーがその分野でフルスコアを得るために十分な証拠を保持していなかったために発生したアクショ

ンアイテムです。SIAIは、パートナーが監査後 5営業日以内にスコアを上げる機会となります。パートナーの

最終スコアに加算されるためには、SIAIを監査直後に監査員とともにクローズしなければなりません。5営業

日以内にクローズされなかった SIAIは「必要条件を満たさず」として扱われ、その結果が最終スコアに反映さ

れます。 

 

速報スコア： 速報スコアは、監査の概要において算出、開示されます。 

 

最終パートナースコア: 最終スコアとは、アクションアイテムへの対処後に、監査員から AWSに報告されるス

コアのことです。 

 

採点法の説明 

採点法は、パートナーの自己評価と監査プロセスの非常に重要な部分です。採点はパートナーの能力を評価

するための客観的で定量化可能な手段で、期待を明確かつ一貫性があるものとします。達成可能な最高スコ

アは 1000ポイントで、AWS MSPパートナープログラム資格を獲得するには 900ポイント以上が必要です。 

 

AWS MSPパートナープログラムバリデーションチェックリストでは、スコア関連の欄が 2つ用意されています。 

 1つめの欄には、ゼロかマイナスのポイント値が記載されています。各セクションに関しての合計スコアか

らマイナスの値を引いてください。 

 2つめの欄には、プラスかゼロのポイント値が記載されています。各セクションに関して、これらのポイント

を加算して合計スコアを算出してください。 

 これら 2つのポイント欄は二択制です。つまり、どちらかのポイントしか受け取れません（条件を満たして

いなければマイナス/ゼロの値を、条件を満たしていればプラス/ゼロの値を受け取ります）。項目ごとの全

ポイントが加算されます。一部のみ加算されることはありません。 
 

非リセラーパートナー： 

AWSチャネルリセラープログラムに参加するパートナーの場合は、チェックリストのすべての項目が適用され

ます。AWSチャネルリセラープログラムに参加しないパートナーの場合は、セクション 4.5 「AWSサポートプ

ラン」およびセクション 5.0 「AWS 請求とコスト管理」はすべて除外され、“Add if Does Meet Capability”カラ

ムのポイントがこれらの項目について自動的に承認され、採点の閾値を維持します。 
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更新監査： 

MSPプログラム資格をすでに達成しており、バリデーションチェックリストのバージョン 3.0に従って以前に監

査されたパートナーの場合は、以降の監査は更新とみなされ、そのため以前の監査以来実現された改善およ

び進展を考慮して次のように限定省略されます。 

 以前の監査時に特定されたアクション項目 

 チェックリスト v3.1において追加または拡張された新しい要求事項、特に 4.4.2、8.1.2、8.1.9、8.1.10、

8.2.4、9.6.1、9.6.2、9.6.3、9.8.1、9.8.2、13.2 

 以前に監査された既存の要求事項、特に 1.6、2.1、2.2、3.1 (記載されている新しいサービスに特有)、

5.8、セクション 6.0のすべて、9.6.1、9.6.2、9.6.3、9.7、9.8.1、9.8.2、9.14、9.15.1、10.2、セクション 11

のすべて、セクション 13のすべて、およびセクション 14のすべて 

 更新監査前または監査中にパートナーの開示に従って、証拠が大幅に変更されパートナーの AWS MSP

プラクティスに影響を与える可能性のある、以前に満たされた要求事項 

 “Add if Does Meet Capability”カラムのポイントは、更新時に監査する必要がないと考えられる項目に自

動的に付与されます。 

 すべての現在のプログラム要求事項の完全な監査は少なくとも 3年ごとに必要で、間の 2年間は更新監

査として扱われます。 

 

更新監査時に検討されない要求事項がありますが、AWSは以前に監査された要求事項を引き続き遵守して

いるものと期待し、MSPパートナーが更新監査前または更新中に監査者に対してマネージドサービスプラク

ティスに影響を与えるポリシー、プロセスおよびツールに対する重大な変更を開示することを要求します。  
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プログラムの前提要件 

第三者による AWS MSP監査を予定する前に、以下の条件を満たす必要があります。 

AWS MSPパートナープログラムの前提要件 

APN メンバーシップ アドバンスド、または、プレミアの APN コンサルティングパートナー（条件を参照） 

顧客エンゲージメント 

AWS顧客の事例を 3つ以上作成していること。少なくとも 1つは、公開事例でなけ

ればなりません。すべての事例は新規の顧客または既存の顧客との新しいエン

ゲージメント（過去 12～18 カ月以内）に関するものであり、パートナーの AWSベー

スのマネージドサービスに支払いを行っている顧客によるものでなければなりませ

ん。更新監査の場合、18 カ月以内であれば同一事例をご利用いただけます。 

AWS MSPパートナープログラ

ムバリデーションチェックリストの

自己評価 

主な技術能力である AWS MSPパートナープログラムバリデーションチェックリスト

による自己評価を完了していること。 

完了した自己評価は、「[パートナー名] Completed Self-Assessment」という件名

で、checklist@amazon.comまでメールでお送りください。 

パートナーは、自己評価を AWSに提出する前に、自社のソリューションアーキテク

トまたはパートナー開発マネージャー（PDM）のレビューを受けることが推奨されま

す。監査に先立ち、担当の AWSチームが関与し、適切な助言を得ることが目的で

す。 

  

mailto:checklist@amazon.com
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AWS MSPパートナープログラムバリデーションチェックリスト 

検証プロセスの準備として、パートナーは本文書に記載の項目を理解してください。能力を示すためのデモン

ストレーション、プロセス記述文書、顧客事例などの客観的な証拠を準備してください。 
 

発見、計画、移行、統合、検証 
 能力に満

たない場合

は減点 

能力を満た

す場合は

加点 

パートナーの

自己評価 

監査員の

検証 

1.0 ビジネスの健全性 
1.1 財務健全

性  

パートナーは、Altmanの Z値、Dun and Bradstreet 

(D&B)支払振り評価スコア、D&B格付け、D&B米国財務

ストレススコア、D&B米国調達先評価リスク格付け、その

他同等の評価を含め、自社ビジネスの財務健全性を定期

的に評価します。  

 

AWS MSPは、あらゆる規模の顧客に信用されるアドバ

イザーであり、全体目標に基づく企業の意思決定作業を

サポートします。顧客エンゲージメントに取り組む際、

AWS MSPは、計画と設計、移行、および新規ソリュー

ション開発を含むすべての分野で、顧客データの保護と

AWSのベストプラクティスへの遵守を確保するにあたり、

先導的な役割を担います。AWS MSPが定期的に顧客と

の接点を設け、継続的に効率性を上げるための提案を行

うことで、こうしたソリューションやワークロードが継続的に

管理・維持されることが期待されます。AWS MSPが持つ

役割の重要性から、パートナーは顧客の信用を獲得・維

持できる存続可能なビジネスを有していることも示さなけ

ればなりません。 

 

D&B企業信用レポート(パートナーの地域における同等

なもの：訳注=帝国データバンク、東京商工リサーチ等)

や、リスクが認められた場合にパートナーが計画の評価

および作成を行っている証明がその証拠として認められ

ます。最新の期間の公式な有価証券報告書は上場企業

にとって十分な証跡となります。 

 

該当企業に関するニュース記事、アナリストレポート、企

業がウェブサイト上で公表している声明は、本条件を満た

している証拠とは見なされません。 

 

企業による AWS Cloudマネージドサービスの提供に大

きな影響を与える合併、買収または事業部の売却が進行

している場合は、監査時に開示しなければなりません。 

 

-200 0   

1.2 財務計画

と報告 

パートナーは、財務指標およびレポートの予測・予算決

定・検討を含む財務計画プロセスを有します。 

 

証拠は、財務計画および検討書、また、財務指標書のま

とめや検討書でなければなりません。最新の期間の公式

な証券の届出は上場企業の十分な証明です。  

-200 0   
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1.3 リスクと 

緩和計画 

ビジネス上のリスク範囲は文書化された緩和計画書と共

に説明されています。これには、財務上のリスク、ビジネ

スの年数と成熟度、高度成長の計画、大規模案件・顧客

等の想定や喪失などが含まれます。  

 

証拠は、リスク分析文書および関連しているリスク緩和計

画書でなければなりません。加えて計画に対する現在の

進捗状況も示さなければなりません。 

-200 0   

1.4 後継者育

成 

パートナーは、AWS MSPプラクティスに関連する重要な

経営陣が欠けた場合に備え、後継者育成計画を用意して

います。 

 

