
パートナーアソシエーションを使用した ACR へのパートナーの貢献の表現方法 (公開可能版) 最終更新日 2019 年 2 月 12 日 

Azure のクラウド消費売上 (Azure Consumed Revenue, 以下 ACR) を追い求めることは、マイクロソフトと提携するための第一歩です。企業のお客様の利用方法の選択肢を考慮したとき

に、パートナーの皆様がクラウド消費への貢献を表現する方法にも様々な (複雑な) 方法が存在します。これらの方法を理解したうえで最も適切な手段をご選択ください。 

1.) パートナーアソシエーションと ACR の追跡は、パートナーの貢献度を証明する唯一の方法です。 

2.) パートナーアソシエーションの追跡は、クラウドプラットフォームコンピテンシーの取得上重要であり、要件を満たすと、無料の Azure、無料サポート、無料の IUR 等を取得できます。 

3.) パートナーアソシエーションの追跡により、マイクロソフトからインセンティブをお支払いします。 

4.) パートナーの貢献度の理解により、より良いカスタマサポートエクスペリエンスの提供につながります。 

5.) ACR への貢献を追跡するパートナーは、マイクロソフトの Go-To-Market 資金調達プログラムをより多く利用する傾向にあります。 

6.) ACR へのパートナー貢献度は、マイクロソフトのアカウント担当営業 (AE) とチャネルマネージャー (xCM) にとって共同販売プログラムの重要な指標となります。 

7.) ACR へのパートナー貢献度は、パートナー担当営業 (PDM)、技術エバンジェリスト (TE)、およびクラウドソリューションアーキテクト (CSA)の成功の重要指標のひとつです。 

8.) ACR への貢献度を見ることで、パートナーがお客様の Azure サービスの利用方法を見ることができます。 

以下に、ACR へのパートナーの貢献を追跡するための 5 つの方法を示します。(Azure Marketplace からのトランザクションはあえて入れていません): 

 

  デジタル指名パートナー 

(Digital Partner Of Record, DPOR) 

パートナーアドミンリンク  

(Partner Admin Link, PAL) 

顧客の使用状況の属性 

(Customer Usage Attribution, CUA) 

エンド顧客としてのパートナー 

(PAYG、EA) 

クラウドソリューションプロバイダー 

(CSP) 

 将来の方向性 将来の方向性としては DPOR をやめて

PAL を使う方針です。しかし現時点で

DPOR は信頼性の高い ACR の認識と

インセンティブの支払いを取得する唯一の

方法であるため、DPOR と PAL の両方を

設定することを推奨します。 

DPOR の制限を克服するために PAL が導

入されました。お客様のテナントに管理権

限のあるパートナーの貢献が認識されま

す。PAL は DPOR の新しいバージョンで

す。 

"主に独立系ソフトウェアベンダー (ISV) 向けに設計

され、特定の顧客向けにパートナーが展開した特定の 

 Azure サービスに対するパートナーの貢献の詳細を

細かく指定できます。ISV は、パートナーの一意識別

子を ARM 展開テンプレートに追加します。 

通常、SaaS 型のサービス、つまりバンドル型やマ

ルチテナント型を提供し再販する ISV が利用し

ます。PDM が OCP CRM にパートナーの 

TPID を追加するか、パートナーが自身のサブス

クリプションに DPOR または PAL を追加して、

パートナーの貢献を示すことができます。 

完全なサービスとして一つの請求書、ひとつの組織

で Azure ベースのマネージドサービスとソリューショ

ンを販売するパートナーの主流の販売方法です。 

1. プログラム 

 ワンフレーズ表現 パートナーの ACR 貢献度追跡プログラム パートナーの ACR 貢献度追跡プログラム パートナーの ACR 貢献度追跡プログラム Azure サービスを購入するための商用契約 Azure サービスの購入と再販に関する商用契約 

