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変わり続ける市場において、企業は、競争上の優位を得ると同時に収入、利益、顧

客ロイヤルティを伸ばすためのあらゆる機会を求めています。その一方、データ管理、ク

ラウド ソリューション、モバイル コンピューティングなどの新しいテクノロジ要因によって、

ソフトウェア資産の効果的な管理が難しくなっています。 

こうした新しいテクノロジ動向と、動向によって増した複雑さに適応することで、IT の

役割は、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主要な

戦略的資産となっています。ある面では、複雑さが増すと、会社のインフラストラクチャ

やプラットフォームの管理が難しくなり、管理コストも増える場合があります。その反面、

テクノロジで達成できる戦略的優位の見込みから、IT 投資の新しい波が生まれてい

ます。 

 

 

ビジネス戦略への IT の適合 
組織のビジネス目標を達成するためのテクノロジに対する統合と依存が高まっていることから、テクノロジへの投資の適切な追跡、管理、

ライセンス取得がかつてないほど重要になっています。適切な管理プロセスを導入すると、組織は時間とコストを節約でき、ワークフローを

改善でき、規模や成熟度の発展に伴って競争力を強化できます。 

残念ながら、多くの組織は、ビジネス戦略をテクノロジの計画や投資に合わせようと苦労しています。お客様の組織が仮想化、クラウド 

ソリューション、開発およびテスト環境に投資している場合や、個人用モバイル デバイスを従業員が使用できるようにしている場合は、企

業や従業員のニーズを IT、セキュリティ、およびコスト管理のニーズに合わせることが難しいおそれがあります。 

最適なインフラストラクチャとプラットフォームへの道程 

さいわい、既存のインフラストラクチャとプラットフォームに関する長所、短所、および潜在的なリスクの評価に利用できるリソースがあります。

このリソースを利用すると、長期的な戦略とその関連した短期ロードマップを策定して、IT 最適化レベルを向上することもできます。 

動的システムとサポート インフラストラクチャ 

動的システムは、迅速なビジネスに関するマイクロソフトの構想です。これは、テクノロジ戦略とビジネス戦略が相互に支え合うことで、目

まぐるしく変化し適応力のある環境の需要を満たすビジネスです。動的システムは、お客様のような企業が人物、プロセス、およびインフ

ラストラクチャの動的能力を向上できるよう、支援する方法についての構想でもあります。 

最適なインフラストラクチャとプラットフォーム 

マイクロソフトは、組織が動的システムの実現に着手するために利用できる、プロセスとベスト プラクティス、テクノロジ ソリューション、およ

びトレーニングを用意しています。マイクロソフトによる最適化の取り組みの中心にあるのは、インフラストラクチャ最適化 (IO) モデルです。

IO モデルを利用すると、組織は、セキュリティが高く適切に管理された動的インフラストラクチャに対する需要を喚起して、組織が全体

的なコストの削減、リソースの活用効率向上、およびビジネスの戦略的資産としての IT のサポートを実施できます。 

最適化モデルのメリット 

IO モデルなどの最適化モデルを導入すると、お持ちの IT 機能を把握する手法がわかります。最適化モデルからは、ある最適化レベ

ルから次の最適化レベルに組織が進むための、対処しやすいロードマップを得られます。また、お客様、テクノロジ パートナー、およびマ

イクロソフトに対し、お客様の IT 最適化レベルを向上できるよう協力するための、共通のテクノロジも提供されます。 
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SAM 最適化モデルと ISO SAM 
ソフトウェア資産管理 (SAM) 最適化モデル (SOM) は IO モデルと連動しています。SOM を利用すると、SAM プロセス、ポリシー、

およびツールを評価するフレームワークが提供されます。IO モデルは組織における現在の IT インフラストラクチャに対するベンチマークに

使用され、環境のセキュリティ強化と管理向上に役立ちます。IO の主な目標は、IT コストの合理化と削減、活用していない IT リソ

ースの再割り当て、および IT ビジネス プロセスの合理化を支援することです。SAM は、ハードウェア資産とソフトウェア資産の検出、管

理、および使用状況分析に特化した、ポリシー、プロセス、人物、およびツールの統合されたセットです。SAM の導入は、組織の IT 資

産を最適化できるようにするために必要です。IT の最適化は、IO モデルと SOM の両方に共通する目標です。そのため、組織が共

通のフレームワークにこれらのイニシアティブを合わせることは理に適っています。 

"基本"、"標準化"、"合理化"、および "ダイナミック" で構成された IO モデルのレベルを使用して、マイクロソフト SAM パートナーは 

Baseline Review の一環として、SAM 最適化モデル (SOM) アセスメントを実施できます。Baseline Review は、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 SOM の分析結果と共にお客様に提供する SAM エンゲージメントです。SOM アセ

