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本書について 
AWS は、世界中の何百万ものお客様のビジネスの変革を支援し、イノベーションとお客様の成

功を引き出すデジタルトランスフォーメーションを実現します。AWS 中国リージョン（本書で

は、「AWS 中国（北京）リージョン」と「AWS 中国（寧夏）リージョン」を総称しています）

は、2013 年から中国本土での運用を開始し、その後も投資が拡大しています。本書では、あら

ゆる規模のお客様が、中国でのビジネスを拡張するために AWS 中国リージョンのサービスの

利用を開始するのに役立つ情報をまとめています。 
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1. AWS 中国リージョンのサービス 
中国は世界第 2 位の経済大国であり、2020 年には海外からの投資が過去最高を記録しました。

COVID-19 のパンデミックの中で、中国の経済は再開し、市場は発生前に近いレベルまで回復

しています。グローバル企業は、商品やサービスの消費の伸びによってもたらされるこの巨大

な市場の需要を利用することができます。中国は今後もより多くの市場セグメントを開放し、

外国投資にとってはより多くの機会をもたらします。 

 

1.1 中国で AWS サービスの価値  

AWS は、世界中の何百万ものお客様のビジネスの変革を支援し、イノベーションとビジネスの

成功を引き出すデジタルトランスフォーメーションを実現します。AWS の中国リージョンは、

2013 年に中国で運用を開始し、投資はその後も拡大しています。Sinnet 社や NWCD 社との連

携により、これまで以上に多くの Global-to-China (G2C) のお客様にサービスを提供し、グロー

バル企業の AWS中国リージョンの活用を簡素化する仕組みを構築し続けています。  

 

中国における AWS の長期的なコミットメント 

AWS中国リージョンは、AWS中国（北京）リージョンとAWS中国（寧夏）リージョンで構成

されており、それぞれ 3 つのアベイラビリティー・ゾーンを持っているため、お客様は中国で

スケーラブル、障害耐性、高可用性のアプリケーションを構築することができます。AWS は、

上海に AI ラボ、深圳に IoT ラボを設置し、中国における人工知能や IoT に関する高い需要と急

速な発展をサポートしています。2021 年、AWS は、上海と蘇州にインダストリーデジタルア

クセラレーションセンター（IDAC）を設立しました、このセンターは、さまざまな業界のお客

様のデジタルトランスフォーメーションを加速させ、イノベーションのジャーニーをサポート

します。  

 

現地の法律・規制要求に準拠  

中国のお客様に最高の体験を提供し、中国の法規制に準拠するために、AWS は中国のローカル

パートナーである Sinnet社および NWCD社と協力し、それぞれ AWS中国（北京）リージョン

および AWS 中国（寧夏）リージョン内でクラウドサービスを提供するための適切な電気通信

ライセンスを取得しました。 

 

高性能ネットワーク 

Sinnet社と NWCD社は、中国の大手通信事業者が提供するネットワーク接続サービスを利用し

ており、お客様は、AWS 中国リージョン上で稼働するワークロードと、他の AWS リージョン
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上のワークロードとの接続を確立することができます。これらのネットワーク機能は、越境ネ

ットワークアーキテクチャに一貫したパフォーマンスを提供し、信頼性の高い顧客体験を実現

します。 

 

一貫性のある AWS グローバルの顧客体験 

AWS 中国リージョンでは、別のマネージメントコンソールを使用しますが、お客様は中国本土

以外の他の AWS リージョン（「AWS グローバルリージョン」）にアクセスするときと同じよ

うな顧客体験、同じレベルのセキュリティを享受することができます。AWS 中国のサービスは、

他の AWS グローバルリージョンと同じ API、SDK、CLI を使用しているため、開発者は一般的

にAWS中国のサービスを利用するために追加のトレーニングを必要としません。このように、

開発者は一度書いたコードを簡単に中国に展開することができます。 

 

簡単な移行 

AWS グローバルリージョンでのシステム構成、AMI やデータは、AWS 中国リージョンに簡単

にコピーすることができます。お客様は、あらゆる規模の移行を支援するグローバルおよびロ

ーカルのサードパーティ製ツールやソリューションを幅広く選択することができます。 

 

現地サポート 

AWS は中国各地で事業を展開しており、現地の AWS ソリューションアーキテクトやプロフェ

ッショナルサービスチームがお客様をサポートします。AWS は、NWCD 社と Sinnet 社のサポ

ートチームと連携し、業界ソリューションと多くのグローバルサポートプログラムを AWS 中

国リージョンに拡張することができます。 

 

AWSパートナーコミュニティ 

AWS パートナーネットワーク（「APN」）は、2013 年に中国に拡張され、活気あるパートナ

ーコミュニティに成長しました。APN には、グローバルビジネスを中国で展開してきた長年の

経験を持つ認定パートナーが含まれており、AWS 中国リージョンのお客様へのサポートにおい

て非常に重要な役割を果たしています。 

 

グローバル企業の本社所在国でのサポート 

グローバル企業の AWS 中国リージョンの利用を支援するため、米国、日本、ドイツ、シンガ

ポールなどの複数国の AWS に中国リージョンの事業開発担当を設置しています。お客様の本
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社所在国の現地で、ローカル時間帯に合わせて、日本語、英語、ドイツ語で直接やり取りする

ことができます。 

 

AWS 中国リージョンのお客様事例 

現在、日本企業を含む多くのグローバル企業が AWS 中国リージョンを利用しており、その中

には有名企業も多数含まれています。詳しく情報を知りたい方は、AWS 中国リージョンお客様

事例を参照してください。 

 

