
 
 
 
 

マイクロソフト ソフトウェア アシュアランスの特典の概要 
ソフトウェア ライフサイクルのすべての段階で価値あるリソースをご利用いただけます。 www.microsoft.com/japan/licensing/sa/ 

 
計画 

 
アップグレードの権利 
ソフトウェアの 新バージョンを使用する権利が付与されます。この特典

により、ソフトウェアの取得にかかわるコストが削減されるだけでなく、ソフ

トウェアの調達とコストの予測が容易になります。この特典をご利用にな

ると、お客様の組織の投資を無駄にすることなく、その時点の 新のソフ

トウェアにアップグレードすることができます。 
 
年額払い 
一括ではなく年額に分割してお支払いいただくオプションにより、テクノロ

ジ関連の支出をより柔軟に管理していただけます。この特典をご利用に

なると、初期コストを抑えられるほか、年間のソフトウェア予算を 長で 3 
年先まで見積もることができます。 

 
導入 

 
パッケージ サービス 
認定パートナーが提供する包括的なサービスを利用して、効率的で適切

な導入計画を作成し、導入に備えることができます。 
 
デスクトップ導入計画サービス 
新の Microsoft Office ソフトウェアおよび Windows デスク

トップ ソフトウェアの導入に際してのコストと複雑さを軽減します。 
 

SharePoint® 導入計画サービス 
お客様の状況に合わせてカスタマイズしたコンサルティングを提供するこ

とで、Microsoft Office SharePoint Server の導入に際してのコストと複

雑さを軽減します。 

 
使用 

 
Windows 7 Enterprise 
企業ユーザーのニーズを満たすための特有のテクノロジを備えた 
Windows 7 のエディションです。Windows Vista を基盤として構築され

たWindows 7 Enterprose は、場所を問わないユーザーの生産性の向上、 
セキュリティと制御の強化、PC管理の簡素化を実現します。

 
 
 

 
 
Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) 
オペレーティング システムおよびアプリケーションの管理を迅速化し、情

報通信技術の応答性とユーザーの稼働時間を向上させることで、

Windows デスクトップの総保有コスト (TCO) を削減します。MDOP は
ソフトウェア アシュアランスのお客様のみを対象とした、革新的なテクノ

ロジを使用するアドオンのサブスクリプション ライセンスです。ソフトウェ

アを一元管理されたサービスに変換することにより、デスクトップ制御の

効率化、デスクトップの導入および管理の迅速化と簡略化、および動的

なインフラストラクチャの構築が可能になります。 
 
トレーニング受講券 
マイクロソフト テクノロジ製品およびサービスの学習の場を提供する、マ

イクロソフト認定ラーニング ソリューション パートナーによる各種コース

の技術トレーニング受講券をお届けします。このトレーニング受講券をご

利用になると、IT スタッフはマイクロソフト テクノロジの専門技術者によ

るトレーニングを受けることができます。マイクロソフト公式コースウェアを

使用した、講義形式のトレーニングが行われます。 
 
eLearning  
マイクロソフト テクノロジの専門技術者が開発したこの eLearning は柔

軟性が高く、従業員の方々は時間と場所に制限されることなく自分の

ペースで学習することができます。マイクロソフト公式 eLearning は 24 
時間いつでもご利用いただけます。オーディオ、ゲーム、学習評価、およ

び実践学習を取り入れた、対話形式による高度な学習方法を提供します。 
 
自宅使用プログラム 
Microsoft Office を使用して自宅で仕事を進められるようにすることで、

従業員の生産性向上を実現すると共に、Microsoft Office を 大限にご

活用いただけます。対象となるソフトウェアには、 も広く使用されている 
Microsoft Office デスクトップ プログラムが含まれます。 
 
社員購買プログラム (EPP) 
従業員の方々に、個人ユーザー向けのマイクロソフト製品の一部を割引

価格で提供します。自宅と会社で同じソフトウェアを使用できるため、仕

事を柔軟に進められるようになります。また、優れた個人向け製品を利用

できるようになることで、従業員の満足度も高まります。 
 
エンタープライズ ソース コード ライセンス プログラム (ESLP) 
社内での開発およびサポートを目的として、Microsoft Windows® のソー

ス コードをご利用いただけます。1,500 台以上のデスクトップを保有され

ているお客様は、システムおよび関連アプリケーションの調整や強化を行

るようになります。また、強化されたデバッグ機能を実装することで え 

 
 
セキュリティ管理が容易になり、さらにウイルスやその他の脅威からの保

護も容易になります。 

 
保守 
 
年中無休 (24x7) の技術サポート 
電話による年中無休 (24x7) の技術サポートおよび Standard Edition 
サーバーと Enterprise Edition サーバーを対象として、営業時間内に限