スメントは、主な 10 項目の SAM コンピテンシーに基づいており、ISO/IEC 19770-1 標準で定義されている包括的な SAM プロ

グラム全体を実現するための布石です。ISO/IEC 19770-1 標準には、包括的な SAM プログラムに推奨される要件と認証が規定

されています。両方のフレームワークを取り入れると、正確かつ戦略的に、継続的な SAM の実践を実装および管理できます。アセスメ

ントの最終目標は、確立された客観的評価基準に基づいて、組織の SAM 最適化レベルを評価することです。組織の最適化レベル

を把握すれば、SAM パートナーのガイダンスに基づいて最適化レベルを上げるための作業に取り組むことができます。 

 
 

SAM 最適化のレベル 
SAM パートナーが、お客様の SAM 最適化レベルを評価し、お客様が次の最適化レベルに進めるよう支援します。 

基本の 
SAM 

アドホック 

標準化された 
SAM 

資産の追跡 

合理化された 
SAM 

積極的な管理 

ダイナミック 
SAM 

最適化済み 

どのような IT 資産がどこで
使用されているかをほとんど
管理できていない。 

ポリシー、手続き、リソー

ス、ツールがない。 

SAM プロセス、ツール/ 
データ リポジトリが存在。 

情報の完全性と正確性は

不十分で、通常は意思決

定の材料として活用されて

いない。 

ビジョン、ポリシー、手続き、
ツールを使用して IT ソフト
ウェア資産のライフサイクル
が管理されている。 

信頼できる情報に基づき、 

ビジネス目標に合わせて資

産を管理できている。 

ビジネス ニーズの変化に応
じてほぼリアルタイムに調整
できる。 

SAM によるビジネスの競争

優位を得られている。 
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最初の 2 つのレベル "基本" と "標準化" は、組織の初期注力分野です。成熟度が上がると "合理化" レベルに進み、最終的な長

期目標として、"ダイナミック" 状態への到達を目指します。"合理化" レベルは ISO 19770 モデルの ISO SAM Tier 1 と同等で、ダ

イナミック レベルは ISO SAM Tier 2 ～ 4 にほぼ対応します。 

 

 

 
ISO モデルの詳細については、「ISO/IEC 19770-1:2012- 情報技術 – ソフトウェア資産管理 – パート 1: プロセスと準拠の多

層アセスメント」(英語) を参照してください。 

 

 

SAM 成熟度レベルと主要コンピテンシー 
SOM アセスメントは、パートナーがお客様の現在の環境における主な 10 項目のコンピテンシーと定義済みのモデルを比較して SAM 

成熟度レベルを判断する、体系的なアプローチです。評価点と SAM 成熟度レベルは、エンゲージメント全体を通じて調査した SAM ポ

リシーと手続きに関する質問への回答に基づいて決まります。 

3. 長期的注力分野 MS SOM ダイナミック 

ほぼ同等 

ISO SAM Tier 4 

 

ISO SAM Tier 3 

ISO SAM Tier 2 

ISO SAM Tier 1 MS SOM 合理化 

ほぼ同等 

MS SOM 標準化 

2. その後の注力分野 

1. 初期注力分野 

MS SOM 基本 

http://www.iso.org/iso/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=56000
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主要コンピテンシー 

次の表に、(ISO/IEC 19770-1 認証に合わせた) 各コンピテンシーの目的と主要な確認事項と共に、"標準化"、"合理化"、および 

"ダイナミック" の各成熟度レベルの要件を示します。 

 
 

ISO 19770-1 

のカテゴリ 
主要 
コンピテンシー 

 

コンピテンシーの確認事項 

 

 

組織的な管理 

 

組織全体の SAM 
各インフラストラクチャ グループにおいて、(明文化された手続き、役割、職

責、役員の支持を使用して) ソフトウェア資産管理がどのように実装されてき

たか。 

SAM 改善計画 組織には、承認済みの SAM 改善計画があるか。 

 

 

 

SAM インベントリー  

プロセス 

 

ハードウェアとソフトウェアの

インベントリー管理 

一元化されたソフトウェア インベントリー/CMDB (構成管理データベース) 

にソフトウェア追跡ツールによって入力された、ユーザー PC とサーバーの割

合 (%) はどの程度か。 

 

