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サードパーティのソフトやデータのデジタル
調達を実現できる AWS Marketplace
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AWS Marketplace 事業開発マネージャー
アマゾン ウェブ サービス ジャパン株式会社



本セッションについて

• 本セッションは、自社AWS環境を管理する方向けに、AWS 
Marketplaceを通じて、サードパーティのソフト/SaaS、データを
活用するメリットをご理解頂きます。

• AWSの各サービスと共に、AWS Marketplaceを活用することで、
お客様がITのデジタル調達、ビジネス変革を推進できる点をご説明
します。



アジェンダ

1. AWS管理者がサードパーティソフトを活用する際の課題

2. デジタルソフトウェアカタログ
『AWS Marketplace』

2 - a. サードパーティデータも活用できる
『AWS Data Exchange』

（ユーザの立場で利用） （セラーの立場で利用）

2 - b. セラーの立場でAWS 
Marketplaceを活用

3. まとめ
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1. AWS管理者がサードパーティソフト
を活用する際の課題
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クラウドはアプリケーションポートフォリオを変化させる

5~440 倍 速い
機能をデプロイする
ためのリードタイム

5分の1 
の変更失敗率

5~46 倍
の頻繁なコードデプロイ

クラウドネイティブで構築 *

* https://puppet.com/resources/whitepaper/state-of-devops-report
** https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/white-paper-c11-738085.html
*** https://451research.com/451-research-says-application-containers-market-will-grow-to-reach-4-3bn-by-2022

オンプレミスから移行

~1,000+*
の一般的なアプリケー
ションポートフォリオ

~10-30%
の永久ライセンス

20%+ 
のアプリケーションを
利用停止

数百もの ISV 

すべてをモダナイズ

5 年で 280% 成長 ***
コンテナおよびサーバー
レスベースのアプリケー
ション

マイクロサービスを使用
して回復性を向上

ワークロードの
20~50%**
SaaS ベースのアプリケー
ション

69% の組織 **
はハイブリッドアーキテ
クチャを使用する見込み

https://puppet.com/resources/whitepaper/state-of-devops-report
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/global-cloud-index-gci/white-paper-c11-738085.html
https://451research.com/451-research-says-application-containers-market-will-grow-to-reach-4-3bn-by-2022


複数の購買チャネルを管理する煩雑さ

AWS従量課金

セキュリティツール
ベンダー A

モニタリングSaaS
ベンダー B

ホスト単位
年間課金

ユーザ単位
複数年課金

導入支援サービス

ユーザ（顧客） ベンダー

リセラー a



© 2021, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. All rights reserved.

2. デジタルソフトウェアカタログ
『AWS Marketplace』



成長を続けるデジタルソフトウェアカタログ

• 8,000 件を超える製品が出品済み

• 1,600 以上もの ISV（無料、BYOL、または有料）

• 25 のリージョンにデプロイ

• 毎月 300,000 の アクティブカスタマー

• 現在 150 万件 を超えるサブスクリプション

• 50 のカテゴリを提供

• オンデマンドでソフトウェアをデプロイ

• 柔軟な消費モデルと契約モデル

• 簡単かつセキュアなデプロイをほぼ瞬時に実行

• 請求の簡素化



豊富な選択肢、俊敏性
• Amazon Machine Image(AMI)、

SaaSなど複数のデプロイ方法や製品
カテゴリーから選択

• AWS Marketplaceのソフトおよび
データ製品は AWSですぐに活用可能

柔軟な価格・契約条項
• さまざまな支払いオプションを
通じて使用した分のみ支払い
（従量課金）、または長期期間
の割引を受ける

• その費用は、シンプルにAWSの
料金と共に請求される

検証済み、統制
• AWS Marketplaceのすべてのソ
フトは、信頼性を確保するために
継続的にスキャンされる

• ユーザによる製品レビューあり

• ソフト購入には、自社の調達ポリ
シーを適用できる

AWS Marketplaceの価値



AWS Marketplace の仕組み

一元化された
ガバナンス

開発者

ユーザ（顧客）

セラー
（ISV*, データ
プロバイダー）

ソフト/SaaS、データを公開

セラー向けレポート

支払い

税額計算 API(一部地域向け)

