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製品ベース
標準の製品テレメトリを利用

既存の管理/展開パラダイムを利用

簡単に実装できる
お客様への影響なし

パートナーの障壁なし

シームレスな統合

効果がある
お客様の使用状況を追跡

マイクロソフト営業チームと同期

パートナーの貢献度計測を改善



標準の製品テレメトリを利用

マイクロソフトのプライバシー/セキュリティ
ポリシーに準拠

お客様の選択の柔軟性

透明性



サービス提供の貢献度を計測する手段
~パートナーアドミンリンク (Partner Admin Link)



お客様とパートナーがレポートを受け取る

パートナーが MPN ID をユーザーアカウントに紐づける

お客様がパートナーに管理権限を渡す

お客様とパートナーとの間で合意する1

2

3
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マネージドサービス
コンサルサービス

全てのチャネルを追跡 複数のパートナー

紐づけられ
た情報

アクセスの範囲

• 役割ベースのアクセス制御 (RBAC)

• 管理下にあるリソース

リソースの消費状況

お客様とパートナーの組織情報



Azure 管理ポータル UI

コマンドラインインターフェイス
(CLI)

PowerShell1
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有効な MPN ID が必要

ユーザー証明書/テナント単位

MPN ID はいつでも変更可能

アカウント所有者による更新
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以下のコマンドを実行: 

“new-AzureRMManagementPartner –PartnerID
XXXXXXX”

標準の Azure モジュールのインストールを確認

お客様の Azure 環境にログイン



1

2

3 MPN ID の追加と検証

Azure 管理ポータルの設定を表示

お客様の Azure 環境にログイン



MPN - MyInsights
https://partner.microsoft.com/membership/reports/myinsi
ghts
Partner Center - Analyze
https://partner.microsoft.com/dashboard/mpn/analytics/CPP/MicrosoftAzure

お客様のエンゲージメントと
消費貢献度についてのインサイト
を見る

https://partner.microsoft.com/membership/reports/myinsights
https://partner.microsoft.com/dashboard/mpn/analytics/CPP/MicrosoftAzure


お客様環境に展開されたサービスの貢献度を計測する手段
~顧客の使用状況の属性 (Customer Usage Attribution)



ISV の Azure 貢献度を計測する手段

Bundled Unbundled

Azure 使用料金の支払者 ISV パートナー お客様

展開サービスの例 SaaS や PaaS モデル 仮想マシンやコンテナー

ISV 貢献度の計測 ISV パートナーの Azure 消費
Marketplace からの展開

共同販売の商談登録

お客様との紐づけの計測
Marketplace のトランザクション

共同販売の商談登録
お客様の Azure 消費



Azure Resource Manager (ARM)で
展開されたすべての Azure サービス

すべてのライセンスプログラム
(EA, Web ダイレクト, CSP など)

顧客の使用状況の属性の追跡範囲

紐づけられ
た情報

展開されたサービス

リージョン

サービスの種類

使用量



方法 1: ARM テンプレート

範囲
• ARM ソリューションテンプレートで展開するすべての

パートナー
• Azure Marketplace 内外のすべての展開

(Github, Quickstarts を含む)
• ARMにより展開されたすべてのリソースが計測対象

ARM テンプレートの作成について学ぶ

プロセス
• パートナーがARM テンプレートを更新
• 新しいリソースを含める (サンプルスクリーンショット)
• GUIDを作成し、それをリソースに含める

GUIDの登録
• マイクロソフトにGUIDを提出

https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/azure-resource-manager/resource-manager-quickstart-create-templates-use-the-portal?toc=%2Fazure%2Ftemplates%2Ftoc.json&bc=%2Fazure%2Ftemplates%2Fbreadcrumb%2Ftoc.json


方法 2: ARM API

Azure SDKs @ github.com/Azure について学ぶ

GUID format for insertion into the user agent: 

pid-eb7927c8-dd66-43e1-b0cf-c346a422063 // enter your GUID after the “pid-“

EXAMPLE:  For Python, you need to use the “config” attribute.  You 
can only add to a UserAgent.  This would be:

This has to be done for each client, there is no global statis
configuration.  (you may choose to do a client factory to be sure 
every client is doing it. 