証拠は、文書化された後継者育成計画書でなければなり

ません。 

0 +20   

1.5 従業員満

足度 

パートナーは、客観的に従業員満足度データを取得でき

ます。これは少なくとも年 1回のペースで正式なアンケー

ト調査を行うことで取得します。 

 

証拠は、フィードバックを回収し文書化したもの、および、

フィードバックにかかわる活動でなければなりません。 

0 +20   

1.6 顧客事例

の検証 

パートナーは、少なくとも 1件の公開事例を含む AWS顧

客事例を 3件以上保持しています。  

 

パートナーは、すべての事例が新規顧客または既存の顧

客のエンゲージメント（過去 12～18 カ月以内）かつ、現在

パートナーの AWSベースのマネージドサービスに支払い

を行っている顧客のものであるという証拠を提示しなけれ

ばなりません。 
 

-200 0   

項目 1合計：   

2.0 パートナーの能力の概要 
2.1 会社概要  パートナーは、デモンストレーション能力に加え、AWS 

MSPプラクティスに該当するように顧客と商談を始めるた

めの会社概要のプレゼンテーションを準備しています。 

 

プレゼンテーションには、次世代のクラウドマネージドサー

ビスに関する情報が必要です。DevOpsにより自動化が

可能になることを強調し、マネージドサービスが AWS環

境と従来のオンプレミスまたはホストされたマネージド

サービスとどう異なるのかを説明します。 

 

会社概要のプレゼンテーションには、次が含まれます： 

 会社の歴史 

 会社の所在地 

 従業員数 

 顧客プロフィール（顧客数、規模、業界を含む） 

 サービスの差別化要素 

 APNへの参加、月々の AWS請求等を含む AWS

パートナーシップの概要・詳細 

 更新の場合は以前の監査以降の変更と改善に重点を

置く必要があります。 

 

0 +20   
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証拠は、検証中に行われたプレゼンテーションでなけれ

ばなりません。プレゼンテーションの長さは 30分以内とし

ます。 

2.2 次世代の

マネージドサー

ビスの観点 

パートナーは、 DevOpsの実践により実現される自動化

を強調することで、AWS環境のマネージドサービスと従

来のオンプレミスまたはホストされたマネージドサービス

がどう違うのかを公表します。 

 

証拠は、過去 12 カ月以内に発表された次世代のクラウド

マネージドサービスに関する情報が含まれる公式マテリ

アル（ウェブサイト、ブログ投稿、ニュース記事、動画など）

でなければなりません。 

0 +40   

項目 2合計：   

3.0 AWSの知識 
3.1 AWSサー

ビスと機能 

クラウドに移行しようとしている顧客は、AWSプラット

フォームが提供する独自のサービスや機能のすべてを最

適に活用する用法についてガイダンスを提供できるコン

サルティング会社と協働したいと考えています。 

 

従来のマネージドサービスプロバイダーの役割と責務は

変化し、MSPが運用上持続可能なワークロードやソ

リューションを構築する為に必要なコンサルティングサー

ビスを顧客に提供する能力も必要とされるようになりまし

た。 

 

顧客の目的によって、使用する AWSサービスは異なりま

すが、顧客に次世代の MSPの価値を提供するにあた

り、すべての AWS MSPが精通していなければならない

基本的な AWSサービスがあります。  

 

以下の各 AWSサービスについて、パートナーは次の内

容を提供します。 

 各サービスを活用した顧客ソリューションの例 

 アクティブな顧客が AWSサービスを活用していない  

場合は、そのサービスがどこで検討されなければなら

ないか、どのようにサポートされるかを含む、仮の採用

事例が使用可能です。 

 パートナーがどのようにサービスをサポートしているか

の説明。パートナー単独か、あるいは、複数のサービス

から成るソリューションの一部としてか。 

 

注意:  

- この監査項目に合格してポイントを獲得するためには、
以下に記載のすべてのサービスに関して、上述の条件を
満たさなければなりません。 

- セクション 6からのソリューション設計において実装した

サービスは、この監査項目を満足する証拠として使用す

ることができます。 

- 特定のサービスが使用できない 1つのリージョンのみ

を対象に活動しているパートナーの場合、これらのサービ

スはこのリストから除外されます。複数のリージョンを対象

に活動しているパートナーの場合は、すべてのリストされ

たサービスについての知識を証明する必要があります。 

-200 0   
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- アスタリスク(*)が付いているサービスは、このチェックリ

スト v3.1で追加されたサービスで、以前の監査で検討さ

れていない場合は評価すべきです。 

 
 

AWSサービス カテゴリー 
満たしてい

る 

満たしてい

ない 

   

Amazon Elastic Computing Cloud 
(EC2) 

計算  
   

AWS Lambda* 計算     

Elastic Load Balancing (ELB) 計算   

Amazon Virtual Private Cloud (VPC) 
ネットワーキ

ング 
 

 

AWS Direct Connect (DX) 
ネットワーキ

ング 
 

 

Amazon Route 53 (R53) 
ネットワーキ

ング 
 

 

Amazon CloudFront 
ネットワーキ

ング 
 

 

Amazon Relational Database Service 
(RDS) 

データベース  
 

Amazon DynamoDB* データベース   

Amazon Redshift* データベース   

Amazon ElastiCache データベース   

Amazon Simple Storage Service (S3) ストレージ   

Amazon Glacier ストレージ   

Amazon Elastic Block Store (EBS) ストレージ   

AWS Identity and Access 
Management (IAM) 

セキュリ

ティー 
 

 

Amazon Simple Queue Service (SQS) 
メッセージン

グ 
 

 

Amazon Kinesis* 
メッセージン

グ 
 

 

Amazon Simple Email Service (SES) 
メッセージン

グ 
 

 

Amazon Simple Notification Service 
(SNS) 

メッセージン

グ 
 

 

AWS CloudFormation Mgmtツール   

AWS CloudTrail Mgmtツール   

Amazon CloudWatch (CW) Mgmtツール   

AWS Trusted Advisor Mgmtツール   

項目 3合計：   

4.0 業務管理 
4.1 資源、容量

の計画 

パートナーは、人材や社会基盤など、事業活動に十分な

資源の判断を行い、確保します。  

 

証拠は、需要に対応するための十分な資源を確保する方

法を示す資源計画書でなければなりません。例えば、顧

客の数に対して、AWS認定ソリューションアーキテクチャ

プロフェショナルの数が十分足りることを示す証拠を提示

する、ということも可とします。 

0 +20   
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4.2 担当業務、

人員配置 

  

4.2.1 パートナーは、AWS業務をサポートする社内の担

当業務の概要を提示します。 

 

証拠は、役割、職位、AWSビジネスに従事する時間の比

率、AWS トレーニングや認定の有無、その業界の研修・

認定を記述した文書または集計表でなければなりませ

ん。 

0 +10   

4.2.2 パートナーは、参加メンバーの採用・退職のプロセ

スおよび入社・退職するスタッフのチェックリストを明確化

しています。 

 

証拠は、記入済みチェックリスト、研修計画、その他の記

録など、過去に記入された入社・退職時の記録でなけれ

ばなりません。 

0 +20   

4.2.3 パートナーは、ITIL Foundationまたは、それ以上

の資格に認定された人員を少なくとも 1人、リーダーシッ

プポジションに配置しています。 

 

証拠は、最新の ITIL認定の証明書でなければなりませ

ん。 

0 +10   

4.2.4 AWS MSPプラクティスをサポートしているパート

ナーの営業チームまたは該当する事業部門が全員、ビジ

ネスプロフェッショナルまたは技術プロフェッショナルの認

定を取得していなければなりません。 

 

証拠は、適正な認定の記録でなければなりません。  

0 +20   

4.2.5 パートナーのリーダー陣の少なくとも 1名が AWS

アソシエイトレベルの認定を取得しています。 

 

証拠は、AWSアソシエイトレベルの証明書でなければな

りません。  

0 +20   

4.3 顧客契約 4.3.1 パートナーは、具体的な請求モデルおよびその他

契約合意を表した契約を顧客と結んでいます。 

 

証拠は、過去12～18カ月以内に顧客との契約が成立し

た契約書3通でなければなりません。 

-200 0   

4.3.2 顧客契約は、何れかの当事者による契約の終了

時の顧客データの処理に関する同意書を含む具体的な

法的所有権の情報を定義しています。その定義には、以

下が含まれます。 

 顧客にデータ、アカウントを引き渡す期日 

 データ、アカウント認証情報の転送形式および方法 

 場合によっては、顧客以外のIAMアカウント、グルー

プ、ロールおよびフェデレーションの削除プロセス 

 