1.2 AWS 中国のビジネスモデル 

AWS 中国（北京）リージョンと AWS 中国（寧夏）リージョンは、中国本土内に位置する 2 つ

の AWS リージョンです。中国のお客様に一貫した体験を提供し、中国の法規制要件を遵守す

るために、AWS はクラウドサービスの提供に必要なライセンスを持つ中国のローカルパートナ

ーである Beijing Sinnet社 Technology Co., Ltd.と Ningxia Western Cloud Data Technology Co., 

Ltd.と協業しています。これらのローカルパートナーは、AWS のサービスを運営し、中国のお

客様に提供します。AWS は業界をリードする技術、アドバイス、専門知識を NWCD 社と

Sinnet 社に提供します。 

AWS 中国リージョンは、他の AWS グローバルリージョンと同じサービスを提供していますが、

AWS 中国リージョンは、中国のローカルパートナーによって個別に運営されています。このた

め、AWS 中国リージョンの利用を希望するお客様は、AWS 中国リージョン専用のアカウント

を登録する必要があります。お客様は、AWS 中国リージョン用のアカウントを使って、他の

AWSグローバルリージョンのサービスにアクセスすることはできません、その逆も同様です。 

  

https://www.amazonaws.cn/en/customer-stories/
https://www.amazonaws.cn/en/customer-stories/
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2. AWS 中国リージョンの利用開始方法 
AWSは「中国のためのシステムは中国で構築する」ことを推奨しており、グローバル

企業は、中国のお客様を対象としたアプリケーションやサービスを中国国内で展開する

ことで、コストやレイテンシー、コンプライアンスのリスクを軽減することを検討する

必要があります。AWS では、他の AWSグローバルリージョンと同様に、一貫した顧

客体験を提供できるように、AWS中国リージョンの利用開始方法を以下に用意しまし

た。 

 

2.1 アカウント登録 

AWS 中国リージョンの運営は、他の AWS グローバルリージョンとは別のものであるため、

AWS グローバルリージョンのアカウントとは別の認証情報が必要となります。具体的には、中

国で AWS サービスの利用を希望するお客様は、AWS 中国リージョンのアカウントを登録する

必要があります。現在、アカウントを登録できるのは企業ユーザーのみであり、AWS 中国リー

ジョンは個人のアカウント登録をサポートしていません。 

Sinnet社と NWCD社は、中国サイバーセキュリティ法と反テロ法に基づく実名認証が求められ

ています。この規制要件を満たすために、お客様は、AWS 中国リージョンのアカウントを作成

したり、AWS 中国のサービスを利用したりする前に、実名情報を提供する必要があります。お

客様がアカウントを作成するためには、特に以下の項目を確認する必要があります。 

• 中国現地法人の営業許可証のコピー 

• 登録に必要な会社ドメインを含まれたメールアドレス 

• 中国現地の連絡担当者の情報、顔写真、メールアドレスと携帯番号 

一度アカウントを登録すると、お客様は最初のアカウントに関連して追加アカウントを作成す

ることができます。お客様は下記リンクより、オンラインで AWS中国リージョンのアカウン

トを登録できます。https://signin.amazonaws.cn/signup?request_type=register 

2.2 ウエブサイト公開に必要な ICP 届出 

中国でウエブサイト公開する時、サイトの性質に応じて、ICP 届出または ICP 許可を取得する

必要があります。Sinnet社および NWCD社は、お客様のネットワークポート 80/8080/443のブ

ロックを解除する前に、お客様の ICP 届出または ICP 許可を確認することが法律で義務付けら

れています。必要な場合、AWS 中国リージョンの担当者は、中国法規制に関する弊社の経験や

理解を、お客様にご参考として提供できます。 

https://signin.amazonaws.cn/signup?request_type=register
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お客様の AWS 中国リージョンの担当者は、Sinnet 社および NWCD 社と協力して、お客様が

ICP 届出の申請手続きを行うのをお手伝いします。一般的にお客様は、中国現地法人の基本情

報（会社名、営業許可証など）、中国現地法人の責任者（通常は法的代表者または IT 責任者）

の連絡先および身分証明書のスキャンコピー、サイトのトップレベルドメイン名、およびトッ

プレベルドメイン名にリンクされたパブリック IP（AWS 中国リージョンご利用のお客様の場

合、通常は Elastic IPまたは ELB予約 IP）を提供する必要があります。 

また、お客様の ICP届出申請サポートの詳細は、Sinnet社とNWCD社のウエブサイトに掲載さ

れています。 

• Sinnet 社: http://www.Sinnet.com.cn/en/customerCenter/center#approve 

• NWCD社: http://www.NWCDcloud.cn/icp.aspx（中国語のみ） 

ICP 届出を取得した後、30 日以内に地元の公安局で公安ウエブサイト届出を行う必要がありま

す。ご不明な点がございましたら、弊社担当者までご連絡ください。 

 

2.3 契約モデルとカスタマーアグリーメント 

AWS 中国リージョンでサービスを利用する予定のお客様は、他の AWS グローバルリージョン

のアカウントとは別のアカウントを登録し、Sinnet 社および NWCD 社のそれぞれとカスタマ

ーアグリーメントに同意する必要があります。  

AWS中国（北京）リージョンおよび AWS中国（寧夏）リージョンの法的規約、AWS中国

（北京）リージョンの Sinnet 社 カスタマーアグリーメントおよび AWS中国（寧夏）リージ

ョンの NWCD社 カスタマーアグリーメントはこちらでご覧いただけます。 

https://www.amazonaws.cn/en/legal/?nc1=f_pr 

 

