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SAM は、IT 環境を管理

するうえで非常に重要です。

なぜなら、組織の保有ソフ

トウェア資産、資産の場所、

資産の構成、および使用

状況を組織が把握してい

ない場合、効率が深刻な

レベルで低下するためです。 

ソフトウェア資産管理 
SAM とは 

ソフトウェア資産管理 (SAM) は、重要な継続的ビジネス プロセスの集まりです。ソフ

トウェア資産のライフサイクルの全段階にわたって組織内のソフトウェア資産を効果的に

管理および保護するためのシステムを提供します。SAM は、人、プロセス、およびテクノ

ロジをつないで、組織のソフトウェア使用状況を管理して最適化します。 

 

SAM がビジネスにとって重要な理由 

強力な SAM 計画には、ビジネス戦略や IT 担当者を強力にサポートできる、一連

の対策の手順が含まれています。クラウド コンピューティング、モバイル ソリューションなど

の新しいテクノロジ動向をお客様の組織や従業員が導入していることから、IT 部門の

役割は、組織全体での最適化、セキュリティ、およびライセンス コンプライアンスをサポ

ートするうえで重要です。SAM は、次のような効果をもたらす、実績あるベスト プラク

ティスです。 

1. コスト、リスク、および複雑さを管理する。 

2. ソフトウェア資産の使用状況を最適化する。 

3. ビジネス ニーズを満たすようにインフラストラクチャを成長させる。 

 