証拠は、以上の条件を含む契約が成立した顧客契約書2

通でなければなりません。パートナーは、4.3.1.で使用し

たものと同じ契約書を使用できます。  

0 +40   

4.4 サプライ

ヤーマネジメン

ト 

4.4.1 パートナーは、サプライヤーの選定および評価のプ

ロセスを明確化しています（例：SaaSベンダー、作業また

はサービスの下請け業者）。 

 

証拠は、サプライヤー選定および評価の記録でなければ

なりません。 

0 +20   
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4.4.2 パートナーが、顧客情報を含んだシステムに SaaS

ソリューションを使用する場合、または AWSのリソースに

アクセスできる場合、これらソリューションの顧客プライバ

シーおよびセキュリティーに重点を置いたセキュリティーコ

ンプライアンスのデューデリジェンス（適正評価）が実施さ

れたことを示さなければなりません。 

 

証拠は、サプライヤー選定および評価の記録でなければ

なりません。セキュリティーコンプライアンス評価の証拠と

して、パートナーは、 SaaSプロバイダのセキュリティー

概要および文書、証明および許可証明、MFA能力、アベ

イラビリティ特性の概要、データバックアッププラン、なら

びに、災害復旧計画を提示しなければなりません。 

0 +20   

4.5 AWSサ

ポートプラン 

パートナーは、AWSサポートプランを用意しています。 

 

証拠は、有効な AWSサポート同意書でなければなりま

せん。 

-200 0   

項目 4合計：  

5.0 AWS請求とコスト管理  

5.1 AWS請求

とコスト管理コ

ンソール 

パートナーは、AWS請求とコスト管理サービスを使用し

ています。 

 

AWS請求とコスト管理は、パートナーが AWS料金の支

払い、使用量の監視管理、ならびに、コスト計画に利用す

るサービスです。  

 

証拠は、以下の機能のデモを含む AWS請求とコスト管

理コンソールを証明する文書でなければなりません。 

 請求とコスト管理コンソールから PDFの請求書をダ

ウンロードする機能 

 請求レポートを有効にする機能 

 請求アラートを有効にする機能 

 コスト配分タグを管理する機能 

 コストエクスプローラーのメリットを説明する機能 

 税額控除を管理する機能（該当する場合） 

-200 0   

5.2 AWSアカ

ウントの設定 

パートナーは AWS Account Settingsのページから、支

払者および（または）そのアカウントの、最新の連絡先や

セキュリティー情報を管理します。 

 

証拠は、以下の機能のデモを含む、Accounts Settings

ページのデモでなければなりません。  

 AWSアカウントのアドレス情報を更新する機能 

代替の連絡先を記載および設定する機能 

 秘密の質問を設定する機能 

 AWSアカウントのクローズ方法を説明する機能 

 サービス（Support）のキャンセルを管理する機能 

-200 0   

5.3 サードパー

ティー製請求ソ

リューション 

パートナーは、請求の管理と最適化のためにサードパー

ティーの ISV製ソリューションまたはパートナーが開発し

たソリューションを活用し、顧客に積極的な提案を行う能

力を高めています。 

 

証拠は、本来の AWS能力をどのように拡張したかの例

を示すソリューションのデモでなければなりません。 

0 +20   

5.4 リセラー

パートナーのア

AWS リセラーパートナーは、以下のアカウント管理能力

を有します。 

-200 
 

0   

http://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/billing-what-is.html
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カウント管理能

力 

 新規アカウントを作成し、一括請求を行える能力 

 アカウントを一括料金支払者アカウントにリンクさせる

能力 

 一括請求グループからアカウントを削除する能力 

 AWSサポートに登録する能力 

 ロールベースのアカウント管理のために ID とアクセ

ス管理（IAM）を有効にする能力 

 アカウントアクセスを設定する能力 

 リザーブドキャパシティを購入する能力 

 

証拠は、パートナーによる上記能力のデモでなければな

りません。 

5.5 リセラー

パートナーのア

カウント管理能

力 

AWS リセラーパートナーは、以下のアカウント管理能力

を有します。 

 混合と非混合のレート・コストの違いを説明する能力 

 混合レートによる再販請求が推奨されない理由を説

明する能力 

 以下を含む、詳細請求レポートの微妙な差異を説明

する能力 

- 重要なコラム名を説明する能力 

- リザーブドインスタンス購入の場所を示す能力 

- AWS クレジットの配分の場所を示す能力 

- DBR結果に基づき、請求の提案を行う能力 

 AWS クレジットの利益が一括請求にどのように配分

されるかを説明する能力 

 リザーブドインスタンスの利益がどのように一括請求

に配分されるかを説明する能力 

 

証拠は、パートナーによる上記能力のデモでなければな

りません。 

-200 0   

5.6 リセラーア

カウントの管理 

パートナーは、少なくとも以下の 1つを含むアカウント管

理を取り入れています。 

 支払データのブロック 

 コストエクスプローラーへのアクセスブロック 

 アカウントのリンク解除の防止 

 

証拠は、上記監査項目のデモまたは他の監査項目実施

の証明でも可とします。 

0 +20   

5.7 AWSライ

センス条項 

パートナーは、AWSのライセンス条項を顧客との契約に

組み込み、AWS との契約（リセラー契約）への遵守を確

保しています。 

 

ライセンス条項はこちらからご覧いただけます。 

https://s3.amazonaws.com/Reseller-Program-Legal-
Documents/AWS+Reseller+Customer+License+Term
s.pdf  
https://s3.amazonaws.com/Reseller-Program-Legal-
Documents/AWS+Reseller+Customer+License+Term
s.pdf  

証拠は、有効な AWS ライセンス条項を含む顧客契約書

でなければなりません。  

-200 0   

5.8 エンドユー

ザーレポート 

リセラーパートナーは、リセラー契約の条件として、AWS

にエンドユーザーレポートを提供しなければなりません。 

 

パートナーは、情報の収集・維持・AWSへの報告方法を

共有しなければなりません。 

-200 0   
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パートナーは、監査前、過去 6カ月間に少なくとも 90%の

コンプライアンス率であることを示さなければなりません。 

 

詳細は、以下のパートナーポータルからご覧いただけま

す（APNポータルにログインする必要があります）。 

https://www.apn-
portal.com/apex/ResellerEndUserReporting?sfdc.tab
Name=01rE0000000AAzJ 

項目 5合計:    
 

6.0 ソリューション設計能力 
6.1 ソリューショ

ン能力   

  
  

パートナーは、顧客エンゲージメント段階で、当該プロジェクトにつきデューデリジェン

ス、キャパシティプラニング、アーキテクチャレビューおよび長期的な運用プロセスの観

点で評価済みであることを顧客とパートナーが確認済みの、完全かつ詳細設計文書

が提供されていることを実証します。 

 

証拠は、以下の内容を含む、過去 12～18カ月以内に作成された、3通の実際に導入

済みの顧客システム詳細設計文書でなければなりません。 

  

6.1.1 顧客要件文書  -200 0   
6.1.2 提案されている設計のアーキテクチャの詳細 -200 0   
6.1.3 成功尺度となる、提案されている設計のシステム

パフォーマンス、キャパシティマネジメントおよびアベイラ

ビリティ測定システムの詳細 

0 +20   

6.1.4 顧客のセキュリティーポリシーと手順の評価および

ギャップ分析 

0 +20 
 

  

6.1.5 詳細設計では、顧客のインフラが、
https://aws.amazon.com/whitepapers/aws-security-

best-practicesに概説されている AWSのセキュリティー

のベストプラクティスに基づいて設計されることが記載さ

れています。  

0 +20   

6.1.6 詳細設計では、提案設計が、
https://aws.amazon.com/whitepapers/overview-of-

risk-and-compliance/ および 

https://aws.amazon.com/whitepapers/aws-security-

best-practicesのような規模でのガバナンス（管理）およ

びリスクマネジメントが可能なことが記載されています。  

0 +20   

6.1.7 顧客エンゲージメント毎に、パートナーは、
https://aws.amazon.com/whitepapers/operational-

checklists-for-aws/の AWSベーシックオペレーション

チェックリストおよびエンタープライズオペレーションチェッ

クリスト（該当する場合）を維持して、その顧客のアーキテ

クチャの状況について初期評価および継続的な評価をし

ます。 

 

証拠は、現在または過去の顧客に関する、少なくとも 2

通の記入済みベーシックオペレーションチェックリストおよ

びエンタープライズオペレーションチェックリスト（該当す

る場合）でなければなりません。また、必要に応じて、現

在の顧客に継続的な評価が予定されている証拠を提示

してください。  

0 
 
 
 
 

