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ソフトウェア アシュアランス特典としての障害復旧用の “コールド” サーバー バックアップライセンスについ

て 

2004 年 7 月 1 日以降、Microsoft サーバー ソフトウェアおよび関連するクライアント アクセス ライセンス (CAL) のソフトウェ

ア アシュアランスを保有されるお客様は、障害復旧用の “コールド バックアップ” サーバー ライセンスを無償でご利用いただ

けます。コールド サーバーとは、障害が発生するまで電源がオフになっているサーバーのことです。このサーバーは、他の目

的の処理や運用には使用されません。 

  

本ソフトウェア アシュアランス特典をご利用いただくには、Microsoft サーバー ライセンスに対する有効なソフトウェア アシュ

アランスを保有している必要があります。また、すべてのクライアント アクセス ライセンス（CAL）が必要なソフトウェアの場合

は、その CAL のソフトウェア アシュアランスも保有している必要があります。無償の障害復旧用ライセンスに基づくソフトウェ

アの使用は、そのソフトウェアの使用権および以下の条件に拘束されます。 

  

a) ソフトウェアを実行するバックアップ サーバーは､次の場合を除いて、電源をオフにする必要があります。 

i. ソフトウェアに対して、限定された障害回復テストとセキュリティ更新プログラム管理を行う場合 

ii. 実際に障害が発生した場合 

b) ソフトウェアの障害復旧用のコピーは、運用サーバーと同じクラスタ内のサーバーにインストールすることはできません。    

c) 実際に障害が発生した場合､運用サーバーの回復中を除いて、ソフトウェアを、障害復旧用のバックアップ サーバーと運用

サーバーの両方で同時に実行することはできません。運用サーバーがオンラインに戻ったときに、障害復旧用ライセンス

に基づくソフトウェアの使用は、再度、本書に記載する条件に拘束されます。 

d) 無償の障害復旧用ライセンスは永続的なライセンスではありません。対応するライセンスまたは関連する CAL のソフトウェ

ア アシュアランスの満了または終了と同時に有効期限が切れます。ソフトウェア アシュアランスが失効した場合は、無償

の障害復旧用ライセンスに基づいてコールド バックアップ サーバーにインストールしたソフトウェアのすべてのコピーをア

ンインストールする必要があります。 

e) 無償の障害復旧用ライセンスと、対応するサーバー ソフトウェアのバージョン、エディション、およびライセンスのタイプは一

致します（たとえば、対応するサーバー ソフトウェアのライセンスが Microsoft® SQL Server 2000 Standard Edition プロセ

ッサ ライセンスである場合、無償の障害復旧用ライセンスも Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition プロセッサ ライ

センスになります）。 

 

本特典を行使する方法 

条件を満たしているお客様は、特に追加の手続きをすることなく本ソフトウェア アシュアランス特典をご利用いただけます。お

客様は、有効なソフトウェア アシュアランスを保有するサーバー ライセンスごとに、コールド サーバー バックアップに同じソフ

トウェアをインストールする権利が与えられます。ソフトウェア アシュアランスの障害復旧用ライセンス特典の対象となるサー

バー ソフトウェアの使用は、そのソフトウェアの製品使用権 (各プロセッサまたはコピーを個別に許諾するための要件などを

含みます) および障害復旧用ライセンス特典の関連条項に拘束されます。お客様は、有効なソフトウェア アシュアランスを取

得したライセンスと同数の障害復旧用ライセンスを取得できます。   

 

お客様は、お客様がご契約のボリューム ライセンスのメディアを使用して、コールド サーバー バックアップにソフトウェアをイ

ンストールすることができます。2004 年 7 月版の製品表で最初に公開された製品使用条件を満たし、運用サーバー ソフトウ

ェア (および必要な CAL) のライセンスとソフトウェア アシュアランスの証明があれば、障害復旧用の “コールド” サーバー ラ

イセンスへの権利が付与されます。 
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よく寄せられる質問 

 

Q: このソフトウェア アシュアランス特典は、すべての Microsoft サーバー ソフトウェアに適用されますか。 

A: このソフトウェア アシュアランス特典は、本書に記載した条件を満たすすべてのサーバーに適用されます。 

 

Q: このバックアップ サーバーを、他の目的 (テストや開発、クラスタ内でのフェールオーバーなど) に使用できますか。 

A: いいえ。このソフトウェア アシュアランス特典に基づいて許諾されるバックアップ サーバーは、障害復旧専用です。 

 

Q: Microsoft が定義する障害とは何ですか。障害とは、運用サーバーが使用不能になるすべての状態を指しますか。または、

その中でも特定の深刻な事態を指しますか。 

A: Microsoft は、お客様が適切な判断に従って、対象のコールド サーバー バックアップを使用すると考えています。障害の例

としては、テロ攻撃、火災、地震・洪水・台風・竜巻などの自然災害、運用サーバーのバックアップ用発電機では対応できない

長期の停電などが含まれます。 

 

Q: “ホット”、“ウォーム”、および “コールド” の各サーバー バックアップの相違点は何ですか? 