インベントリーの精度 

想定したライセンス メトリックス (人事部による従業員の記録を基にしたユー

ザー数など) の精度を確かめるために、ソフトウェア インベントリーを他のソース

と照合する頻度はどの程度か。 

 

 

 

SAM 検証プロセス 

 

保有ライセンス記録 
調達したソフトウェア ライセンスのうち、(中央リポジトリ、あるいは所有ま

たは以前に取得している全ライセンスの追跡を利用して) 保有ライセン

ス インベントリーに記録している割合 (％) はどの程度か。 

 

定期評価 

導入 (使用) ソフトウェア数を保有 (購入) ライセンス数と照合する

頻度はどの程度か。保有ライセンスとは、所有または以前に取得し

ているソフトウェア ライセンスを指す。 

運用管理と 

インターフェイス 

 

運用管理レコード  

インターフェイス 

さまざまな運用管理機能 (契約、金融固定資産の追跡、サービス サポ

ート、セキュリティ、ネットワーク) では、日常職務においてソフトウェアとハー

ドウェアのインベントリーをどのように利用しているか。 

 

 

 

 

 

ライフサイクル プロセス 

インターフェイス 

 

取得プロセス 

組織のソフトウェア購入全体のうち、一元的な調達部門が購入を実施、また

は管理および追跡している割合 (％) はどの程度か。 

 

 

導入プロセス 

組織の PC やサーバーに導入されているソフトウェア全体 (すべてのオペレ

ーティング システムを含む) のうち、一元管理されたソース、または管理され

た分散環境からインストールされている割合 (％) はどの程度か。 

 

廃棄プロセス 
廃棄したハードウェア資産のうち、資産にインストールされていたソフトウェアを

再利用できるような形で追跡されている割合 (%) はどの程度か。 



SAM SAM 最適化モデル 
SOFTWARE ASSET MANAGEMENT 

6 

 

 

 

役割ごとの SAM 
SAM 計画の導入は、最終的には組織内の全部門に関係し、全部門のメリットとなります。各分野には、組織全体にメリットをもたらす 

SAM の事例を構築および支援可能な、固有の役割と戦略があります。次の表に、主要な役割の例を 3 つ示します。 

 

 

SAM を導入すると、標準化された手続きとベスト プラクティスによって運用能力が向上し、社内のソフトウェア購入ニーズに対する認

識が広がり、社有資産の管理についての洞察が深まります。 
 

IT 部門 購買部門 経営管理部門 

承認されていないソフトウェアを使用す

ることや利用可能なセキュリティ更新プ

ログラムに関する知識がないことで生ま

れるセキュリティ リスクを管理して、最

終的にはサポート インシデントの件数

を削減する。 

一元的な資産追跡で効率を最適化し

て、所有している資産、使用場所の変

更によって利用効率を向上できる資

産、および将来必要になるプログラムの

種類を把握する。 

将来のニーズに適応しやすい、柔軟で

迅速な IT システムでビジネス インフ

ラストラクチャを成長させる。 

ビジネスの成功に必要なソフトウェア  

ライセンスについて理解を深めて、一元

管理を実現し、調達手続きを導入また

は適用する。 

組織において必要なソフトウェアや使

用しているソフトウェアを知ることで、交

渉やベンダー関係を最適化する。 

お客様の現在と将来のビジネス要件

を満たすために必要なソフトウェアの購

入予定について、短期的および長期

的な計画の見通しを成長させる。 

ソフトウェアやライセンスの管理を向上

することで、組織の法的責任を管理

し、制御する。 

ソフトウェア機能の合理化と、既存の

データベースに関する知識を利用し

て、市場投入期間を最適化する。 

組織の資産とニーズについての洞察を

深めて、短期的にも将来に向けても、

両方意思決定の参考にする情報の充

実や、組織の成長計画を支援する。 

基本の 
SAM 
アドホック 

標準化された 
SAM 

資産の追跡 

合理化された 
SAM 

積極的な管理 

ダイナミック 
SAM 

最適化済み 

IT 部門 
大部分は手動 
プロセス 

標準化されたソフトウェア 
導入とセキュリティ  
アップグレード 

一元的な資産の追跡 
と管理 

迅速で適応力のある IT シ
ステムを利用した、効果的な
ビジネス インフラストラクチャ 

購買部門 アドホックなパーティ 
標準化されたソフトウェア 
購入ポリシー 

効率的な取得プロセス、
ポリシー、および管理 

適度なソフトウェアの購入
および再導入サイクル 

経営管理部門 
ライセンス手続きの 
制限による 
コンプライアンス リスク 

整理されたライセンスと 
標準化された導入システム 
およびポリシー 

資産のコスト、節約効果、 
ガバナンス、法的責任に 
関する情報把握と管理 

現在のニーズと将来の計画
に合わせた、組織の資産に
対する洞察の最適化 

基本 標準化 合理化 ダイナミック 
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SAM 成熟度モデルの分岐点 
SAM を適切に導入すると、お客様の組織は財務とリスク管理に関するメリットを得られます。SAM を導入すると、即時の結果と長期的