+10   

項目 6合計：   

7.0 インフラとアプリケーション移行能力 

https://www.apn-portal.com/apex/ResellerEndUserReporting?sfdc.tabName=01rE0000000AAzJ
https://www.apn-portal.com/apex/ResellerEndUserReporting?sfdc.tabName=01rE0000000AAzJ
https://www.apn-portal.com/apex/ResellerEndUserReporting?sfdc.tabName=01rE0000000AAzJ
https://aws.amazon.com/whitepapers/aws-security-best-practices
https://aws.amazon.com/whitepapers/aws-security-best-practices
https://aws.amazon.com/whitepapers/overview-of-risk-and-compliance/
https://aws.amazon.com/whitepapers/overview-of-risk-and-compliance/
https://aws.amazon.com/whitepapers/aws-security-best-practices
https://aws.amazon.com/whitepapers/aws-security-best-practices
https://aws.amazon.com/whitepapers/operational-checklists-for-aws/
https://aws.amazon.com/whitepapers/operational-checklists-for-aws/
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8.0 セキュリティー  
8.1 セキュリ

ティーマネジメン

ト 
  
  
  
  

  

8.1.1 パートナーは、自社システムを攻撃から守るための

セキュリティーポリシーおよび手順を規定しています。これ

らのポリシーは経営陣によって検討/承認されます。 

 

セキュリティーポリシーおよび手順の証拠は、情報セキュリ

ティー関連の現行の業界認証（例：ISO 27001）、または、イ

ンフラセキュリティーおよび情報管理プロセスおよび関連す

る承認の証明でもかまいません。    

-200 0   

8.1.2 パートナーは、最小権限の原則に基づいてエンジニ

アに顧客リソースまたはデータへのアクセスを提供するシス

テムを有します。適切なレベルのアクセスを定義し維持する

ためのプロセスを作成しています。重要データまたは機密

データ（顧客によって定義される）へのアクセスはさらに多

-200 0    

7.1 AWSのベ

ストプラクティス

に基づくインフラ

移行能力 

パートナーは、AWSアーキテクチャのベストプラクティス

およびリファレンスアーキテクチャと整合するインフラを顧

客に提供します。  

 

従来の MSPの役割は顧客環境の運用に力を注いでい

ましたが、次世代の MSPは AWSの専門知識や業界ま

たはソリューション特有の知識（ビッグデータなど）を通じ

てお客様に価値を提供しています。顧客は、可用性、拡

張性および信頼性が非常に高い AWS独自のインフラ

を利用して AWSにワークロードを移行する方法につい

て、AWS MSPから意思決定時のサポートを求めていま

す。 

 

過去の MSPは、通常はキャパシティの問題や不具合の

あるハードウェアに起因する問題への対処方法が中心で

したが、AWSの優れた設計や移行は、そもそもフォール

トトレラント（耐故障）であるはずです。そのため、MSPは

リソースを重視し、新たな方法で顧客に価値を提供でき

ます。 

 

証拠は、開発された際の顧客シナリオの説明が記述され

た導入済みの顧客設計案でなければなりません。あるい

は、代替として AWS移行コンピテンシーを取得している

ことでも十分な証拠となります。 

-200 0   

7.2 アプリケー

ション移行能力  

パートナーは、アプリケーション移行能力をもち、継続的

インテグレーション、自動デプロイを提供し、柔軟で可用

性の高いインフラを活用します。 

 

パートナーは、インフラのデプロイから、アプリケーション

デプロイを抽出するツールを提供し、顧客が、単独または

マネージドサービスを利用して、アプリケーションをデプロ

イまたは設定できるようにします。 

 

証拠は、開発された際の顧客シナリオの説明が記述され

た導入済みの顧客提案でなければなりません。あるい

は、代替として AWS移行コンピテンシーを取得している

ことでも十分な証拠となります。 

-200 0   

項目 7合計:    
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要素認証またはクオーラム認証によってアクセスにもとづく

アラートにより制御されます。 

 

証拠として、最小特権アクセスポリシーを維持するための社

内システムおよびプロセスを実際にデモしなければなりま

せん。 

8.1.3 パートナーは、顧客のシステムを攻撃から守るため

のセキュリティーポリシーおよび手順を規定しています。  

 

証拠は、情報セキュリティーマネジメント関連の業界認証

（例：ISO 27001）でもかまいません。 

-200 0   

8.1.4 パートナーは、Amazon VPCに完全にサポートされ

たAWSインフラをデプロイします。 

 

証拠は、デプロイフレームワーク、特にVPCデプロイ実施の

技術デモでなければなりません。 

-200 0   

8.1.5 パートナーは、ルートアカウント資格情報を使用した

AWSアカウント管理を行いません。 

 

証拠は、技術デモでなければなりません。 

-200 0   

8.1.6 パートナーは、
https://aws.amazon.com/whitepapers/encrypting-data-

at-rest/に概説されているように、AWSインフラのために、レ

ストサービスで暗号化を提供します。 

 

証拠は、レストサービスでの暗号化の使用を明記した設計

文書でなければなりません。 

-200 0   

8.1.7 パートナーは、
https://aws.amazon.com/whitepapers/aws-security-

best-practices/ に概説されているように、顧客がAWSセ

キュリティー手順および技術を理解していることを保証しま

す。 

 

証拠は、パートナーの環境における顧客のセキュリティー

保護が具体的に説明された、顧客に提供済みの新人用文

書および研修文書でなければなりません。 

-200 0   

 8.1.8 パートナーは、多要素認証（MFA）が、すべてのパー

トナーおよび顧客AWSルートアカウントに対して、有効であ

ることを保証します。 

 

証拠として、パートナーは、MFA起動用アカウントおよび新

しいAWSルートアカウントでのMFAの起動を定期的に監査

している技術を示さなければなりません。 

-200 0   

 8.1.9 パートナーは、コール、チャット、電子メールシステム

を含め、ソーシャルエンジニアリング攻撃に脆弱性があるベ

クトルについてシークレットショッパーテストを実施します。

ユーザーバリデーションは、社会保障番号や個人的なセ

キュリティーに関する質問などの機密データを使用してはな

りません。 

 

証拠は、最新の2回のテスト記録および文書化された学び

や教訓の項目でなければなりません。（2017年の監査で

は、2017年の1つの記録でかまいません。） 

-200 0   

 8.1.10 顧客連絡先およびビジネス/個人情報は、すべての

パートナー、請求およびチケットシステムを含め、すべての

パートナーのシステム上で暗号化されます。 

0 +40   

https://aws.amazon.com/whitepapers/encrypting-data-at-rest/
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証拠は、暗号化の証明と顧客情報保管システムの文書で

なければなりません。 

8.2 セキュリ

ティーイベントの

ロギングおよび

保持 

8.2.1 セキュリティーイベントログは、顧客と契約で合意した

期間中保持されます。セキュリティーイベントは、規制上の

理由および分析目的のために、ログに保存されます。
https://aws.amazon.com/whitepapers/security-at-scale-

logging-in-aws/に記載されている技術の使用を推奨しま

す。 

 

証拠は、顧客のセキュリティーイベントログの例でなければ

なりません。 

-200 0   

8.2.2 パートナーは、顧客と合意したログの保持期間を

守っていることを示し、これらのログをサポートおよび維持

するシステムの存在を示します。 

 

証拠は、合意した保持期間分保持されていたセキュリ

ティーイベントログの例でなければなりません。また、パート

ナーは、サービス委託基本契約書（MSA）など、保持期間、

ログのサポート方法およびメンテナンス方法が定義され、顧

客の同意を得ていることが分かる箇所を示さなければなり

ません。顧客がログを保持している場合は、パートナーは

顧客が確実にログを保持するための手順を取っている証拠

を示さなければなりません。 

0 +20   

8.2.3 パートナーは、セキュリティーコンポーネント監査用

のAWS Configサービスの使用を示すことができます。 

 

証拠は、AWS Configを使用したセキュリティーコンポーネ

ント監査の例でなければなりません。 

0 +20   

8.2.4 パートナーは、全マネージドアカウント上で、AWS 

CloudTrailを有効にしており、ログ完全性を保持するための

プロセスが作成されていなければなりません。 

 

証拠は、技術デモでなければなりません。技術デモがない

場合、全既存・新アカウントでCloudTrailを確実に有効にす

るためのポリシーおよびプロセス文書が作成されていなけ

ればなりません。 

-200 0   

8.3 アクセスマ

ネジメント、

AWS API資格

情報戦略 

パートナーは、AWS IDおよびアクセスマネジメント（IAM）

ユーザー、対称的なアクセスキー、非対称X.509認証書、コ

ンソールパスワード、ならびに、ハードウェアまたはバー

チャル多要素認証（MFA）デバイスを含むアクセスマネジメ

ント戦略を文書化しています。 

 