A: これらの用語の定義は業界間で統一されていない場合もありますが、一般的な意味は次のとおりです。 

• コールド サーバー バックアップとは、ソフトウェアがインストールされて設定されているが、電源がオフになっている

コンピュータを指します。  

• ウォーム バックアップとは、運用サーバーからのデータのバックアップを受信するために定期的に電源がオンになる

コンピュータを指します。たとえば、ウォーム バックアップはミラーリング、複製、およびログ配布の目的に使用されま

す。  

• ホット バックアップとは、通常電源がオンになっており、即座に運用モードに移行できる準備ができているコンピュー

タを指します。ホット バックアップは、通常、クラスタ内のフェイルオーバーに使用されます。  

 

Microsoft のソフトウェア アシュアランス特典は、障害復旧専用として設定されたコールド バックアップのみを対象としま

す。 

 

Q: ソフトウェア アシュアランス特典の対象がコールド バックアップのみである場合、ホット バックアップとウォーム バックアッ

プはどうなるのですか。使用権は変わりますか。 

A: ホット バックアップとウォーム バックアップは、実行しているソフトウェアの製品使用権に従って、従来どおりの使用権にな

ります。Microsoft は、コールド サーバー ライセンスでお客様のすべての障害状況に対処できるとは考えていません。多くの

企業では、従来どおり、コールド、ウォーム、およびホットの各サーバー バックアップを組み合わせて使用し、さらに他のツー

ルやサービスも活用して障害復旧と業務継続を行うと考えられます。  

 

Q: このコールド バックアップでは、インストール以外に具体的に何ができますか。 

A: 障害復旧用のコールド サーバー バックアップに関するソフトウェア アシュアランス特典には、サーバー ソフトウェアのイン

ストールと設定、障害復旧手順の定期テスト (年数回など)、実際に障害が発生したときのバックアップ サーバーの運用モード

への移行が含まれます。サーバー ソフトウェアの設定には、サーバーを運用可能な状態に準備するためのアクションも含ま

れます。たとえば、Microsoft® BizTalk® Server では、オーケストレーション ルールは設定変数と見なされます。ただし、設定

には運用サーバーのデータをバックアップする機能は含まれません。さらに、設定変数が他のサーバー ソフトウェア (データ

ベースなど) に保存される場合、コールド バックアップのソフトウェア アシュアランス特典は、他のソフトウェアには適用されま

せん。他のソフトウェアのライセンス要件に個別に対応する必要があります。 

 

以上の限定された動作以外は、コールド サーバー バックアップの電源をオフにする必要があります。コールド サーバー バッ

クアップの電源をオンにしてアクティブなモード (運用データのバックアップなど) で使用すると、“ウォーム” バックアップと見な

され、運用サーバーとして個別のライセンスの対象になります。このソフトウェア アシュアランス特典にはウォーム バックアッ

プは含まれません。 

 

Q: このソフトウェア アシュアランス特典が 2004 年 7 月 1 日に発効した後で、この特典を行使する期限はありますか。 

A: 運用（本番）サーバーに対する有効なソフトウェア ライセンスとソフトウェア アシュアランスをお持ちのお客様の場合、障害

復旧用のコールド サーバー バックアップのインストールの期限はありません。注意：コールド バックアップを使用権は永続的

なものではありません。ソフトウェア アシュアランスの有効期限が切れると同時に、コールド バックアップの使用権も切れます。 

 
本ドキュメントに記載されている情報は、お客様がライセンスを取得された製品の許諾された使用について説明するものであり、お客様との
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契約ではありません。本ドキュメントの内容について、マイクロソフトは明示または黙示のいかなる保証も致しません。お客様がボリュームラ

イセンス契約に基づいてライセンスを取得された製品の使用については、当該ボリュームライセンス契約の規定および製品使用権説明書が

適用されます。本ドキュメントの情報とボリュームライセンス契約の内容に齟齬がある場合は、当該ボリュームライセンス契約および製品使

用権説明書が優先します。製品使用権説明書はhttp://www.microsoft.com/japan/licensing/product/pur.mspx よりご確認いただけます。 

 
Copyright © 2004 Microsoft Corporation.All rights reserved.Microsoft、BizTalk Server、および SQL Server は、米国 Microsoft Corporation 

の米国またはその他の国における登録商標または商標です。 

 