SAM が業績に及ぼすメリット 

• 積極的なソフトウェア資産管理により、導入、購入、サポートに関するプロセスが

合理化されるため、IT コストを削減できます。 

• SAM は、テクノロジ ロードマップの策定を支援することと、ビジネス戦略や従業

員の生産性を支える新しいソリューションを計画することで、テクノロジの動向への

対応を支援します。 

• バックアップ計画と復旧計画、一元管理、セキュリティ ポリシーを策定することで、

機能停止という大きな損害のリスクを大幅に低減できます。 

• IT 管理を強化すると、事業の洞察力や応答性を向上できるため、事業の成長

を加速できます。 
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IT 管理を強化すると、事

業の洞察力や応答性を向

上できるため、事業の成長

を加速できます。 

SAM のビジネス価値 
組織の経営幹部やビジネス マネージャーは、ビジネス上の最適な決定を下すための適

切な情報を必要とします。SAM を実施すると、業務の洞察力や応答性を向上できます。

このため、価値を最大限に高め、リスクを最小限に抑えて、IT 投資から引き出せる成果

を向上することができます。 

コストとリスクの管理 

SAM プロセスでは、ビジネスの成長と成熟に合わせてテクノロジを最適化すると共に、不要

な経費を管理できるようにします。SAM には、次の点に関して効果があります。 

• 既に所有している資産を活用することでコストを削減し、組織の本当のソフトウェア 

ニーズを特定して過剰な経費を削減します。 

• ライセンス コンプライアンスに加えて、プライバシーや開示に関する政府規制や

社内規制への準拠を確保できます。 

• IT インフラストラクチャのセキュリティを確保して最新リリースのソフトウェアを使用

することで、マルウェアや、承認されていないソフトウェアによるその他のサイバーセ

キュリティの脅威に関する安心を確保します。 

リソースの最適化 

SAM を実施すると、業績が上がるようにインフラストラクチャが最適化されるので、お客

様の IT 機能全体を強化できます。SAM には、次の点に関して効果があります。 

• すべての従業員に必要なツールを確保しながらも、冗長性を軽減します。 

• デスクトップの標準化によって、導入、購入、およびサポートを簡略

化します。 

• 自動化を促進して組織全体の生産性を向上するポリシーを導入します。 

• 使用率が低いサーバーやハードウェアを組織全体で特定して統合します。 

• ポリシーと標準化を利用してサポート ニーズを削減します。また、IT の無用に複雑な

点に IT チームがわずらわされることなく、アップグレードやビジネス目標に集中できるよ

うにします。 

テクノロジによる成長 

IT 管理を強化すると、組織全体の効率が向上します。SAM には、次の点に関して効果

があります。 

• IT 戦略をビジネス目標に合わせて、より強固な組織基盤を作り上げ、意思決

定に使用する情報の品質を向上します。 

• 短期的および長期的なテクノロジ ニーズに備えて、効果的に計画を立てます。 

• IT インフラストラクチャを利用して、アジリティと応答性の向上を実現します。 

• クラウド ソリューション、モバイル デバイス管理ソリューションなどのソリューションを導

入して、従業員のニーズをサポートします。 
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積極的なソフトウェア資産

管理により、導入、購入、

サポートに関するプロセスが

合理化されるため、IT コス

トを削減できます。 

SAM の運用上の価値 
IT 部門幹部やビジネス マネージャーにとって、SAM の導入にはビジネス上の意義があり

ます。SAM のベスト プラクティスに従うと、お客様の各種システム全体の秩序を取り戻し、

組織全体の生産性を向上させ、リソースを最適化できるようにし、IT 戦略をビジネス目

標に合わせることができます。そのため、SAM が組織の戦略的資産となります。 

コストとリスクの管理 

IT 資産のライフサイクルを積極的に管理すると、お客様の組織はコストを削減でき、環境の

セキュリティを強化できます。SAM には、次の点に関して効果があります。 

• 所有しているライセンスを把握し、本当に必要なソフトウェアを特定します。 

• ソフトウェアを最新の状態に保つことで、データ セキュリティをサポートし、サイバー

攻撃による脅威を最小限に抑えます。 

• コントロール、管理、ポリシーを一元化し、手動プロセスを自動化して、IT 環境のセ

キュリティを確保します。 

• 従業員のモバイル デバイス使用状況を把握し、会社のネットワークにアクセスしている

管理されていないデバイスのリスクを最小限に抑えます。 

リソースの最適化 

ソフトウェア投資の価値を最大限に引き出して、冗長性を軽減し、従業員に各自が必要とし

ているツールを提供します。SAM には、次の点に関して効果があります。 

• インフラストラクチャの最適化、統合、標準化を実施します。 

• 購入を一元化して、冗長性とコストを軽減します。 

• システム、ユーザー、ヘルプ デスクのパフォーマンスを向上します。 

• バックアップ計画と復旧計画を準備します。 

強い組織への成長 

SAM を実施すると、IT が組織の戦略的資産になり、 

全部門の柔軟性が高まるため、アジリティと応答性を向上できます。SAM には、次の点に関

して効果があります。 

• 合併買収など、成長と変化の時期に IT 管理を簡略化して、市場機会や顧客

の要求に対する適応速度を高めます。 

• 効果的に資産を監視およびプロビジョニングし、テクノロジ ニーズに備えて計画を立てます。 

• IT をビジネス目標に合わせて、運用の優れた分野を広げます。 

• モバイル デバイスの安全な使用方法をサポートして、生産性を高めます。 
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SAM は、コスト、リスク、複