2.4 請求と支払い 

AWS中国リージョンのサービスは、現地通貨である中国元（CNY）で価格設定と請求が行われ、

利用しているリージョンに応じて Sinnet 社と NWCD 社で処理されます。お客様には、AWS 中

国リージョンでのサービスの利用状況に応じて、毎月請求書が送付されます。この請求書は、

お客様の AWS 中国アカウントの所有者の電子メールアドレスに送信され、AWS 中国リージョ

ンのコンソールからもアクセスできます。お客様は、電信送金またはオンライン送金のいずれ

かで支払いを行う必要があります。 

お支払いは、中国国内の銀行口座を通じて CNYで決済される必要があります。連結請求がサポ

ートされており、また、中国の一部の AWSコンサルティングパートナーは、お客様が AWS中

国サービスの支払いを決済するための代行サービスを提供しています。 

http://www.sinnet.com.cn/en/customerCenter/center#approve
http://www.nwcdcloud.cn/icp.aspx
https://www.amazonaws.cn/en/legal/?nc1=f_pr
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AWS 中国リージョンのサービスの請求には 6％の付加価値税（VAT）が含まれており、お客様

は「Fapiao」で正確な情報を受け取るために、お客様のアカウントで VAT に関する設定を行う

必要があります。（「Fapiao」とは、中国の税務上の法的要件に基づき、商業取引において販

売者が発行する事実上の「領収書」のことです。） 

 

2.5 中国進出チェックリスト 

中国のビジネス展開のため AWS 中国リージョンの利用を計画する際には、以下のチェックリ

ストを検討することをお勧めします。 

1. 中国現地法人の設立 

ほとんどの場合、グローバル企業は中国でビジネスを行うために、中国法人を必要としま

す。 この法人は、グローバル企業の中国ビジネスのオーナーと運営者となり、中国での代

表となります。 

2. パートナーと協業 

中国国外で AWS パートナーとすでに連携している場合、そのパートナーが中国でも深い専

門知識を持っていれば、同じパートナーに支援を求めることができます。中国にある多く

の AWS パートナーは、中国にビジネスを拡大し、クラウドのワークロードとして AWS 中

国リージョンを使用したいと考えているグローバル企業をサポートしてきました。そのよ

うな AWS パートナーと協業することは、既存のパートナーシップを活用し、中国でより迅

速な成功を収めるために役立ちます。 

3. ネットワークインフラを設計する際に考慮すべきポイント、特に国境を越えたデータ転送

を必要とする場合 

• 接続 

VPN、専用線、SD-WANについては、必ず当局から承認もらったサービスプロバイダー

をご利用ください。 

• データセキュリティ 

データセキュリティは、保存中および転送中のデータにとって最も重要です。AWS ソ

リューションアーキテクトに相談するか、AWS プロフェッショナルサービスチームと

協力して、独自のセキュリティ要件に最も合致するインフラストラクチャを設計する必

要があります。 

• 法規制の更新 

近年、中国の IT分野の法規制は急速に進展しています。お客様におかれましては、でき

るだけ早くお客様企業の法律顧問に相談され、中国での事業活動に関連して適用される

法的要件について適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。 
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4. 支払い方法の設定 

電信送金で決済することができます。 Sinnet 社/NWCD 社と AWS 中国リージョンのお客様

との間の取引は、中国国内であるため、AWS 中国リージョンのサービス利用料は、通常、

中国の現地通貨（CNY）で決済される必要があります。 

5. SaaS (Software as a Service)のセットアップ 

本書を書いている時点では、中国には「SaaS ライセンス」は特に存在せず、SaaS 企業と

して運営するための要件のほとんどは、提供する SaaSサービスの特定の機能に大きく依存

します。SaaS アカウント管理、ライセンシングとデータセキュリティなど SaaS サービス

展開に適用される法的要件ついて、お客様企業の法律顧問に相談することを強くお勧めし

ます。「パートナー」章の関連内容もご参照ください。 

 

2.6 ヘルプの入手方法 

AWS中国のアカウントマネージャーが、お客様のAWS中国の担当者となります。中国のAWS

チームと他の国の AWS チームは、お客様が信頼できる「One-AWS」チームとして連携してい

ます。問題に遭遇した際には、AWS 中国のサポートが最も優れたリソースの 1 つです  

https://www.amazonaws.cn/en/support/。AWS 中国リージョンに関連する他のご質問がある場

合は、お客様の AWS 中国の担当者にお問い合わせいただくか、G2C@amazon.com までご連

絡ください。 

  

https://www.amazonaws.cn/en/support/
mailto:G2C@amazon.com
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3. AWS中国リージョンのサービス 
AWS グローバルリージョンで提供されているほとんどの AWS サービスは、中国でも提供され

ており、新しいサービスや機能も頻繁に追加されています。これにより、中国国外で AWS サ

ービスを利用しているお客様は、多くの場合、技術的なアーキテクチャを AWS 中国リージョ

ンに簡単に複製することができます。AWS は、中国国内のオペレーションおよびサービスプロ

バイダーのパートナーと密接に連携し、移行、変換、統合に関する現地の技術サポートを提供

しています。AWS パートナーのサービスや製品は、お客様が中国で AWS サービスを迅速かつ

効果的に展開するための追加オプションを提供します。 

 