り無制限の Web サポートを提供します。年中無休 (24x7) の技術サ

ポートでは、適切なサポート レベルを選択していただけます。プレミア契

約を締結しているお客様の場合は、ソフトウェア アシュアランスで取得し

たサポート インシデントをプレミア サポートに適用し、より高いレベルの

サービスを受けていただくことができます。 
 
障害復旧を目的とする "コールド" バックアップ 
障害復旧を目的とする無償の "コールド" バックアップ サーバー ライセ

ンスがあれば、不測の事態に備えることができます。この特典を利用する

には、ソフトウェア アシュアランスで購入されたマイクロソフト サーバー 
ライセンスを保有している必要があります。また、ソフトウェアで必要にな

る場合は、この他に、関連するクライアント アクセス ライセンス (CAL) 
をすべて保有している必要があります。 
 
ソフトウェア アシュアランスを介した TechNet サブスクリプション 
TechNet Online Concierge Chat と Managed Newsgroups をご利用

いただけます。また、指定された IT 技術者 1 人に対して、マイクロソフ

ト ソフトウェアの評価版や他の技術ツールおよびリソースを提供する 
TechNet Plus Direct のライセンス サブスクリプションが 1 つ提供され

ます。 

 
移行 
 
延長ホットフィックス サポート 
ホットフィックスの問題が発生したときは、延長ホットフィックス サポート契

約 (EHSA) を申し込む必要があります。EHSA の年間費用はソフトウェ

ア アシュアランス契約に含まれています。このため、サポート費用を別

途お支払いいただく必要はありません。この特典をご利用いただくには、

プレミアまたはエッセンシャル サポート契約を締結している必要がありま

す。 
 
Windows Fundamentals for Legacy PCs 
Windows XP SP2 オペレーティング システムのセキュリティと管理を実

現できます。また、 新のハードウェアと Windows Vista オペレーティン

グ システムへの円滑な移行も実現することができます。 

http://www.microsoft.com/japan/licensing/sa/default.mspx


ボリューム ライセンス プログラム別のソフトウェア アシュアランスの特典適用表 利用可 利用不可 

 
特典 Open License Select License Open Value Open Value (全社契約/サブスクリプション) Select License SAM、Enterprise Agreement、サブスクリプション 

アップグレードの権利 ソフトウェア アシュアランスの対象となるライセンスはすべて、 新バージョンにアップグレードできます。 
年額払い  ライセンスおよびソフトウェア アシュアランスの支払いは、契約年数で均等に分割できます。 
パッケージ サービス 

• デスクトップ導入計画サービス 
• SharePoint 導入計画サービス 

  利用可能日数は、Microsoft Office アプリケーション ライセンスの数と CAL Suite ライセンスの数によって決まります。1  
マイクロソフト製品表 (http://www.microsoft.com/japan/licensing/product/) をご覧ください。 

Windows 7 Enterprise ソフトウェア アシュアランスの対象となる Windows クライアント ライセンスごとに、Windows 7 Enterprise アップグレード ライセンスが 1 つ提供されます。 

Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) for 
Software Assurance 

 Windows のソフトウェア アシュアランスを保有するお客様向けのアドオン サブクリプション ライセンスとして利用できます。 
詳細については、http://www.microsoft.com/japan/windows/products/windowsvista/buyorupgrade/optimizeddesktop/ をご覧ください。 

トレーニング受講券 

  
SA の対象となる Office アプリケーション ライセンス 50 ライセ

ンスにつき、2 日分のトレーニング受講券が提供されます ( 大 
10 日分まで)。  
 

SA ライセンスの 大数 = 受講できるトレーニングの日数 :  
250 = 20 日、2,400 = 30 日、6,000 = 50 日 
15,000 = 110 日、30,000 = 160 日、50,000 = 250 日 
100,000 = 400 日、200,000 = 600 日 
400,000 = 800 日、600,000 = 1,400 日 

eLearning 
 

コースを利用できるユーザーの数は、ソフトウェア アシュアランスを保有する対象製品のライセンス数によって決まります。 
利用資格は製品群 (アプリケーション、システム、サーバー) によって異なります。マイクロソフト製品表 (http://www.microsoft.com/japan/licensing/product/) を
ご覧ください。 

自宅使用プログラム ソフトウェア アシュアランスの対象となる Office アプリケーション ライセンスごとに、ライセンスを受けたデバイスのユーザーに自宅用としてその製品のコピーが 1 つ提供されます。 