証拠は、技術デモ、上記にかかわるプロセス記述書、およ

び、顧客事例1件でなければなりません。 

-200 0   

8.4 サービスの

継続性 

パートナーは、顧客サービスが内部障害により停止するこ

とがないように、また社内の停電/障害に対応できる妥当か

つテスト済みのプロセスが規定されるように、自社システム

を監視する能力を備えています。プロセスには、故障の深

度について記載し、データやインフラの完全喪失または不

備に備えた災害管理を含める必要があります。 

 

証拠は、上記にかかわるプロセス記述書および過去 12 カ

月以内に実施された事業継続テストの結果でなければなり

ません。継続的なビジネスマネジメントに関する業界認証

（例：ISO 22301）も追加の証拠になります。  

+0 +20   

https://aws.amazon.com/whitepapers/security-at-scale-logging-in-aws/
https://aws.amazon.com/whitepapers/security-at-scale-logging-in-aws/
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項目 8合計:    
 

運用  

9.0 サービスデスク運用および顧客サポート 
9.1 顧客サービ

スの対応力 

パートナーは、複数の通信手段を使って、年中無休での顧

客サービスを提供します。有人の年中無休でのコールセン

ターまたは時間外サービス（時間外はシフト制でポケベルや

アラートで対応するなど）付きの週 5日、1日 8時間のコー

ルセンターでもかまいません。 

 

パートナーは、顧客サービスがどのように提供されているか

を説明しなければなりません。パートナーが 24時間対応の

コールセンターを設けていない場合には、営業時間外、週

末および祝祭日の対応手順を記述した文書が必要です。証

拠は、パートナーの AWSマネージドサービスプラクティス

に該当する ITサービス管理（ISO 20000など）に関連する

最新の業界認証でもかまいません。 

-200 0  

  

9.2 サービスデ

スクの運用 

9.2.1 （サービスデスクの運用に関し）サポートの優先順位

および深刻度レベルが定義、文書化され、顧客に伝達され

ています。 

 

パートナーは、サポートの優先順位および深刻度レベルを

定義した文書を提供し、この情報を顧客にどのように伝える

かを説明、提示しなければなりません。証拠は、パートナー

の AWSマネージドサービスプラクティスに該当する IT

サービス管理（ISO 20000など）に関連する最新の業界認

証でもかまいません。 

0 +20   

9.3チケットシス

テム 

パートナーは、次の機能を持つ ITサービスマネジメント(ITSM)チケットシステムを有し

ます。 
  

9.3.1イベント/インシデントのチケット作成およびエスカレー

ション 

 

パートナーは、イベント/インシデントのチケットの作成および

エスカーション方法を示さなければなりません。 

-200 0   

9.3.2チケットの即時ログおよびタイムスタンプ 

 

パートナーは、チケットの即時ログおよびタイムスタンプの

証拠を提示しなければなりません。 

-200  0   

9.3.3 AWSサポートへのエスカレーションプロセスの文書

化。これにはプロセスのフローチャート、AWSへのエスカ

レーション期間、定義された基準に従いエスカレーションさ

れるケースの分類、ならびに、円滑な受け渡しとチケット解

決を確保するためのクローズドループプロセスを含みます。 

 

パートナーは、上記要求事項を満たす文書化されたエスカ

レーションプロセスを提示しなければなりません。 

0 +20   

9.3.4 エスカレーションプロセスでは、自動化されたエスカ

レーションアラートを提供します。 

 

パートナーは、自動エスカレーションをデモしなければなりま

せん。 

-20 +20   

9.3.5チケットシステムに AWSサポートセンターが統合さ

れています。有効な例には、直接サポート APIを統合したも

0 +40   
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の、電子メールの応答解析によるもの、その他の文書化さ

れたテスト済みの方法によるものなどがあります。 

 

パートナーは、AWSサポートセンターのチケットシステムと

の技術統合を実演、または、同等の手段の記述書およびテ

ストの証拠を提示しなければなりません。 

9.3.6 パートナーの社員が更新を実行するための読み取

り・書き込みのリモートアクセス 

 

パートナーは、社員がチケットシステムで、更新を実行する

ために、読み取り・書き込みのリモートアクセスができること

を実演しなければなりません。 

0 +20   

9.4 AWS特有

のサポート指標 

 

パートナーは、AWSにエスカレーションされた案件を管理

し、定期的にチームと検討して反省点を共有し、そうしたミー

ティングから得られた情報を活用してパートナー社内で利用

するナレッジベースも向上させます。 

0 +40   

9.5プロアクティ

ブ監視およびア

ラート 

パートナーは、顧客のマネージドサービス契約範囲内のす

べての AWSサービスのパフォーマンスを監視できるシステ

ム、ツール、または、アプリケーションを有します。 

 

プロアクティブ監視は、起こり得る将来の障害を予測するた

めに、イベントのパターンを見ます（ITILサービスオペレー
ション）。 

   

監視およびアラート機能は、SLAや契約義務に従い、イベ

ント/アラートに対処するサービスデスク機能をも伴わなけれ

ばなりません。 

 

パートナーは、次において能力を示してください。 

 

インフラ監視：例を以下に示します。 

 AWS監視、アラート、および自動プロビジョニングのため

の Amazon CloudWatchの初期設定済みの計測項目 

 アプリケーション監視、アラート、および自動プロビジョニン

グのための Amazon CloudWatchのカスタム計測機能 

 その他サードパーティー製の AWSインフラ監視ツール 

 

サービス監視：例を以下に示します。 

 OSレベルの監視用 OS監視ツール 

 アプリケーションレベルの監視用アプリ監視ツール 

 エンド・ツー・エンドのシステム監視用シミュレーティッド・ト

ランザクション監視ツール 

 

証拠は、プロアクティブ監視およびアラートに使用す

るツールの技術デモでなければなりません。 

-200 0   

9.6. 次世代の

監視能力 

9.6.1 パートナーは多様な種類の監視データやログ元から

情報を取得するサービスインテリジェンス監視能力を実現し

ます。 

顧客にとっての次世代 MSPの価値の 1つは、正しく設計さ

れれば、需要に応じて拡張・縮小可能な動的かつ高度に自

動化された環境である AWSワークロードを管理できる能力

です。つまり、次世代の MSP監視は、挙動の通常状態や

パターンを特定し、それに基づき異常な挙動パターンから発

生した問題を確認の上、それに対処できるということです。

-200 0   
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効果を上げるため、次世代 MSPはアプリケーションのパ

フォーマンスも含めて全環境を視認できる新技術を使う必

要があります。さらに、AWSワークロードの動的で高度に

自動化された性質を考えると、MSPは監視対象のワーク

ロードで行われた変更に合わせて即座にスケールし調節さ

れる監視ツールを活用するべきです。 
 

証拠は、1つの顧客採用事例を含む技術デモとすべきで

す。 

 9.6.2 パートナーが使用する監視ソリューションは統計分析

アルゴリズムを使用してメトリクスの外れ値または異常を特

定するために、定義済の閾値によらずアラートを生成する

能力を有すべきです。これらは経時的に 1つのメトリクスの

パターンを特定するか、クラスターの 1つのメンバーのメトリ

クスと他のメンバーノードと比較して、インシデントが発生す

る前に置き換えるために不健全なリソースを特定することが

できます。 

証拠は、2つの顧客採用事例の技術デモとすべきです。 

-200 0   

 9.6.3 ソリューションは機械学習能力を監視とログデータに

適用すべきです。機械学習ソリューションの監視は予測的

に使用することができ、異常または閾値違反が検出される

前にアクションをトリガーするためにデータの傾向を特定し

ます。ロギングでは機械学習ソリューションは．データの妥

当性に関してオペレーターからフィードバックを受けアプリ

ケーションランドスケープから関連するログイベントを明らか

にすることにより、インシデントの主原因を調査するオペ

レーターに提案を提供することができます。証拠は、2つの

顧客採用事例の技術デモとすべきです。 
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9.7 顧客向け

サービスインテ

リジェンスレポー

トとダッシュボー

ド 

 