な結果の両方を得られます。この結果を利用して、お客様の組織はソフトウェア コストとハードウェア コストに対する管理統制を改善でき

ます。次の分岐点の図は、"基本" の SAM レベルから "標準化" された SAM レベルへ、"標準化" された SAM レベルから "合理化" 

された SAM レベルへの遷移に必要な、SAM ポリシーとプロセスを示しています。 
 

 

  
 

SOM アセスメント プロセス 
Baseline Review の一環として、SAM パートナーは SOM アセスメント プロセスをお客様に説明します。SOM アセスメントには、3 

つのフェーズがあります。フェーズ 1 は、SAM アセスメント アンケートとライセンス記録の準備と分析を中心としています。フェーズ 2 は、

カスタマイズ版レポートと戦略分析に対するオンサイト レビューと検証で構成されています。フェーズ 3 では、詳細な SAM アセスメントと

要点を示して、組織の SAM 成熟度レベルと推奨された次のステップについて重点的に説明します。完全な Baseline Review には、

これらのフェーズに加えて、マイクロソフト製品の導入状況とライセンス状態の完全なインベントリー情報、SAM ポリシーと手続きのレビュ

ーが含まれます。 

• 組織全体の各集団で積極的に SAM が管理されている。 

• SAM の改善が示されている。 

• ハードウェア インベントリーとソフトウェア インベントリーに、導入済みコンピューターと

ソフトウェア製品の 96% 超が含まれている。 

• 四半期に 1 回インベントリー ソースを照合。 

• 保有ライセンス記録とベンダーの記録が一致する。 

• SAM レポートを四半期に 1 回承認する。 

• 運用部門が総合的な資産インベントリーを管理する。 

• 展開/保有の照合に基づきソフトウェアを購入する。 

• 関係者がソフトウェア導入レポートにアクセスできる。 

• 回収したライセンスの一元管理インベントリーを保守し、再利用に使用できる。導入
とライセンスの記録を更新する。 

• 直接的な SAM の職責が組織全体で定義されている。 

• SAM の計画が定義および承認されている。 

• ハードウェア インベントリーとソフトウェア インベントリーに、導入済み 
コンピューターとソフトウェア製品の 68% 超が含まれている。 

• 年に 1 回インベントリー ソースを照合。 

• 完全な保有ライセンス記録が組織に存在する。 

• SAM レポートを年に 1 回承認する。 

• 運用管理部門が個別の資産インベントリーを管理する。 

• 承認されたベンダーを通じてソフトウェアを購入する。 

• 承認されたソフトウェアのみを導入する。 

• ソフトウェアの廃棄を追跡する。 

基本の SAM 
アドホック 

標準化された SAM 
資産の追跡 

合理化された SAM 
積極的な管理 

SAM パートナー 組織 

SAM パートナー 組織 

準備 検証と分析 

   

SAM パートナー 組織 SAM パートナー 

SAM パートナー 

SAM パートナーが
通知: 
• プロセス 
• 役割 
• 職責 

アセスメントに必要

な書類を提供 

組織が SAM アセスメント アンケートに
回答 
• IT 部門 
• 購買部門 
• デスクトップ管理部門 
• 運用部門 

導入済みやライセンス取得済みのソフト
ウェア インベントリーの記録を収集 

SAM パートナーが分析: 
• アンケート 
• ソフトウェア インベントリー 

SAM パートナーが、お客様
の優先事項に戦略的に 
対応したカスタマイズ版 
レポートを準備 

SAM パートナーと組織
がミーティングを開催し、
優先事項と問題の 
レビューと検証を実施 

SAM パートナーと組織がミーティングを開催
し、次に関する詳細な SAM アセスメント  
レポートと要点のレビューを実施: 
• 主要業績評価指標 (KPI) の状態 
• コンピテンシー別の SAM 成熟度レベル 
• メリットとリスクの分析 
• 業界別 ROI 試算の分析 
• 推奨された次のステップ 