社員購買プログラム (EPP)    利用を全社規模に拡張できます。 利用を全社規模に拡張できます。 

エンタープライズ ソース コード ライセンス  
プログラム (ESLP) 

    1,500 台以上のデスクトップ。 

年中無休 (24x7) の技術サポート サーバー : サーバーおよび CAL に対するソフトウェア アシュアランスの購入額 240 万円 ごとに、電話インシデントが 1 つ提供されます。さらに、ソフトウェア アシュアランスの対

象となるサーバー ライセンスを 1 つ以上保有しているお客様には、無償の電話インシデントが 1 つ提供されます。SA の対象となるすべてのサーバーについて、無制限の Web サ
ポートが提供されます。3

プレミア契約を締結しているお客様は、SA インシデントをプレミア契約に振り替えることができます。4

デスクトップ :Microsoft Office アプリケーションおよび Windows クライアントに対するソフトウェア アシュアランスの購入額 2,400 万円 ごとに、電話インシデントが 1 つ提供され

ます。2

障害復旧を目的とする "コールド" バックアップ ソフトウェア アシュアランスの対象となるサーバー ライセンスごとに、障害復旧を目的として "コールド" サーバーでソフトウェアのインスタンスを 1 つ実行することができます。 

TechNet サブスクリプション 利用できる ID の数は、契約の種類とレベル、および購入した製品群によって異なります。 
詳細については、ソフトウェア アシュアランスのサイトから http://www.microsoft.com/japan/licensing/product/pl.mspx にアクセスしてください。 

延長ホットフィックス サポート2 サーバー : 90 日以内に契約を締結する必要はありません。Microsoft Exchange Server、MOM、SMS、
SQL Server™、および Windows Server™ の年間契約料金は、いずれもソフトウェア アシュアランスに含

まれています。 
デスクトップ : 利用できません。 

サーバー : 90 日以内に契約を締結する必要はありません。Exchange 
Server、MOM、SMS、SQL Server、および Windows Server の年間

契約料金は、SA に含まれています。 
デスクトップ : 90 日以内に契約を締結する必要はありません。

Windows クライアントおよび Office Professional の年間契約料金が

含まれています。 

Windows Fundamentals for Legacy PCs 
    

SA の対象となる Windows クライアント ライセンスごとに、その 
Windows クライアント ライセンスとしてコピーを 1 つインストールでき

ます。 

 
1 未使用のトレーニング日数を交換することでサービスのレベルを上げることができます。マイクロソフト製品表 (http://www.microsoft.com/japan/licensing/product/pl.mspx) を参照して、利用可能な交換オプションをご確認ください。 2 この特典を利用するにはプレミアまたは

エッセンシャル サポート契約が必要となります。 3 Open License のお客様には適用されません。Web サポートは、深刻度が低い (深刻度C) 事例にのみ適用されます。電話によるコールバックは、お客様のソフトウェア アシュアランスまたはプレミア電話インシデントの数から

差し引かれます。 4 年中無休 (24x7) のサポートは、深刻度 A の事例にのみ適用されます。営業時間後の対応は、既定では英語で行われます。利用可能な場合は翻訳サービスをお使いいただけます。SA インシデントは、プレミア インシデントと 1 対 1 で交換できます。イ

ンシデントをプレミア製品サポートの時間に振り替えることができます。この場合の交換比率は、お住まいの地域のプレミアの価格によって決まるものであり、国によって異なります。  
 
マイクロソフトは、この資料を情報提供の目的のためにのみ提供します。マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムの下での権利および義務を完全に理解するには、該当する契約書を参照してください。マイクロソフトのソフトウェアは許諾されるもので、販売されるものでは

ありません。マイクロソフトのソフトウェアおよびサービスの使用によって得られる価値および利点はお客様によって異なる場合があります。この資料の内容と契約書の内容の違いについてご不明な点がございましたら、リセラーまたはマイクロソフト アカウント マネージャまでお問

い合わせください。マイクロソフトは、リセラーを通じて販売されるライセンスの 終価格および支払期間の決定には関与しません。 終価格および支払い条件は、お客様とリセラーとの契約によって決定されます。ソフトウェア アシュアランスの特典の対象は製品や地域によって異

なり、変更されることがあります。ボリューム ライセンス契約の条項および条件と、特定のソフトウェア アシュアランス特典が提供された条項および条件が、本書に記載された内容と矛盾する場合は、それらの条項および条件が優先されます。利用資格および現行の特典プログラ

ムの規定については、製品表 (http://www.microsoft.com/japan/licensing/product) をご覧ください。Part No. 098-109129 
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