パートナーは、従来の閾値ベースのイベントおよびインシデ

ント監視や処理とは反対に、サービスインテリジェンス様式

の監視を取り入れたダッシュボードおよび高度レポート機能

を顧客に提供します。 

ダッシュボードは、リアルタイムで包括的かつフルスタックで

（一目ですべてが）閲覧でき、さらに履歴の分析や傾向調査

も可能である必要があります。 

 
証拠は、現在または過去の顧客向けのダッシュボードとレ

ポート機能でなければなりません。 
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9.8 継続的コン

プライアンス 

9.8.1 次世代 MSPは、コンプライアンスの管理と監視に継

続的なアプローチを採用しています。これは、どちらも新ポ

リシー、監査要件、および環境内のコンプライアンスに準拠

していない変更事項に関係しているためです。 

パートナーは AWSマネージドリソースに適用している顧客

に継続的コンプライアンスアプローチを提供します。たとえ

ば、システムがポリシーに合致していることを確認するため

に AWS CloudTrail または AWS Config を使用してネット

ワーク構成の変更、IAMプリンシパルによるアクセス、また

は EBS暗号化設定を監視することなどがあります。 

証拠は、（訳注：コンプライアンス違反状態の）修復までの時

間短縮および（訳注：監視自動化による）監査時間短縮を中
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心とする顧客ケーススタディ、および成果の文書とともに継

続的なコンプライアンスツールおよびプロセスのデモでなけ

ればなりません。 

 9.8.2 パートナーは継続的コンプライアンスソリューションを

顧客に提供し、リソースレベルの監査項目のコンプライアン

スを確保します。例には、CISハードニングインスタンスをデ

プロイ後にハードニングされたままにすること、ログと構成

ファイルの整合性の維持などがあります。（訳注： Center 

for Internet Securityは NPOで、設定済みの Linuxインス

タンスは Marketplaceでも提供されている） 

証拠は、修復までの時間短縮および監査時間短縮を中心と

する顧客ケーススタディ、および成果の文書とともに継続的

なコンプライアンスツールおよびプロセスのデモでなければ

なりません。 

0 +20 
 

  

9.9 イベント管

理  

9.9.1 パートナーは、すべてのイベントについて検知、分類

化、対策のプロセスを有しています。 

 

一般的にイベントとは以下のものになります。 

 元来、情報的なもの（よって、ログされるべきもの） 

 警告に関係するもの（よって、アラートが発行されるべきも

の） 

 例外的なもの。通常パターンから外れているものに対処し

ているもの（よって、インシデントをトリガーすること） 
 

イベントは、ITサービスまたはその他構成アイテムの管理

にとって重要な状態の変化と定義されます。また、ITサービ

ス、構成アイテムまたは監視ツールから生成されたアラート

または通知を意味することもあります。イベントは通常、IT

運用員による対処を必要とし、対処後にインシデントがログ

される場合が多いです。イベント管理は、ライフサイクル全

体を通してイベントを管理するためのプロセスです。（ITIL

サービスオペレーション） 

 
証拠は、適切なプロセスを通してどのようにイベントを扱うか

のデモでなければなりません。該当する場合は、プロセス文

書も必要です。あるいは、証拠は、パートナーの AWSマ

ネージドサービスプラクティスに該当する ITサービス管理

（ISO 20000など）に関連する最新の業界認証でもかまい

ません。 
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9.9.2 パートナーは、顧客とのやりとりを要する問題とそれ

以外を区別して、複数の顧客の運用にプログラミングによる

(訳注：自動化された)価値を付加できることを実演できま

す。 

 

パートナーは、イベント情報をフィルタリングして顧客に伝達

した事例を提示しなければなりません。 
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9.10 インシデン

ト管理 

9.10.1 パートナーは、以下を含むインシデント管理プロセ

ス文書を有します。  

 インシデントの検知方法 

 インシデントのログ方法 

 インシデントの分類化方法 

 インシデントの優先付け方法 

 インシデントの調査および診断方法 

 インシデントの改善方法 
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 インシデントのクローズ方法 

 

インシデントは、ITサービスへの不測の割り込みまたは IT

サービスのクオリティ低下です。まだサービスに影響が出て

いない設定項目の不具合もインシデントです。例えば、対と

なるディスクの片側の不具合がそれにあたります。インシデ

ント管理は、すべてのインシデントのライフサイクルを管理

するためのプロセスです。インシデント管理によって、通常

のサービス運用を迅速に復旧し、ビジネスへの影響を最小

限に留めることを確保します。 

 

パートナーは、上述の条件に関するインシデント管理プロセ

ス文書を証拠として、１つの例と共に提示しなければなりま

せん。証拠は、パートナーの AWSマネージドサービスプラ

クティスに該当する ITサービス管理（ISO 20000など）に関

連する最新の業界認証でもかまいません。 

9.10.2 パートナーは、（訳注：インシデント状態の）更新を伝

達するプロセスを明確にしています。伝達方法、頻度、手段

は、規定の SLAに基づいて行い、ビジネスへの影響やイン

シデントの深刻度を包括します。 

 

パートナーは、顧客が未解決のインシデントを更新するプロ

セスを従業員が手順に従って対応できる能力を有します。 

 

証拠は、プロセス文書と顧客の例でなければなりません。あ

るいは、証拠は、パートナーの AWSマネージドサービスプ

ラクティスに該当する ITサービス管理（ISO 20000など）に

関連する最新の業界認証でもかまいません。 
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9.11 問題管理 9.11.1 パートナーは、既知または利用可能な解決策がな

いインシデント、または、パフォーマンスの傾向分析や監視

で積極的に検知されたインシデントを含む問題管理を文書

化しています。 

 

問題とは、1つまたは複数のインシデントを引き起こすもの

として定義されます。問題が記録された時点で、原因は通

常未知で、問題管理プロセスに従い調査を実施します。問

題管理は、問題のライフサイクル全般にかかわるものです。

問題管理は、インシデントを積極的に未然防止するととも

に、回避不可能なインシデントの影響を最小限に抑えます

（ITILサービスオペレーション）。 

 

証拠は、インシデントがハンドオフされた実例、または、パ

フォーマンスの傾向分析/監視/パターン解析に基づいて積

極的に検知された実例でなければなりません。あるいは、

証拠は、パートナーの AWSマネージドサービスプラクティ

スに該当する ITサービス管理（ISO 20000など）に関連す

る最新の業界認証でもかまいません。 
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9.11.2 パートナーは、根本原因を識別および記録し、適切

なサポート員が検索できる既知エラーデータベースに保存

することができます。 

 

既知エラーデータベース（KEDB）は、すべての既知のエ

ラーレコードを保存しています。このデータベースは、問題

管理に従って作成され、インシデントおよび問題管理に使用

されます。既知エラーデータベースは、構成管理システムの
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一部でも、あるいは、知識管理サービスに入っているもので

もかまいません。（ITILサービスオペレーション） 

 

証拠は、検知、ログ、分析後に既知エラーデータベースに入

力された問題でなければなりません。パートナーは、データ

ベースが検索可能であることを実演しなければなりません。

単純な Excel ファイルでも高度なツールでもかまいません。

あるいは、証拠は、パートナーの AWSマネージドサービス

プラクティスに該当する ITサービス管理（ISO 20000など）

に関連する最新の業界認証でもかまいません。 

9.12 アセット管

理 

パートナーは、自社の AWSにデプロイされたアセットをト

ラッキングおよび管理するための戦略を有します。 

 

アセットとは、サービス供給に貢献できるあらゆるリソースま

たは能力として定義されます。そのライフサイクルを通して、

アセットの価値および所有権をトラッキングおよび報告でき

る一般的なアクティビティまたはプロセスです。（ITILサービ
スストラテジー、サービストランジション。） 
 

パートナーのアセットマネジメント戦略は、次の質問に答え

るものです： 

 貴組織は、アセット管理戦略の一環として AWSが提供

するインスタンスおよびサービス特有のメタデータを活

用していますか？ 

 貴組織は、AWS リソースをトラッキングおよび識別する

ために、カスタムリソースタグを活用していますか？ 

 貴組織は、リソースタギング戦略を持っていますか？ 

 AWSアセットは、社内アセット管理システムにどのよう

に統合される予定ですか？ 

これらの質問の詳細は、
https://aws.amazon.com/whitepapers/operational-

checklists-for-aws/で参照できます。 

 

証拠は、技術デモです。 
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9.13 構成およ

び変更管理 

9.13.1 パートナーは、構成および変更管理のプロセスを有

します。プロセスは、AWSビジネス特有の次の質問に対応

するものです： 

 貴組織は、サーバーイメージ（AMIs）をどのように管理

しますか？ 

 インスタンスは、起動時に自動設定されますか？それ

とも起動後に手動で設定されますか？ 

 パッチ、ならびに、アップグレードは、どのように適用さ

れますか？ 

 アプリケーションは、同質のものをフリート

(Homogeneous fleets)として管理しますか？ 

 貴組織は、OSハードニングベースラインへの変更、OS

ファイヤウォールやセキュリティーグループの設定、お

よびそれらのインスタンスへの侵入や権限のない変更

に関する監視をどのように管理しますか？ 

 