3.1 ネットワークインフラと接続 

AWS 中国（北京）リージョンと AWS 中国（寧夏）リージョンには、それぞれ 3 つのアベイラ

ビリティー・ゾーンがあり、さらに、北

京、上海、深圳、中衛に 4つのPOP（Point-

of-Presence）サイトがあります。 すべての

リージョンと POP との間は、高速ファイバ

ーで接続されており、AWS ネットワークイ

ンフラの高い技術標準を満たし、中国全国

のお客様に一貫して信頼性の高いパフォー

マンスを提供しています。 

AWS は、香港にもリージョンがあり、台北

にはPOPサイトがあります。これらはAWS

のグローバルネットワークの一部であり、

AWS 中国リージョンとは直接的に接続され

ていません。 

AWS 中国（北京）リージョンと AWS 中国

（寧夏）リージョンは、中国の法規制により、AWS グローバルネットワークに直接的に接続さ

れていません。お客様は、中国本土内のネットワークパフォーマンスを向上させるために、

Amazon Direct Connect (DX)サービスを申し込むことができます。また、国際ネットワークの

速度を最適化するために、AWSパートナーのサービスを利用することもできます。 

中国のエンドユーザーの顧客体験と、現在および将来の中国の規制要件を考慮して、グローバ

ル企業は、中国のエンドユーザーを対象としたワークロードを AWS 中国リージョン内に展開

することを検討することができます。 
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3.1.1 VPN 

VPN サービスのライセンスは、中国国内の通信事業者とその認定パートナーのみが取得できま

す。中国の主な通信事業者は、China Unicom、China Telecom、および China Mobile です。お

客様は、通信事業者とその認定パートナーに連絡を取り、VPN サービスを受けることができま

す。認定された VPN サービスを利用することで、お客様は AWS 中国リージョンのサービスを、

中国国内または国外でプロビジョニングされたワークロードに接続することができます。 

 

3.1.2 Direct Connect 

Amazon Direct Connect（DX）サービスは、AWS 中国リージョンと AWS グローバルリージョ

ン上の VPC 間のネットワークパフォーマンスを向上させることができ、認定パートナーを通じ

て提供されます。中国の規制では、China Unicom、China Telecom、China Mobile などの国営

通信事業者と認定された ISP のみが、完全に準拠した専用線接続を介して Amazon Direct 

Connectサービスを提供する資格があります。すべてのAmazon Direct Connectパートナーは、

AWS のウエブサイト（https://aws.amazon.com/cn/directconnect/partners/ ）でご覧いただけま

す。 

 

3.2 サービス 

AWS 中国リージョンでは、他の AWS グローバルリージョンと同様のコンソール体験ができま

す。一般的に、開発者は AWS 中国リージョンで AWS サービスを利用するために追加トレーニ

ングを必要としません。AWS 中国リージョンでは、他の AWS グローバルリージョンで使用さ

れているのと同じ API、SDK、CLI が使用されています。AWS 中国リージョンのサービスおよ

び機能の詳細については、こちらをご覧ください： https://www.amazonaws.cn/en/products/  

 

3.2.1 サービスリスト 

AWS中国リージョンでは、毎週のように新サービスや新機能がリリースされています。最新情

報は、こちらをご覧ください：http://amazonaws.cn/about-aws/regional-product-services/  

 

3.2.2 価格 

アカウント登録済みのお客様は、AWS中国リージョンのマネージメントコンソールにログオン

し、価格の詳細を確認できます。また、下記リンクより価格の詳細を確認できます：

https://www.amazonaws.cn/en/products/?nc2=h_l2_p  

 

https://aws.amazon.com/cn/directconnect/partners/
https://www.amazonaws.cn/en/products/
http://amazonaws.cn/about-aws/regional-product-services/
https://www.amazonaws.cn/en/products/?nc2=h_l2_p
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AWS中国リージョンでは、他の AWSグローバルリージョンと同様に、リザーブドインスタン

ス（RI）やスポットインスタンスなど、お客様の多様なニーズに対応するために、さまざまな

価格帯を用意しています。 

3.3 AWS 中国リージョンの認証 

適用される法律を確実に遵守することは、最終的にはお客様が責任を負うことになりますが、

中国市場への参入や、AWS 中国リージョンでサービス、アプリケーション、コンテンツの展開

を検討する際に、グローバル企業にとって話題となる中国法規制の問題について、いくつかの

見解を共有することができます。必要な場合、AWS 中国リージョンの担当者は、中国法規制に

関する弊社の経験や理解を、お客様にご参考として提供できます。 

AWS 中国リージョンは、グローバルに展開する AWS の他のリージョンと同様に、高い水準の

ネットワークインフラが求められています。AWS中国（北京）リージョン（運営：Sinnet 社）

と AWS 中国（寧夏）リージョン（運営：NWCD 社）は、独立した第三者による評価・査定を

経て、それぞれの標準準拠能力の検証を完了しました。 

 

 

AWS中国リージョンの認証状況についての最新情報は、こちらをご覧ください：

https://www.amazonaws.cn/en/compliance/   

https://www.amazonaws.cn/en/compliance/
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4. AWSプロフェッショナルサービス 
中国における AWS プロフェッショナルサービス（以下、ProServe）は、業界に精通したプラ

クティスチームと、フルスタックのソリューション能力に長けたデリバリーチームで構成され

ています。 

 