公開ページ MPN ポータル: デジタル指名パートナーと

パートナーアソシエーション 

Docs: Azure アカウントにパートナー ID 

をリンクする 

Docs: Azure パートナーの顧客の使用状況の属性 Azure の柔軟な購入オプションのご紹介 クラウドソリューションプロバイダー 

概要 Azure エンド顧客サブスクリプションに対す

るパートナーの貢献度とインセンティブの支

払いのためのプログラムです。Azure サブス

クリプションごとに追加できるパートナー ID 

は 1 つだけです。 

パートナーとして顧客のエンゲージメントに

対する貴社の貢献度を追跡できます。貴

社のパートナーID を顧客テナントの管理に

使っているアカウントに紐づけます。 

顧客環境上に展開されたパートナーソリューションの

Azure 消費の追跡をする方法です。この新しい方法

は Azure Resource Manager (ARM) と GUID

を使って Azure サービスの展開を取りまとめて追跡し

ます。 

従量課金 (Pay as you go, PAYG) や EA 

(Enterprise Agreement) で Azure サービス

をエンド顧客として購入してサービスを展開している

パートナー。 

クラウドソリューションプロバイダープログラムにより、

Azure サービスの顧客への販売、展開、請求、お

よびサポートをマイクロソフトに代わって実施します。 

パートナーの実施項目 パートナーは、お客様に貴社の MPN ID 

を Azure サブスクリプションに追加してもら

う必要があります。 

日本語手順書/手順ビデオ (英語) 

上記のリンクの指示に従ってください 上記のリンクの指示に従ってください 上記のリンクでサインアップしてください。 上記のリンクの指示に従ってください 

マメ知識 1.パートナーサブスクリプション、顧客サブス

クリプションの両方の場合とも、設定により

貢献を評価することができます。 

2. 重要-当社は、パートナー ID を顧客

サブスクリプションに追加した分だけ、シルバ

ーおよびゴールドクラウドプラットフォームパー

トナーにのみインセンティブを支払います。 

PAL は、顧客リソースの管理に使用され

る任意の 管理者アカウント (ID) に使

用できます。 

-B2B パートナーテナントの ID 

- 顧客テナントへのゲスト ID 

- サービスプリンシパル ID 

1.一部の Azure サービス (Azure Storage、

Managed Disk 等) は、この方法に未対応です。 

2.追跡を機能させるには、GUID を登録する必要が

あります。 

3. Terraform または REST API を使用して展開

されたリソースも追跡できます。 

 ? 

2. パートナーが利用すべきシナリオ 

 適合するパートナーの

種別 

1. サービス提供パートナー (例: SI)  

2. シングルテナントソリューションを顧客サ

ブスクリプションに導入した ISV 

3. 従量課金や EA 契約で支払う自社の

テナントを持つ 

 

1. DPOR を得られないサービス提供パー

トナー (例: SI) 

2. シングルテナントソリューションを顧客サ

ブスクリプションに導入した ISV 

ISV マルチテナントサービス/SaaS を提供するパートナ

ー 

マネージドサービスなど、パートナーからワンストップで

サービス提供をする場合 (通常はシングルテナント

ソリューション) 

ライセンスバンドル型 Unbundled Unbundled Unbundled Bundled Bundled または Unbundled 

想定されるサブスクリプ

ション所有者 

顧客 (この場合のみインセンティブが支払

われる) 

顧客 顧客 パートナー 顧客 (パートナーポータル経由) 

3. レポートの所在 

 パートナー用レポートの

有無 

パートナーセンター 

 

未対応 未対応 Azure ポータル パートナーセンター 

4. 貢献が認識される対象 

 パートナー貢献レポート はい はい はい はい はい 

MPN クラウドプラットフ

ォームコンピテンシーの 

パフォーマンス要件 

はい 未対応 未対応 はい はい 

マイクロソフト営業の

ACR 成績 

RBI ではない RBI ではない はい はい はい 

 パートナーインセンティブ

対象 

はい 未対応 未対応 いいえ はい 

 インセンティブの内容 シルバークラウドプラットフォーム: 

-四半期ごとの ACR 成長の 25% 

ゴールドクラウドプラットフォーム: 

-四半期の ACR の 4% (上限あり) 

-四半期ごとの ACR 成長の 25% 

未対応。PAL による関連付けは貢献度可

視化を行っている段階です。将来的にイン

センティブが過去にさかのぼって適用される

可能性もあるため、いまからより多くの紐づ

けを実施することを推奨します。 

未対応。CUA による関連付けは貢献度可視化を行

っている段階です。将来的にインセンティブが過去にさ

かのぼって適用される可能性もあるため、いまからより

多くの紐づけを実施することを推奨します。 

インセンティブはありません。 直接リセラーか間接リセラーかに依存します。 
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https://docs.microsoft.com/ja-jp/azure/billing/billing-partner-admin-link-started
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