Additional reference information

client = 

azure.mgmt.servicebus.ServiceBusManagementClient(**parameters)

client.config.add_user_agent("pid-eb7927c8-dd66-43e1-

b0cfc346a422063")

範囲
• ARM REST API か Azure SDK で展開するすべての

パートナー
• すべての展開
• ARMにより展開されたすべてのリソースが計測対象

プロセス
• API コールを設計する場合、GUIDをリクエスト内の

ユーザーエージェントのヘッダーに入れる
• GUIDはオファーやSKU毎に作成
• 文字列は接頭辞 pid- の後にユーザーが作成した GUID を含

める書式である必要あり

GUIDの登録
• マイクロソフトにGUIDを提出

https://github.com/Azure/
https://github.com/Azure/azure-cli/blob/7402fb2c20be2cdbcaa7bdb2eeb72b7461fbcc30/src/azure-cli-core/azure/cli/core/commands/client_factory.py#L70-L79


GUID の登録

テンプレートの GUID の登録はAzure Marketplace Cloud Partner Portal  (CPP) で行われる必要あり

GUID をテンプレートかユーザーエージェントに入れて CPP で GUID を登録すると、すべての展開が追跡されます。
以下の手順でGUIDを登録してください。

1. Azure Marketplace に今すぐ登録してCloud Partner Portalへアクセスします。
• パートナーはCPP にプロファイルを持っている 必要があり、Azure Marketplace か AppSource にオファーをリスティング

することが推奨されます。
• パートナーは複数のGUIDを登録できます。
• パートナーはMarketplace 要でないソリューションテンプレート/オファーのGUIDも登録できます。

2. Cloud Partner Portalにサインインします。

3. ポータルの右上の角でアカウントアイコンをクリックしてPublisher Profileをクリックします。
• プロファイルページでAdd Tracking GUIDをクリックします。
• 拡張フィールド内で追跡用GUID (“pid-”接頭辞のないただのGUID)を Tracking GUID フィールドに入力して、オファー名

と説明を Custom Description フィールドに入力します。
• 1つ以上のGUIDを登録する際は、Add Tracking GUID をもう一度クリックします。これでもうひとつ拡張フィールドが開

きます。
• 編集が終わったら、Save をクリックして変更を保存します。

http://aka.ms/listonazuremarketplace
https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/marketplace/become-publisher
https://cloudpartner.azure.com/


GUID 作成のガイダンス

• Azure Marketplace

• GUID 1

• GitHub

• GUID 2

• Azure Marketplace

• GUID 3

• GitHub 

• GUID 4

A GUID (グローバル一意識別子) は 32 個の 16 進数による一意識別子です。パートナーが追跡用
のGUIDを作成する際は GUID ジェネレーターを使用してください。オンラインで利用できる
GUID ジェネレーターが複数あります。

オファー A オファーA オファーB オファーB

パートナーはすべてのオファー/SKUと展開場所ごとにユニークなGUIDの作成を推奨
例: 2つのSKUをどちらもARMテンプレートで展開し、Azure Marketplace と

GitHub の両方で利用可能な場合、4 つの GUID の作成が必要です。

レポートはパートナー(Microsoft Partner ID MPN ID) と GUID 毎に行われる

https://www.bing.com/search?q=guid%20generator&qs=n&form=QBRE&sp=-1&ghc=2&pq=guid%20g&sc=8-6&sk=&cvid=0BAFAFCD70B34E4296BB97FBFA3E1B4E


まとめとリソース



顧客の使用状況の属性

パートナーアドミンリンク

デジタル指名パートナー

現状、プログラムによるメリットを付与

https://aks.ms/DPOR

サービス提供を計測する新しい手段
https://aks.ms/PartnerAdminLink

ISV の展開を計測する新しい手段
https://aks.ms/CustomerUsageAttribution

https://aks.ms/DPOR
https://aks.ms/PartnerAdminLink
https://aks.ms/CustomerUsageAttribution


1.概要ウェビナー: Get Recognized for Driving Azure Consumption (2018月9月)

2.管理権限を用いたマネージド/コンサルサービスによる貢献
a. Azure Partner Admin Link のドキュメント – https://aka.ms/partneradminlink 
b.連絡先: AzurePartnerAdmin@microsoft.com

3.お客様環境内へ展開されたソリューションによる貢献
a. Azure 顧客の使用状況の属性についてのドキュメント
b.連絡先: AzureISVPilot@microsoft.com

4.パートナーインセンティブプログラムに利用される既存の方法
a. デジタル指名パートナー
b.Cloud Solution Provider

5.レポートとインサイト
a. Partner Center ダッシュボード
b.MyInsights ダッシュボード

https://azure.microsoft.com/resources/videos/get-recognized-for-driving-azure-consumption/
https://aka.ms/partneradminlink
mailto:AzurePartnerAdmin@microsoft.com
http://aka.ms/customerusageattribution
mailto:AzureISVPilot@microsoft.com
https://aka.ms/dpor
https://partner.microsoft.com/cloud-solution-provider
https://partner.microsoft.com/dashboard/mpn/analytics/CPP/MicrosoftAzure
https://partner.microsoft.com/membership/reports/myinsights
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