これらの質問への詳細は、
https://aws.amazon.com/whitepapers/operational-

checklists-for-aws/で参照できます。 
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証拠は、テスト環境か仮本番環境で変更をかける技術デモ

およびポリシーまたはプロセス文書の検討書でなければな

りません。 

9.13.2変更管理プロセスには、変更ロールバック（切り戻

し）プロセスが含まれます。 

 

証拠は、技術デモならびに変更ロールバックを記述した変

更管理プロセス文書でなければなりません。例が 1つ必要

です。 
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9.13.3 構成管理データベース（CMDB）が、強く推奨されま

す。 

 

構成管理データベースとは、そのライフサイクルを通して、

構成記録を保存するために使うデータベースです。（ITIL

サービストランジション）。 

 

証拠は、構成管理データベースのデモでなければなりませ

ん。 
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9.14 リリースお

よびデプロイ管

理 

パートナーは、アプリケーションのリリースとデプロイ(展開)

の管理プロセスを規定しています。 

 

リリースとデプロイの管理は、リリースのビルド、テスト、デプ

ロイを立案、スケジュール化およびコントロール、また、既存

サービスの整合性を保ったままでのビジネスに必要な新機

能の実現をつかさどるプロセスとして定義されます。（ITIL

サービストランジション） 
 

クラウドでは、従来、インフラ変更とアプリケーションのデプ

ロイの境界がないとは言わずとも、あいまいになることがあ

ります。クラウドアプリケーションとインフラのデプロイに当

たっては、継続的インテグレーションと継続的デプロイのメカ

ニズムが広くサポートされており、推奨されます。 

 

従来のコード開発、テスト、バージョン概念に加え、企業は

アプリのリリースやデプロイに向けて、以下のクラウド統合

の際のポイントを検討する必要があります。 

 どのようなソフトウェアリリースおよびデプロイプロセス

または方法を貴組織は活用しますか？ 

 セルフサービスまたはマネージド CI/CDパイプライン

をどう適用していますか？ 

 新アプリリリースの意図的なデプロイ、テスト、移行、

ロールアウト/ロールバック時に加重負荷分散パターン

を使いますか？ 

 貴組織では、より速く効果的に変更の実施またはロー

ルバックを行うために、インフラのブートストラップやア

プリデプロイツールをどう活用していますか？ 

 貴組織では、アプリケーションを、ある特定のソフトの

リリースやデプロイに必要なインフラ変更に積極的に

役立たせるため、どのようにして、よりインフラを意識し

たアプリケーションにしていますか？ 

 

この基準を満たすために、パートナーは、どのようにして顧

客アプリのデプロイとリリース管理をセルフサービス型の継

続的インテグレーションおよび継続的デプロイのパイプライ

ンエンドポイント、またはマネージド機能として可能にしてい

るのかを説明する必要があります。 
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9.15 DevOps

のリリースおよ

びデプロイ方法 

9.15.1 パートナーは、インフラリリースとデプロイ管理のプ

ロセスを規定しています。インフラのリリースとデプロイにつ

いては、顧客の運用環境とインフラスタックの定義、カスタマ

イズ、プロビジョニング、更新において、高度に設定可能で、

再利用、繰り返し可能なメカニズムを利用する必要がありま

す。 

 

この基準を満たすためにパートナーは、どのようにインフラ

のリリースとデプロイを、運用環境とインフラスタックの設計

通りの正確なデプロイを確保するために、繰り返しかつ再利

用可能なメカニズムを使って可能にしているか、を示す必要

があります。また、パートナーは、現行の運用環境とインフ

ラスタックをどう更新しているかのデモを、インフラとデプロ

イメント管理プロセスを通して行う必要があります。 

 

証拠は、技術デモと上記のプロセス記述文書、および顧客

事例 1件でなければなりません。 
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 9.15.2 パートナーはAWS DevOpsコンピテンシーの監査

に合格し、取得済みです。 

 

証拠は、AWS DevOps コンピテンシープログラムにおける

承認でなければなりません。DevOps コンピテンシー要件

のいくつかは進行中の取組のレビューの一部として監査を

受けることができます。承認されれば、ポイントが加算され

ます。 
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項目 9合計:    

 

10.0 サービスレベル契約書（SLA） 
10.1基本 SLA パートナーは、基本 SLAを有します。基本 SLAは、対応ま

での時間、アクション、およびパートナーから顧客への通知

に関するものです。 

 

SLAには、顧客がチケットをオープンしたり、リクエストを提

出した際の対応時間、イベントまたはインシデントのトリガー

から解決までの時間、ならびに、顧客依頼の変更やリクエ

ストへの対応時間が含まれる場合があります。 

 

証拠は、SLA文書およびサポートプロセス、ならびに、メト

リックス（指標）でなければなりません。 
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10.2 ワーク

ロードまたは、ソ

リューション特

有の SLA 

ビジネス成果によって決まる SLAに加え、パートナーは、

AWSサービス SLAの範囲を越えるインフラ SLAなど、

AWS クラウドにおける顧客側ワークロードに基づいた SLA

を有します。 

 

証拠は、SLA文書およびそれをサポートするプロセスおよ

びメトリックス（指標）でなければなりません。 
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項目 10合計:    
 

 

11.0 顧客第一主義 
11.1顧客満足 

   

11.1.1 パートナーは、客観的に顧客の満足度データを取り

込む能力を有します。これは、正式な調査プロセス、接触
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ベースの調査（顧客事案がクローズした後）を介して、また

は、顧客レビューミーティングの中で実施されます。 

 

証拠は、回収したフィードバックの記録文書でなければなり

ません。 

11.1.2 パートナーは、低スコアや顧客の不満足をフォロー

アップするプロセスを規定し、解決結果を文書化します。 

 

証拠は、低スコアのフォローアッププロセス、およびこのプロ

セスが実施されたことが分かる顧客事例でなければなりま

せん。 
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11.2顧客レ

ビュー 

  

11.2.1 パートナーは、そのサービスや SLAの実行状況を

話し合い、顧客とレポートを共有するために、定期的に顧客

とのレビュー会議を開きます。その目的は、顧客にマネージ

ドソリューションの価値を理解してもらうことです。とりわけ、

うまくいっているプロアクティブなサービスは、エンドカスタ

マーには不必要に見えることがあるからです。  

 

証拠は、顧客レビューミーティングで使用した文書で（前記

と同じ例でも可）、顧客に対する提案や報告が記載されてい

るものでなければなりません。 
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11.2.2 パートナーは、顧客のインフラコストを定期的に評

価し、これらのコストを最適化する機会をレポートで強調し

ます。 

 

証拠は、顧客レビューミーティングで使用した文書で（前記

と同じ例でも可）、例えば Detailed Billing Report を使うな

ど、顧客に対するインフラコスト最適化の提案が記載されて

いるものでなければなりません。 
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項目 11合計:    
 

 

12.0サービス報告 
12.1 インシデン

ト管理報告 

パートナーは、インシデントの解決に向けて現在行っている

作業の詳細とインシデントの管理に関するメトリックス（イン

シデントの数、解決までの平均時間、特定された共通原因

など）を詳しく報告します。 

 

証拠は、報告例でなければなりません。 
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12.2サービスに

影響を与えない

インシデント報

告 

パートナーは、事前回避のアクションが取られたインシデン

ト、自動化されたトリガーに応じて提供されている新サービ

スなどを含むサービスに影響を与えないインシデントの報

告を管理します。 

 

証拠は、報告例でなければなりません。 

0 +10   

12.3パフォーマ

ンス分析報告 

パートナーは、パフォーマンス分析の履歴を提供します。 

これは、通常いくつかのサンプル期間（日々、毎週、毎月）

で用意され、例えば特定のアプリケーションがどれだけのト

ラフィックを生成しているか等、顧客にサービス全体の実行

方法を理解してもらうためのデータも含むものです。 

 

証拠は、報告例でなければなりません。 

0 +10   

12.4アセット/リ

ソース報告 

パートナーは、顧客用に管理しているアセット/リソースにつ

いての報告を提供します。 

 

0 +10   
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証拠は、報告例でなければなりません。 

12.5例外報告 パートナーは、顧客指定の閾値または範囲を基準にした報

告を作成します。顧客がデバイス単位でパラメータを自己

選択でき、例外報告にあげる基準となる値を決めることが

できます。 

 