グローバルにデプロイ

発見、テスト、購入

タグ付け、デプロイ

計測 & 請求

カスタマイズされた価格、契約条項

セラーのプライベートオファー

カスタマイズされた価格、契約条項
+ コンサルティング、サポート

コンサルティングパートナーのプライベートオファー

コンサルティング
パートナー

エンタープライズ

ISV* : Independent Software Vendors, 独立系ソフトベンダー



ユーザにとってのインターフェイス
AWS Marketplace コンソール

Amazon EC2 コンソール

AWS WAF コンソール

Amazon ECS コンソール

Amazon Sagemaker コンソール

その他

例) Amazon EC2 コンソール

例) セラーから提供されたプライベートオファーの承認画面
※グリーンラベルが目印

セラー ユーザ（顧客）



人気の商用カテゴリ

Networking Database Monitoring DevOps BIStorageOS Security

Windows

ITBM



お客様の声

「AWS Marketplace経由でソフトとサポートサービスを調達すること
で、従来の調達モデルと比較して、50%近くの大幅なコスト削減を実
現できました」

Alexander Schnellhardt氏

Head of Cloud Service Operations

Software AG



お客様のメリット①：柔軟な価格、使用条項の交渉

• セラーもしくはコンサルティングパートナーと、価格および使用
条項を交渉し、プライベートオファーを受けられる

• ソフト/SaaSだけでなく、サードパーティのデータも購入できる

• 長期契約のメリットと、従量課金モデルを合わせられる



お客様のメリット②：パートナーの付加価値を得られる

• コンサルティングパートナーから、プライベートオファーを提示頂
くことで、支援を得られる

• ISVセラーおよびコンサルティングパートナー独自の「プロフェッ
ショナルサービス」を購入することも可能

• アセスメント

• 導入支援

• マネージドサービス

• プレミアムサポート

• トレーニング



お客様のメリット③：コスト管理

• 契約（サブスクリプション）しているソフト/SaaS*の費用を、
製品単位、AWS Account ID単位で可視化できる

*一部のソフト/SaaSでコスト情報を取得できない場合があります。
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2 - a. サードパーティ”データ”も活用できる
『AWS Data Exchange』



データはビジネスのイノベーションを支援

アナリティクス
や機械学習など

参照できるデータは増えており、
その組み合わせと活用法は無限
に存在する

ゲノム
情報

地理情報

テキスト
ニュース

市場情報

気象情報



データ購入・提供の課題

ユーザ（顧客）

!
データ取得場所
がバラバラ

!
データ取得

インフラの構築

!
データ提供・請求
スキームの構築

!
顧客獲得に
かかる費用

データプロバイダー

データ提供を
断念

データ取得を
断念



訪問者データ

AWS Data Exchange の仕組み

COVID-19と判断された日本人
のサンプルデータ（匿名）

Amazon DynamoDB

Amazon SageMaker

Amazon QuickSight

Amazon Redshift

Amazon Athena

AWS Glue

AWS Data
Exchange

Amazon S3

AWS Lambda

ニュース記事および
日本全国のPOSデータ

企業開示速報、
Qr1アクセスランキング

データ分析サービス



金融サービス

AWS Data Exchange ユースケース

ヘルスケア・
ライフサイエンス

小売・消費財販売

メディア・
エンターテインメント

公共
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2 - b. セラーの立場でAWS Marketplaceを活用



ユーザだけでなく、セラーとしての活用

• 日本法人としての出品例

データ ソフト / SaaS



日本のセラー様事例①：DOCOMO Innovations様

• ユーザとしてAWSを活用された知見で、ソフトを開発

• 米国法人でMarketplaceへセラー登録

https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=3581ba71-392f-4668-8579-f3e5d1418635

https://aws.amazon.com/marketplace/seller-profile?id=3581ba71-392f-4668-8579-f3e5d1418635


日本のセラー様事例②: サイバーセキュリティクラウド様

• WAFにフォーカスしたセキュリティサービスをAWS上に構築

• 2019年2月、AWS WAFマネージドルールセラーの認定を受け、
AWS Marketplaceで独自ルールセットを販売。2020年8月時点で、
グローバルユーザー数は700を超え、契約ユーザー所在国 / 地域数
の累計は70に達している。
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4. まとめ



AWS Marketplaceの活用ステップ

1. AWS Marketplaceからの
購入（パブリックオファー）
を体験する

3. お客様の調達ポリシーに合っ
た、Private Marketplaceカタ
ログを通じて購入

• 無償評価版もしくは小規模
プロジェクト

• セルフサービス

2. プライベートオファーで購入
する

• AWSの各サービスだけでな
く、サードパーティのソフト
/SaaS、データの購入を集約

• IT部門が主導

• サードパーティのソフト
/SaaS、データ購入にお客様
の調達ポリシーを適用

• ITのデジタル調達を実現

IT調達におけるガバナンス

調
達
プ
ロ
セ
ス
へ
の
統
合



AWS Marketplace プライベートオファー活用方法

• AWS Marketplaceに出品するISVセラーもしくはコンサルティング
パートナーへご相談下さい。

• セラーから、お客様のAWS Account IDにひもづく、プライベート
オファーのリンクとその内容が届きます。

「お客様がAWS MarketplaceのPrivate Offerをサブスクライブする手順」
https://aws-crm.my.salesforce.com/sfc/p/300000001XM6/a/4z000000UmCa/InZohzLR8ONP4yFy_0nS7xD72u1l29QbNq1jJdhWSZU

https://aws-crm.my.salesforce.com/sfc/p/300000001XM6/a/4z000000UmCa/InZohzLR8ONP4yFy_0nS7xD72u1l29QbNq1jJdhWSZU
https://aws-crm.my.salesforce.com/sfc/p/300000001XM6/a/4z000000UmCa/InZohzLR8ONP4yFy_0nS7xD72u1l29QbNq1jJdhWSZU


AWS Marketplaceには優れた製品が出品されています

• AWS Marketplace / AWS Data Exchangeは、デジタル調達を実
現するプラットフォーム

• AWS Marketplace プライベートオファーを使って、サードパー
ティのソフト/SaaS・データをより有効にご活用下さい



Thank you!
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竹部 智実, AWS Marketplace

takebes@amazon.co.jp
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AWS トレーニングと認定

詳細はこちら https://aws.amazon.com/jp/training/

デジタルトレーニング

クラウドのスキルを構築
する無料のオンデマンド

コースを探索する

AWS 認定の取得

業界で認められている
認定を取得する

クラスルーム
トレーニング

エキスパートインストラ
クターによるトレーニング

に参加する

エンタープライズ
リソース

学習ニーズ分析と
AWSランプアップガイド

を活⽤する

教育プログラム

AWS のスキルと経験を
持つ⼈材に出会える

AWS クラウドをキャリアに活⽤してください




