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はじめに 
Office 365 はマイクロソフトが提供するクラウド生産性ソリューションです。規模を問わずあらゆる組織で

ご利用いただけるよう各種のスイート形式で販売されており、選択するスイートに応じて、ダウンロード可

能な完全版の Office クライアント (Word、Excel、PowerPoint などを含む)で構成。Web ベースのアプリケ

ーション セットとしても利用可能)、ビジネス向け電子メール、ファイル共有、会議およびコミュニケーシ

ョン ソリューション、社内コラボレーション用のソーシャル ネットワークが提供されます。データは常に非

公開で、潜在的な脅威に対する保護対策も適用されます。Office 365 は、生産性ソリューションへの場所を

問わないアクセス、シンプルな IT ソリューション管理環境、返金保証が設定されたサービス レベル アグリ

ーメント (SLA) を提供します。  

  

このドキュメントでは、ボリューム ライセンス チャネルでご利用いただける Office 365 の製品とサービス

を紹介します。ライセンスに関する詳しい説明はありませんが、マイクロソフト ボリューム ライセンスの製

品条項とオンライン サービス条件の内容を補足するガイドとしてお使いいただけます。このドキュメントの

内容は情報提供のみを目的としています。その他のライセンス関連ドキュメントの代わりに使用したり、そ

れらのドキュメントに優先して使用することはできません。  

 

ボリューム ライセンス簡易

ガイド
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ボリューム ライセンスで利用できる Office 365 プラン  

提供される製品  

Office 365 は、中堅中小企業セグメントとエンタープライズ セグメントのそれぞれを対象とした 2 つのスイ

ートで提供されます。これらのスイートは、各セグメントのニーズに応じて異なるチャネルとプログラムで

販売されます。以下は、それぞれの Office 365 スイートと、各セグメントに対応した各スイートの詳しい構

成内容を一覧したものです。各スイートおよび各スイートを構成するオンライン サービスの詳細な一覧につ

いては、対象製品のページをご覧ください。 
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1Business プランには、重要度の低い問題に対する営業時間内のサポートと、24 時間 365 日のマイクロソフトによる電話サポートが含

まれます。また、すべての Business プランには 300 のシート数上限が適用されます。  
2 Enterprise プランには、重要な問題に対する 24 時間 365 日のマイクロソフトによる電話サポートが含まれます。シート数上限はあり

ません。  
3Word、Excel、PowerPoint、Outlook、OneNote、Publisher が含まれます。  
4Access、グループ ポリシー、テレメトリ、共有コンピューターのライセンス認証 (RDS)、プッシュ展開が追加されます。   
5PSTN 会議の請求は E5 とは別に行われます。地域とチャネルによってはご利用いただけない場合があります。 

  

高度な

サービス

Office 365 のモバイル デバイス管

理 (MDM)
● ● ● ● ● ● ●

オンプレミスの同等サーバー ワー

クロードへのアクセス (Exchange

Server、SharePoint Server、

Skype for Business Server)

Office 365 Video      ● ●

●

 ●

●

  

クラウド PBX        

PSTN 会議 ⁵        ●

●

   

●

●

  

●

エンド ユーザー分析と組織分析     

   

●

アドバンスト eDiscovery、安全な

添付ファイル/安全な URL、アクセ

ス制御

   

  

●

エンタープライズ VoIP と Skype

for Business (オンプレミスのみ)
    

 

●

●

情報保護: メッセージ暗号化、著

作権管理、データ損失防止
    

● ● ●

●

電子メールに求められる法令遵守

とアーカイブへの対応: アーカイ

ブ、電子情報開示、メールボック

スの保持

    

     

● ● ● ●
オンプレミスの Active Directory 同

期によるシングル サインオン
● ● ● ●
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チャネルとプログラムごとの提供状況  

Office 365 はさまざまなチャネルとプログラムを通じて販売されます。以下の表は、Office 365 の提供状況

をまとめたものです。  

  

  

 

    

ボリューム ライセンス プログラムによる Office 365 ライセ

ンスの購入   
マイクロソフトは、お客様のさまざまなニーズに対応する各種ライセンス モデルを揃えています。ライセン

スに対するニーズは、お客様のこれまでのライセンス購入履歴によっても変化します。お客様がご購入いた

だけるユーザー サブスクリプション ライセンスは、Full USL、From SA USL、Add-on USL、Step-up USL 

の 4 種類です。  

 