4.1 中国の AWS プロフェッショナルサービス 

グローバルリージョンでの AWS サービスローンチ時に、一部のサービスは AWS 中国リージョ

ンですぐに利用できない場合があり、また、AWS 中国リージョンと AWS グローバルリージョ

ンでは、それらのサービスの仕様に違いがある場合があります。 

例えば、AWS グローバルリージョンに適用されるランディングゾーンの設計は、AWS 中国リ

ージョンに直接複製することはできず、技術的要件を満たすための変更が必要となります。 

AWS 中国 ProServe は、多くのグローバル企業が、お客様のグローバルな要件に準拠しながら、

本社が承認したランディングゾーンの設計をローカライズし、AWS 中国リージョンに移行する

ことをサポートしてきました。これにより、グローバル企業のお客様は、中国へのアプリケー

ションの展開を迅速かつスムーズに行うことができます。長年にわたりお客様と協力してきた

AWS 中国 ProServe チームは、以下のような、グローバル企業を中国でサポートするための主

要なプラクティスについて深い経験を持っています。 

お客様課題 AWS中国 ProServeプラクティス 

AWS Organization と 

SCPs 

IAM権限バウンダリーの活用とポリシー変更パイプラインの構築 

Transit Gateway, VPN 

Gateway, WAF 

トランジット VPCを活用し、ハブ・スポーク型のネットワーク

構造を構築 

Account Vending 

Machine, Control Tower 

様々なアーキテクチャに対応した CFNテンプレートの開発、お

よび新規アカウントの初期化のための自動化パイプラインの開発 

AWS Cost Explorer, 

AWS Budgets 

Amazon Elasticsearch Service を利用した、中国リージョン向け

にカスタマイズされたコスト分析・最適化プラットフォーム開発 

CloudWatch cross-

account, cross Region 

dashboards 

Amazon Elasticsearch Service をメトリクスとログの集中管理用

ダッシュボードとして活用 
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4.2 AWS 中国ランディングゾーンサービス 

AWS 中国ランディングゾーンサービスは、お客様が AWS 中国リージョンにアプリケーショ

ンを展開する際に、実績のある設計および実装方法を提供します。ランディングゾーンサービ

スは、導入後にセルフサービスで利用できるように設計されており、将来的にはお客様自身が

IaC（Infrastructure as Code）スクリプトを介して設計を自動的に再構築できるようになってい

ます。AWS中国ランディングゾーンサービスには、以下の 2つのレベルがあります。 

注：上記のランディングゾーンの提供がお客様のご要望に合わない場合は、カスタマイズされ

たランディングゾーンサービスを提供することができます。 
  

ランディングゾーンサービス項目 Standard Customized 

AWS Account Design X X 

IAM management Design X X 

VPC Network Design X X 

Naming Convention X X 

Security Group and NACL X X 

Resource tag design X X 

VPC environment implementation X X 

IAM management implementation X X 

Log collection design X X 

Log collection implementation X X 

Basic monitoring design and 
implementation 

X X 

Security Baseline design and 
implementation (Security Hub, GuardDuty 
and etc.) 

X X 

Account Vending Machine  X 

SCP Alternative Solution based on IAM 
permission boundaries 

 X 

AD and AWS Console integration design 
and implementation 

 X 
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5. AWSサポート 
お客様が AWS 中国リージョンを初めてご利用になる場合でも、アプリケーションの開発やビ

ジネスソリューションの構築に伴ってサービスの導入を継続的に増やしていく場合でも、私た

ちはお客様の成功をサポートする適切なリソースを提供したいと考えています。お客様の現在

または計画中のユースケースに基づいて、AWS サポートはツールと専門知識のユニークな組み

合わせを提供し、お客様が AWSを使って素晴らしいことができるようにします。 

 

5.1 AWS サポートの利点 

AWS サポートでは、経験豊富なテクニカルサポートエンジニアとカスタマーサービススペシャ

リストが、1 対 1 のやり取りと迅速な対応を行います。このサービスは、あらゆる規模や技術

力のお客様が、AWS のサービスや機能に関する質問をする際に役立ちます。AWS サポートは、

AWS 中国リージョンのユーザーに対して、技術的なサポートと非技術的なサポートの両方を提

供することができます。大企業、スタートアップ企業、個人開発者など、さまざまなタイプの

お客様にサービスを提供しています。  

アカウント登録済み 実験で利用 本番で利用 基幹業務で利用 

AWSアカウントをご登

録いただいたすべての

お客様は、長期契約を

必要とせず、アカウン

トや請求書のサポート

ケースをご利用いただ

けます 

AWSの可能性を模索し

ている個人の開発者

で、迅速かつ効果的に

スタートするための技

術サポートリソースへ

のアクセスを求めてい

る 

本番環境のワークロー

ドの可用性、スケーラ

ビリティ、セキュリテ

ィを実現するためのガ

イダンスやベストプラ

クティスを求める企業 

ワークロードやアプリ

ケーションのパフォー

マンスが成功の鍵を握

るビジネスにおいて、

ハイタッチによるプロ

アクティブ/予防的なサ

ービスの恩恵を受ける

ことができる 

 推奨プラン 

Developer Support 

推奨プラン 

Business Support 

推奨プラン 

Enterprise Support 

 

5.2 AWS 中国のサポートプラン 

AWS 中国のすべてのサポートプランは、AWS 中国リージョンをご利用のお客様に対し、サポ

ートケースを無制限に提供するもので、長期契約を必要としない月払いの価格設定となってい

ます。レベルが異なることで、開発者や企業は特定のニーズを満たすサポートレベルを柔軟に

選択することができます。すべてのお客様は、AWS アカウントに付属する基本的なサポートを

ご利用いただけます。すべてのプランで、ドキュメント、ホワイトペーパー、ベストプラクテ

ィスへの 24時間のアクセスをサポートします。テクニカルサポートやその他のサポートリソー

スについては、お客様の具体的なニーズに合わせて提供する複数のプランからお選びいただけ

https://www.amazonaws.cn/en/support/developer-support/
https://www.amazonaws.cn/en/support/business-support/
https://www.amazonaws.cn/en/support/enterprise-support/


アマゾンウェブサービス CHINA GUIDE  

 14 

ます。中国でのAWSサポートにご興味のある方は、サポートセンターでケースを作成するか、

support@amazonaws.com.cn にて AWS 中国リージョンのサポートプランの加入情報や変更手

続きについてメールでお問い合わせください。また、AWS サポートのウエブサイトで詳細をご

覧いただけます： https://www.amazonaws.cn/support/  

 