雑さの管理、ソフトウェア資

産の使用の最適化、および

ビジネス ニーズを満たすよう

なインフラストラクチャの成長

に効果がある、実績あるベ

スト プラクティスです。 

すべての関係者にメリットがある SAM 
効果的な SAM プログラムを実施することで、生産性、可視性、および収益力が

高まり、業務全体の効率向上につながります。 

SAM の効果は組織全体に 

IT 担当者 

• 所有資産を把握すると作業が簡単になるため、手続きを合理化でき、アップグレード
や展開を効率的に計画できます。 

• 正確なデータを使用して IT 資産の価値を示します。 

• システムの標準化によってヘルプ デスクの負荷を下げ、効率を最大限に高めます。 

• 厳格なポリシーと手続きで、不要なプロビジョニングやリソースの浪費を最小限に

抑えます。 

部門長/ビジネス部門の管理者 

• 市場機会や顧客の要求に対する適応速度を高めます。 

• 現在の IT 費用を把握しやすくなるので、見込み支出や買収に対する予算計画が

向上します。 

• 一元管理によって調達と展開の手続きが簡単になります。 

法務部門 

• コンプライアンスに関するドキュメントをすべて準備できます。 

• 企業ポリシーに加えてすべての政府規制にシステムが準拠していることを確信できます。 

購入/調達部門 

• 効果的な一元管理と定義済みの調達手続きによって効率が高まります。 

• レポート作成、予算策定、IT 資産の取得が大幅に簡単になります。 

• 最適なボリューム ライセンス契約を交渉してコストを削減し、過剰購入のリスクを最

小限に抑えます。 

• サーバーを最適化および統合することで、資産を追加する必要を最小限に抑えます。 

人事部門 

• 法的な脅威やセキュリティ上の脅威を最小限に抑えるポリシーを適用して、従

業員のコンプライアンスを確保します。 

• モバイル活用ソリューションやクラウド ソリューションなどの主なテクノロジ動向に適応す

ることで、従業員の生産性や満足度を高めます。 
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Gartner は、2025 年まで

にあらゆる業界でデジタル ビ

ジネスによる変革が生じると

予想しています。SAM は、

お客様のビジネスが現在か

ら将来にわたってテクノロジの

動向に対応できるように支

援します。 

SAM エンゲージメント 
マイクロソフトは SAM パートナーを通じて、お客様がソフトウェアの使用と導入に関する情報

把握と管理をより簡単に行えるようにする、さまざまな種類の SAM エンゲージメントを提供し

ています。 

Baseline Review 

SAM 最適化モデル (SOM) アセスメントを含む、現在のマイクロソフト製品の導入とライセンス状

況の全体像を提供します。SOM アセスメントは、ISO 標準に準拠した効果的な SAM プログラ

ムを実装するための基礎とガイダンスの役割を果たします。 

 

Cloud Ready Deployment 

現在のソフトウェア導入状況、使用状況、およびライセンスについてのデータを考慮した、インフラス

トラクチャに関する包括的な分析を提供します。 

 

Cybersecurity Assessment 

既存のソフトウェア導入状況を評価して、サイバーセキュリティ攻撃の潜在的なリスク分野を特定し

ます。これにより、ライセンスを是正し、会社のソフトウェア資産を適切に管理するための適切なポリ

シーが導入されているようにします。 

 

SQL Workload 

SQL ワークロードの導入、保有ライセンス、および調達プロセスを最適化する方法を含め、SQL 

Server 環境のレビューとアセスメントを実施します。同時に、ライセンスのしくみについての理解を

深めます。 

 

Mobile Device Management 

環境の包括的な分析によって、モバイル デバイスの使用状況と社内の機密データに対するアクセ

スを把握しやすくし、リスクを最小限に抑えるためのコントロールを導入して、コンプライアンスを確保

します。 

 

Virtualization 

既存の仮想環境の完全なインベントリーと分析を実施し、仮想化の余地を特定して、将来の仮

想インスタンス管理計画を策定します。 

 

Non-production Environments 

組織がカスタム ソフトウェアを作成したり、運用環境とは別のなんらかのラボ環境を使用したりする

際に生じる、ビジネスやライセンスの課題を理解して対処するために、レビューを行います。 

詳細情報 
SAM の詳細については、以下を参照してください。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/sam/default.aspx 

利用可能な SAM エンゲージメントの詳細については、以下を参照してください。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/sam/use-cases.aspx 

お客様に適した SAM パートナーを探すには、以下を参照してください。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/sam/partners.aspx 

http://www.microsoft.com/ja-jp/sam/default.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/sam/default.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/sam/partners.aspx