証拠は、報告例でなければなりません。 

0 +10   

12.6ウェブでア

クセス可能な報

告 

パートナーは、ウェブまたはウェブポータルを介して、顧客

報告にアクセスできるようにしています。 

 

証拠は、ウェブポータルまたは、顧客がアクセス可能なレポ

ジトリです。 

0 +10   

項目 12合計:    
 

最適化 

13.0 内部プロセスの最適化 
13.1内部プロセ

スの最適化 

パートナーは、定期的に内部パフォーマンスをレビューし、

改善提案をする場を設けています。内部の最適化により、

パートナーのオペレーションにおける財務およびプロセスの

効率化、顧客満足の向上につながる効率化を追求します。  

 

証拠は、内部レビュー頻度の説明とそのプロセスで実施さ

れた具体的な効率化（請求アラート等）事例でなければなり

ません。 

0 +20   

13.2 自動化の

最適化プロセス 

パートナーは、自動化された復旧活動と手動の復旧活動を

追跡するプロセスを有し、手動プロセスを低減するためにこ

れらの活動を定期的に検討します。 

 

証拠は、内部レビュー頻度の説明とそのプロセスの一部と

して実現された効率化（新しい自動化解決プラクティス等）

事例でなければなりません。 

0 +20   

項目 13合計：   

14.0 SLAの最適化 
14.1 SLAの最

適化 

パートナーは、パフォーマンスを目標に向かって継続的に

改善するためのアクションを取ります。継続的な改善の証

拠としては、目標未達時は特に、パフォーマンス改善のた

めのアクションの記録があります。 

 

証拠は、改善事項を特定・実行した箇所の説明と事例でな

ければなりません。 

0 +20   

項目 14合計:    
 

 
 

パートナーの合計点数: 
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付属書類 A：成功事例および参考資料 

最新のバージョンを入手するために、ホワイトペーパーの URL必ず確認してください。 

Amazon Web Servicesホワイトペーパー：  

http://aws.amazon.com/whitepapers/ 

 

ベーシックオペレーションチェックリストおよびエンタープライズオペレーションチェックリスト： 
https://aws.amazon.com/whitepapers/operational-checklists-for-aws/ 
 

AWSセキュリティーセンター：  

http://aws.amazon.com/security/ 
 

セキュリティープロセスホワイトペーパーの概要： 
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/pdf/AWS_Security_Whitepaper.pdf 
 

AWSセキュリティーのベストプラクティス： 
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Best_Practices.pdf 
 

AWS コンプライアンス：  

https://aws.amazon.com/compliance/ 
 

AWSホワイトペーパーとチェックリストの使用の監査の概要： 
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Auditing_Security_Checklist.pdf 
 

AWSセキュリティー資格情報の導入： 

http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-security-credentials.html 

 

入門：Amazon IDとアクセス管理： 

http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-security-credentials.html 

 

IAMベストプラクティス：   

http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAMBestPractices.html 

 

Amazon Web Servicesへの安全な要求： 
http://aws.amazon.com/articles/1928?_encoding=UTF8&andjiveRedirect=1 
 

AWSにおけるフォールトトレラントアプリケーションの構築： 
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_Building_Fault_Tolerant_Applications.pdf 

  

http://aws.amazon.com/whitepapers/
https://aws.amazon.com/whitepapers/operational-checklists-for-aws/
http://aws.amazon.com/security/
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/pdf/AWS_Security_Whitepaper.pdf
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/Security/AWS_Security_Best_Practices.pdf
https://aws.amazon.com/compliance/
https://d0.awsstatic.com/whitepapers/compliance/AWS_Auditing_Security_Checklist.pdf
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-security-credentials.html
http://docs.aws.amazon.com/general/latest/gr/aws-security-credentials.html
http://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/IAMBestPractices.html
http://aws.amazon.com/articles/1928?_encoding=UTF8&jiveRedirect=1
http://d36cz9buwru1tt.cloudfront.net/AWS_Building_Fault_Tolerant_Applications.pdf
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変更の概要 
 
3.0から 3.1への変更は以下の通りです。 

1. 採点方法を更新（「採点法の説明」を参照） 

2. 非リセラーパートナーの適用範囲を縮小（「採点法の説明」を参照） 

3. 更新監査プロセスを効率化。（「採点法の説明」を参照） 

4. 追加トレーニングの前提条件を削除。 

5. 1.1、1.2、7.1、7.2、9.1、9.2.1、9.2.3、9.9.1、9.10.1、9.10.2、9.11.1、9.11.2の受け入れ可能な証拠を更新し明確

化。 

6. 1.4、1.6、4.2.4、5.3、8.1.2、9.3.5の意図を明確化。 

7. サービスを 3.1に追加。AWS Lambda、Amazon DynamoDB、Amazon Redshift、Amazon Kinesis 

8. 3.1からサービスを削除。AWSストレージゲートウェイ、AWS OpsWorks、AWSディレクトリサービス 

9. 要求事項 6.1.2（既存のインフラの評価）、8.4.2（内部システムおよびプロセステスト）、9.2.2（ローカル言語サポー

ト）、9.2.3（コールロギング）、9.2.4（コールバック SLA）、9.2.5（ユーザーバリデーション）、9.3.6（従業員のリモートア

クセス）を削除。 

10. 新規要求条件 8.1.9（シークレットショッパーテスト、8.4.2 と置き換え）、8.1.10（顧客情報暗号化、8.4.2 と置き換

え）、13.2（自動化の最適化）を追加。 

11. 要求事項 8.2.4 を拡張（CloudTrail実施可能要件およびログ完全性）。 

12. 明確化のために要求事項 9.6を 3つのセクション（9.6.1、9.6.2、9.6.3）に分割し、要求事項 9.8を 2つのセクション

（9.8.1、9.8.2）に分割。 

13. 要求事項 10.2 と 10.3をインフラとワークロード特有の SLAの両方を含む１つの要求事項にまとめた。 

14. 付属書類 Bホワイトラベルソリューションプロバイダーを削除。 

 
2.3から 3.0への変更は以下の通りです。 

1. ビジネスの健全性のセクションと監査項目を追加（項目 1） 

2. 請求とコスト管理のセクションと監査項目を追加（項目 5） 

3. 次世代の MSP差別化要因特有の新基準を追加（項目 3、7、9） 

4. 一部のセクションで、認められる証拠としての「プロセスと文書」を削除。技術デモのみ適合とした。 

5. オプションのビジネスおよび技術能力識別子を削除。MSPパートナーは、ビジネスを差別化させるために AWS コン

ピテンシーを達成させることが推奨される。 

6. すべてのホワイトラベル要件とポリシーを付属書類 Bに移動。 

 

2.2から 2.3への変更は以下の通りです。 

1. 前提条件のトレーニング要件を AWS高度オペレーションから AWSの DevOpsエンジニアリングに変更。 

2. ホワイトラベルのビジネス能力識別子を追加。 

3. ホワイトラベルパートナーのプログラムルールを追加。 

4. ビジネス能力識別子に医療、ライフサイエンスのコンピテンシーを追加。 

5. コアコンピタンシー基準の表現と文法の訂正。 

6. 6.1（セキュリティーマネジメント）、7.4（プロアクティブ監視および警報）、7.5（イベントとインシデン

ト管理）、7.9（リリースおよびデプロイ管理）、12.0（SLAの最適化）部分の変更と明確化。 

7. アドバンスドまたはプレミア APNパートナーの月次収入を最低$25kに変更。 

 

2.1から 2.2への変更は以下の通りです。  

1. 当事者への期待部分に追加。 

2. ビジネスマネジメントに要件を追加。 

3. 初回監査の結果として、一部セクションの要件を修正・移動。 
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4. スコアを更新。 

5. 技術的能力プログラムを必要条件に移動、表を付属書類 Aに移動。 

6. ビジネス能力識別子にホワイトラベルを追加。 

 

2.0から 2.1への変更は以下の通りです。    

1. セクション毎のスコアリングを追加。 

2. 参照を容易にするため項目番号を追加。 

3. 項目 6.0に契約文言を追加。 

 

1.0から 2.0への変更は以下の通りです。 

1. 目次を追加。 

2. スコアリングマトリックスを追加。 

3. 当事者への期待項目を追加。 

4. 検証前にパートナーが事前に準備しなくてはいけない証拠の詳細要件を追加。 

5. クラウド運用および技術サポートをイベント、インシデント、問題管理、サービスデスク機能に分割。 

6. AWSコア技術能力を追加。 

7. 能力識別子を新項目として追加。 

8. 付属書類 1：ベストプラクティスガイドおよび参考資料を追加。 