5.2.1 開発者サポートプラン 

開発者サポートプランは、AWS 上で早期にテストや開発を行っているお客様や、以下の条件

を満たすお客様にリソースを提供します。 

• 指導や技術サポートを受けたい 

• AWSを迅速に活用する方法を探る 

• 本番以外のワークロードやアプリケーションに AWSを使用 

5.2.2 ビジネスサポートプラン 

ビジネスサポートプランは、AWS 上で本番環境のワークロードを実行しているお客様や、以下

のようなお客様にリソースを提供します。 

• 1つまたは複数のアプリケーションを本番環境で実行 

• 複数のサービスが起動している、または重要なサービスが広く利用されている 

• アベイラビリティ、スケーラビリティ、セキュリティを確保するために、商用ソリュー

ションに依存している 

ビジネスサポートプランは、開発者サポートプランに比べて、ケースの優先順位や応答時間が

高いのが特徴です。また、ビジネスサポートプランでは、以下の機能をご利用いただけます。 

• Trusted Advisor すべて機能 

• API サポート 

• アーキテクチャサポート – テクノロジーソリューション 

• Infrastructure Event Management (IEM, 有料)  

• Third Party Software サポート 

5.2.3 エンタープライズサポートプラン 

エンタープライズサポートプランでは、AWS 上でビジネスやミッションクリティカルなワーク

ロードを実行しているお客様のためのリソースを提供しています、また、下記ニーズを持って

いるあらゆるお客様に対応しています。 

• 効率と可用性を高めるプロアクティブな管理に注力 

mailto:support@amazonaws.com.cn
https://www.amazonaws.cn/support/
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• ベストプラクティスに則り、よく設計され（well-architected）、よく運用されるソリュ

ーションの構築 

• AWSの専門知識を活用し、立ち上げや移行をサポート 

エンタープライズサポートプランでは、エンタープライズのお客様のビジネスニーズやシステ

ム・アーキテクチャを理解している最も経験豊富なチームが提供します。テクニカルアカウン

トマネージャーは、お客様の指定された技術的な窓口であり、ベストプラクティスを用いたソ

リューションの計画と構築を支援し、お客様の AWS 環境を積極的に健全に保つためのアドバ

イスとガイダンスを提供します。サポートコンシェルジュは、お客様とお客様のアカウントに

精通した上級カスタマーサービスの専門家で、請求やアカウントに関するお問い合わせに迅速

かつ効率的にお答えします。 

AWS 中国リージョンにおける各 AWS サポートプランの特徴や比較については、

https://www.amazonaws.cn/en/support/compare-plans/ をご参照ください。   

https://www.amazonaws.cn/en/support/compare-plans/
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6. AWSパートナーネットワーク 
中国には、現地でエンドツーエンドのサービスを提供したり、中国でのビジネスをより効果的

に立ち上げるお客様をサポートするために自社製品を提供している、活気あるパートナーコミ

ュニティがあります。AWS コンサルティングパートナーは、移行、統合、変革、コンサルティ

ング、DevOps、アプリケーション開発などのサービスをお客様に提供します。AWS テクノロ

ジーパートナーは、中国における AWS のサービスを強化するためのソフトウェア技術や製品

を提供しています。中国 AWS パートナーの詳細については、こちらをご覧ください：

https://aws.amazon.com/partners/ 

 

6.1 コンサルティングパートナー 

AWS は、AWS コンサルティングパートナーを複数のカテゴリーとレベルで認定しています。

AWS コンサルティングパートナーは、AWS のサービスを拡張し、特定の市場セグメントの顧

客に追加サービスの提供を支援します。グローバル企業のお客様向けの代表的なサービスは以

下の通りです。 

 

6.1.1 お客様企業のサービスの現地流通または再販 

お客様が中国で法人を設立しておらず、現地のディストリビューター、リセラー、サービスプ

ロバイダーを通じて中国のユーザーに製品やサービスを販売したい場合は、適切な規制ライセ

ンスを保有する現地の AWSパートナーに製品やサービスを委託し、パートナーが持つ AWS中

国アカウントで製品やサービスをホストして、中国のエンドユーザーに提供することを検討す

ることができます。この場合、お客様と当該ローカルパートナーとの間の合意に基づき、当該

パートナーは、中国における関連する規制遵守の責任を負うことができます。 

 

6.1.2 コンサルティングサービス 

中国のサイバーセキュリティ法（CSL）に関連するデータプライバシーと保存場所の要件は、

グローバル企業のお客様が中国にビジネスを拡大する際に考慮しなければならない重要な要素

の 1つです。AWSコンサルティングパートナーは、その知識と専門性を活かして、CSLに準拠

したクラウドソリューションの設計と構築を支援することができます。パートナーは、以下の

5 つの観点から、中国での CSL に準拠したワークロードの構築を支援することができます。1). 

適切なセキュリティレベルでの技術的および管理的要件を満たすための等級保護制度（MLPS）

の評価と検証、2). データ保存場所の要件を満たせる設計と実装をポリシーに沿って支援する、

3). ネットワークとクラウドのセキュリティ強化を提供する（ファイアウォール、Web 

https://aws.amazon.com/partners/
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Application Firewall、プロキシなど）、4). 国境を越えた接続とデータ転送の評価、ソリューシ

ョン設計と実装の支援、5). 規制遵守のためのプライバシー管理を可能にするための支援。 

また、AWS 中国コンサルティングパートナーには、監査、税務顧問、法律相談、財務のベスト

プラクティス、リスク評価など、一般的に要望の多いコンサルティングサービスを含む、付加

価値の高い中国ビジネス拡張サービスを提供できるパートナーがいます。 

 