ボリューム

ライセンス

プログラム

オンライン直販

(MOSP)
● ● ● ● ● ● ● ●

EA/EAS    ● ● ● ● ●

MPSA    ● ● ● ● ●

Open ● ● ● ●  ● ●  

クラウド

● ● ●
ソリューションプ

ロバイダー

（CSP）

ProPlus
Enterprise

K1

Enterprise

E1

Enterprise

E3

Enterprise

E5

● ● ● ● ●

Business
Business

Essentials

Business

Premium
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Full USL  

生産性ソリューションをマイクロソフトから購入したことがない、新しいお客様向けのライセンスです。ま

た、以前マイクロソフトのソリューションを利用した際に永続ライセンスを購入したことがあるものの、既

にソフトウェア アシュアランスのお支払いを停止しているお客様にも適している場合があります。  

From SA USL  

現在 ECAL Suite や Office Professional Plus などマイクロソフトのオンプレミス ソリューションをお使い

で、次の契約更新時にクラウドへの移行を検討しているお客様向けのライセンスです。From SA USL では、

現在のお客様がこれまでマイクロソフト製品に投じてきた費用を踏まえ、契約期間中ソフトウェア アシュア

ランスに継続してお支払いいただいたお客様に割引価格をご案内しています。さらに、導入計画サービス、

IT プロフェッショナル向け技術トレーニングの受講券、自宅使用プログラム、エンド ユーザー向けオンライ

ン トレーニング コース、追加のサポート インシデントなど、クラウドに対応したソフトウェア アシュアラ

ンス特典をご用意しています。なお、常に最新状態でご利用いただけるオンライン サービスについては、バ

ージョン アップグレードの権利など、従来のソフトウェア アシュアランス特典の一部が無効になる点にご注

意ください。From SA USL をご購入いただく場合、お客様が対象ライセンスをお持ちであることが条件で

す。つまり、同等のオンプレミス ライセンスを移行前に取得している必要があります。対象ライセンスの詳

しい情報は製品条項でご確認いただけます。From SA USL は、対象ライセンスと同じ契約または加入契約を

使ってご購入いただく必要があります。  

Add-on USL  

Add-on USL は、現在オンプレミスでマイクロソフト製品をお使いのお客様が、オンプレミスのソリューシ

ョンを残しながら、あるいはクラウドに完全に移行することなく Office 365 クラウド ソリューションをお試

しいただくためのライセンスです。このライセンスでは、Office 365 スイートのすべてのメリットをわずか

な費用でご利用いただけます。また、Add-on USL にも対象ライセンスの要件があり (詳しい情報は製品条項

をご確認ください)、対象ライセンスと同じ契約または加入契約を使ってご購入いただく必要があります。  

Step-up USL  

Step-up USL は、現在の Office 365 のお客様が、加入契約または契約の期間中にサービスをアップグレード

するためのライセンスです。アップグレード前のベース ライセンスと同じ契約または加入契約を使ってご購

入いただく必要があります。  

    

Office 365 の技術的な依存関係  
前述のとおり、Office 365 はオンライン サービスの集合体であり、これらをまとめてご購入いただくことに

より、マイクロソフトが設定したスイートごとの割引額が適用されます。ただし、スイート全体を購入する

必要がないお客様も、個々のサービスを単独の製品としてご購入いただけます。その場合、技術的に依存関

係にあるオンライン サービスにご注意ください。たとえば、Exchange Online サービスや Exchange Server 

サービスのセキュリティ レベルがさらに強化された Exchange Online Protection (EOP) は、お客様が既に 

Exchange Online または Exchange Server を展開していなければご利用いただけません。各種 Office 365 オ

ンライン サービスの技術的な依存関係については、各サービスの説明ページに詳しく記載されています。各

サービスがどのように動作するか、また依存関係を伴うかどうかについては、以下の表を参考にお客様自身

で各サービスの説明を確認していただく必要があります。  

  

  

https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/product-licensing/products.aspx
https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/product-licensing/products.aspx
https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/product-licensing/products.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/office-365-service-descriptions.aspx
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サービス グループ  サービス名  技術的依存関係にあるサービス  

Exchange  

Exchange Online Protection (EOP)  Exchange Online または Exchange Server  

Exchange Online Archiving (EOA)  Exchange Online または Exchange Server  

ストレージ  Office 365 Extra File Storage  SharePoint Online または OneDrive for Business  

高度なセキュリティ  

Advanced Threat Protection  Exchange Online または EOP  

カスタマー ロックボックス  Exchange Online または SharePoint Online  

高度な分析機能  

Delve アナリティクス  Exchange Online  

アドバンスト eDiscovery  Exchange Online または SharePoint Online  

Voice in the Cloud  

クラウド PBX  Skype for Business Online プラン 2  

PSTN 会議  Skype for Business Online プラン 2  

PSTN 通話  Skype for Business Online プラン 2 およびクラウド PBX  
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このドキュメントに記載された内容は情報の提供のみを目的としています。明示または黙示にかかわらず、この内容に関してマイクロ
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