6.1.3 越境接続サービス 

複数の AWS パートナーが、越境データの転送をサポートします。ただし、すべての越境接続

サービスは、最終的に中国の通信事業者（China Unicom、China Telecom、China Mobile）に

よって、またはそれらを経由して提供されるため、データ所有者は、データ越境転送に該当す

る中国の法規制要件に準拠していることを確認する必要があります。詳細につきましては、各

通信事業者のウエブサイトをご参照ください。 

China Telecom: https://www.chinatelecomglobal.com/products/GT/ 

China Unicom: https://www.chinaunicomglobal.com/hk/productslist 

China Mobile: https://www.cmi.chinamobile.com/ 

 

6.1.4 移行とインテグレーション 

AWS コンサルティングパートナー（Global System Integrators、GSI を含む）は、アセスメン

ト、モビライゼーション、移行、最適化など、お客様のクラウドジャーニー全体において、

AWS 移行ソリューションを提供します。これらのパートナーは、特に伝統的な産業のお客様に

役立ち、AWS と協力して、中国でのビジネス展開や AWS 中国リージョンでの技術的なワーク

ロードの立ち上げなど、お客様のビジネス変革を加速させることができます。移行パートナー

は、中国での市場投入までの時間を短縮し、不必要な規制や技術的な不具合を回避するための

戦略や概念実証（POC）の支援を提供します。 

 

6.2 テクノロジーパートナー 

中国の AWS テクノロジーパートナーチームは、お客様に最高の業界ソリューションを提供す

るために、深い業界経験を持つパートナーの強固なコミュニティを特定し、参加させることに

主眼を置いています。中国に進出するグローバル企業のお客様には、AWS 中国の業界 ISV

（Independent Software Vendor）パートナーが、プラットフォーム技術と業界ソリューション

をお客様に提供することができます。プラットフォーム技術のソリューションには、ビッグデ

https://www.chinatelecomglobal.com/products/GT/
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ータ、人工知能、機械学習、IoT、デジタルマーケティングなどがあり、業界ソリューションに

は、金融、小売、CPG、製造、自動車、教育、ヘルスケア、メディア＆エンターテインメント

などがあります。 

6.3 中国 AWS マーケットプレイス 

NWCD社が運営する中国 AWSマーケットプレイスは、AWS中国リージョンのお客様専用の独

立したデジタルカタログです。AWS 中国（Ningxia）リージョンと AWS中国（Beijing）リージ

ョンの両方でサードパーティ製品の展開をサポートしています。中国 AWS マーケットプレイ

スにアクセスして利用可能なオプションを確認するには、こちらをご覧ください

https://awsmarketplace.amazonaws.cn/ 

ご興味のあるグローバル ISV パートナー様は、オンライン申請書にご記入の上、製品掲載をご

依頼ください。https://www.amazonaws.cn/en/marketplace/sign-up/ にてオンライン依頼、また、

中国AWSマーケットプレイスチームのサービスホットライン（+86）10100966（内線 8）に連

絡することもできます。 

さらに、AWS はグローバル ISV 向けに、中国 AWS マーケットプレイスを販売チャネルとして

利用するための規定のガイダンスとベストプラクティスをまとめたガイドを提供しています。

最 新 の セ ラ ー ガ イ ド は こ ち ら か ら ご 覧 い た だ け ま す ： https://contessa-

awsmarketplace.amazonaws.cn/asset/pdf/AWSMarketplaceChinaSellerGuide_en.pdf  

  

https://awsmarketplace.amazonaws.cn/
https://www.amazonaws.cn/en/marketplace/sign-up/
https://contessa-awsmarketplace.amazonaws.cn/asset/pdf/AWSMarketplaceChinaSellerGuide_en.pdf
https://contessa-awsmarketplace.amazonaws.cn/asset/pdf/AWSMarketplaceChinaSellerGuide_en.pdf
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7. よくあるご質問 (FAQ) 
詳しい FAQは AWS China Gatewayをご参照ください https://aws.amazon.com/china-gateway/  

 

Q: グローバル企業が中国でビジネスを展開し、AWS サービスを利用する際の典型的な課題は

何ですか？ 

A:  典型的な課題が二つあります。一つ目はアカウントの登録です。法規制により、中国現地法

人の名義で AWS 中国リージョンのアカウントを登録する必要があります。しかし、グローバ

ル企業の中には、中国現地法人がまだ設立していない場合もあります。その場合、中国にある

APN パートナーにアカウント登録の代行、サービス料金支払いの代行を依頼することが可能で

す（上記 6.1.1項参照）。二つ目は、中国の法規制に準拠することです。中国の法規制がグロー

バル企業のビジネスモデルや IT 活用に影響を与える可能性があります。お客様には、なるべく

早い段階で、法律顧問に相談し、必要な行政許認可など中国での事業活動に適用される法的要

件について適切なアドバイスを受けることを強くお勧めします。また、AWS 中国は、中国の法

規制についての見解をお客様と共有することができます。必要な場合、米国、日本、シンガポ

ール、ドイツの AWS中国の国際事業開発担当 （g2c@amazon.com）にご連絡ください。 

 

Q: AWS 中国リージョンのサービスオペレーターとオペレーターである（Sinnet 社 & NWCD

社）は私のデータにアクセスできますか？中国政府とはどのように連携するのですか？ 

A: Sinnet 社と NWCD 社は、データセンター事業と通信事業のライセンス所有者であり、AWS

からの技術、指導、サポートを受けて、AWS 中国リージョンの顧客にサービスを提供していま

す。グローバルリージョンの AWS と同様に、Sinnet 社と NWCD 社は、サービスを維持または

提供するために必要な場合、または法律や政府・規制当局の要請を遵守するために必要な場合

を除き、AWS中国リージョンのお客様のデータにアクセスしません。 

 

Q: 香港でサービスを立ち上げて、中国本土の顧客にサービスを提供することはできますか？ 

A: AWS アジアパシフィック（香港）リージョンは、AWS グローバルリージョンの一部であり、

AWS 中国リージョンのネットワークからも技術的に分離されています。中国国内のユーザーが、

中国国外の AWS グローバルリージョンでホスティングされているサービスにアクセスするこ

とは可能ですが、2 つのことを考慮することをお勧めします。1).ネットワークのパフォーマン

ス：中国国内のユーザーの体験に影響を与える可能性があること、そして、2). 規制リスク：中

国以外の AWS グローバルリージョンで構築したコンテンツやサービスが、中国の法規制に違

反した場合、中国からのアクセスが当局によってブロックされる可能性があること。 

 

Q: AWS 中国（北京）リージョンと AWS 中国（寧夏）リージョンの違いは何ですか？ 

https://aws.amazon.com/china-gateway/
mailto:g2c@amazon.com
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A: AWS中国（北京）リージョンと AWS中国（寧夏）リージョンは、技術的なインフラストラ

クチャと運用の面でAWSのグローバルスタンダードに準拠しています。両リージョンとも 3つ

のアベイラビリティー・ゾーンを持っています。この 2つのリージョンでは、他のAWSグロー

バルリージョンと同様に、AWS サービスの価格が異なる場合があります。詳細については、

AWS中国のサービス一覧をご覧ください。 

https://www.amazonaws.cn/en/products/?nc2=h_ql_prod_cp_r1  

 

Q: 人民元 CNY を持っていませんが、日本円 JPY で決済できますか？ 

A: 一般的にお客様は、AWS 中国リージョンのアカウントで発生した毎月の請求書を、中国本

土で開設された銀行口座から支払う必要があります。中国の法律では、このような国内での取

引は中国元（CNY）で決済されることが要求されます。また、AWS 中国の APN パートナーの

支払いサポートを受けることもできます。詳細については、AWS 中国の国際事業開発担当 

（g2c@amazon.com）にお問い合わせください。 

 

Q: AWS中国リージョン上のデータは、AWSグローバルリージョン上のデータと同様に安全で

すか？ 

A: はい、AWS中国リージョンと他の AWSグローバルリージョンは同じ技術を使用しており、

データセキュリティに関してお客様と「責任共有モデル」という同じルールに従っています。

お客様が AWS 中国リージョンのサービスを利用してデータ（個人情報や重要データを含む）

を保存または処理する場合、お客様のデータは AWS 中国リージョン内に保存され、適用され

る法律または政府や規制当局の要請に従うために必要な場合を除き、AWS 中国リージョン外に

移動されることはありません。 

AWS 中国リージョンのサービスを利用してデータを保存または処理する場合、お客様は、お客

様のコンテンツおよびコンテンツに含まれる個人情報や重要データのセキュリティを含むクラ

ウド上のセキュリティに責任を負い、関連する法規制を遵守することに最終的な責任を負うこ

とになります。 

AWS 中国リージョンの運営者は、基盤となるクラウド環境のセキュリティ管理に責任を負って

おります、AWS 中国リージョンの運営者は、グローバルおよび中国固有のセキュリティ保証フ

レームワークおよび認証に基づき、クラウド基盤サービスに適用される技術的および組織的な

セキュリティ対策を実施し、維持しています。 

 

Q: AWS グローバルと他の契約を結んでいますが、その条件を中国でも適用できますか？ 

https://www.amazonaws.cn/en/products/?nc2=h_ql_prod_cp_r1
mailto:g2c@amazon.com
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A: AWS中国リージョンの運営は AWSグローバルリージョンとは別であるため、中国での契約

はすべて別個に締結する必要があります。詳細については、お客様の AWS 中国の担当者にお

問い合わせいただくことをお勧めします。 

 

Q: 等級保護制度（MLPS）とは何ですか、その要件は？ 

A: 等級保護制度（MLPS）は、中国のサイバーセキュリティ法体系の中核をなすものです。ネ

ットワーク事業者（中国にある企業）は、自社のシステムをレベル 1 からレベル 5 までの異な

るセキュリティレベルに分類し、対応するレベルのサイバーセキュリティ義務を負うことを求

めています。必要な場合、AWS 中国リージョンの担当者は、中国法規制に関する弊社の経験や

理解を、お客様にご参考として提供できます。 

 

Q: これから始めたいのですが、誰に連絡すればいいですか？ 

A: まだ AWS中国に御社担当者がいない場合は、AWS中国のウェブサイトに多くの有用な情報

が掲載されています https://www.amazonaws.cn 、また、下記リソースを利用可能です。 

 
AWS China Hotline service: 
+86(10) 1010 0966   AWS China (Ningxia) Region operated by NWCD 
+86(10) 1010 0766   AWS China (Beijing) Region operated by Sinnet 
 
AWS China Blog: 
https://aws.amazon.com/cn/blogs/china/  
 
Web Chat with AWS team in China: 
https://webchat-aws.clink.cn/chat.html?accessId=ee2dbcd8-7d82-48aa-8800-
0dd6acd23779&language=en_US  
 
AWS China Gateway: 
https://aws.amazon.com/china-gateway 
 

AWS 中国リージョンを初めてご利用になる方や、AWS 中国リージョンに関するご質問がある

方は、下記までお気軽にお問い合わせください G2C@amazon.com  

 

 

https://www.amazonaws.cn/
https://aws.amazon.com/cn/blogs/china/
https://webchat-aws.clink.cn/chat.html?accessId=ee2dbcd8-7d82-48aa-8800-0dd6acd23779&language=en_US
https://webchat-aws.clink.cn/chat.html?accessId=ee2dbcd8-7d82-48aa-8800-0dd6acd23779&language=en_US
https://aws.amazon.com/china-gateway/?nc2=h_ql_le_int_cng
mailto:G2C@amazon.com