フ
ェ
ー
ズ

 3
 

フ
ェ
ー
ズ

 2
 

フ
ェ
ー
ズ

 1
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SAM 最適化 – SAM プログラムの改善 
SAM パートナーは、お客様の組織が次の SAM 最適化レベルに進めて SAM の可能性を最大限に引き出せるよう支援します。次の

表は、SAM の各主要コンピテンシーと、各 SAM 成熟度レベルで実施するプロセスや手続きの説明を示しています。この表を使用する

と、各コンピテンシーにおける組織のレベルについて理解を深めることができ、その知識を使用して、次のレベルに達するために改善できる

領域を計画できます。 

 
 

主要 
コンピテンシー 

 

基本 

 

標準化 

 

合理化 

 

ダイナミック 

組織全体の SAM プロジェクト管理者が割り当たっ
ているが SAM の役割と職責は
定義されていない。 

直接的な SAM の職責が組織
全体で定義されている。 

各機能集団によって積極的に 

SAM が管理されている。 
SAM の職責が組織全体の
職務に定義されている。 

SAM 改善計画 SAM の開発または通知計画
がない。 

SAM の計画が定義および承認

されている。 
SAM の改善が示されている。 SAM の目標が役員のスコアカ

ードの一部になっていて、定期
的に見直されている。 

ハードウェアとソフトウェアの
インベントリー管理 

一元化されたインベントリーが 
ない、または中央インベントリー
内の資産が 68% 以下。 

インベントリー内の資産が 

68% ～ 95%。 

インベントリー内の資産が 

96% ～ 99%。 
インベントリー内の資産が 

99% 超。 

インベントリーの精度 検出ツールを使用しない手動
インベントリー。 

年に 1 回インベントリー ソースを
照合。 

四半期に 1 回インベントリー 

ソースを照合。 
動的検出ツールでほぼリアル 
タイムの導入詳細を取得。 

保有ライセンス記録 調達部門が契約を管理し、IT 
管理者はアクセスしない。 

完全な保有ライセンス記録が
組織に存在する。 

保有ライセンス記録とベンダー
の記録が一致する。 

SAM 保有ライセンス システム
がベンダーの保有ライセンス シス
テムと連携して使用状況が追
跡される。 

定期評価 IT 運用をアドホックに管理す
る。 

SAM レポートを年に 1 回承認
する。 

SAM レポートを四半期に 
1 回承認する。 

システム照合と ITAM レポート
をオンデマンドで利用できる。 

運用管理インターフェイス SAM は M&A リスク計画と
企業合併の一部とは見なさ
れない。 

運用部門が個別の資産インベン
トリーを管理する。 

運用部門が関連付けられた
資産インベントリーを管理す
る。 

すべてのビジネス部門が SAM 

に関する同一の戦略、プロセ

ス、およびテクノロジに従う。 

取得プロセス 現在の利用可能性を見直さ
ず、プロジェクトごとに資産を
購入する。 

承認されたベンダーを通じて
ソフトウェアを購入する。 

展開/保有の照合に基づき
ソフトウェアを購入する。 

測定された使用量に基づき、
事前に定義された資産カタログ
を使用して、すべての購入を行
う。 

導入プロセス 一元的な IT 部門ではなく、
分散した場所のエンド ユーザ
ーが資産を導入する。 

承認されたソフトウェアのみを
導入する。 

関係者がソフトウェア導入レポ
ートにアクセスできる。 

ユーザーがオンデマンドでソフト
ウェアを使用できる。 

廃棄プロセス ソフトウェアはハードウェアと共に
廃棄され、回収や再割り当ては
行わない。 

使用していないソフトウェアを 
(ライセンスで許可されている
場合に) 回収し、一元管理
インベントリー内で追跡する。 

回収したライセンスの一元管理
インベントリーを保守し、再利
用に使用できる。導入とライセ
ンスの記録を更新する。 

自動プロセスで、インストールさ
れたすべてのソフトウェアの一元
管理と追跡、回収オプション、
社内再割り当て、廃棄を行う。 
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よく寄せられる質問 
Q. インフラストラクチャ最適化 (IO) モデルとは何ですか。 

A. IO モデルは組織における現在の IT インフラストラクチャに対するベンチマークに使用され、環境のセキュリティ強化と管理向上に

役立ちます。IO モデルの主な目標は、IT コストの合理化と削減、活用していない IT リソースの再割り当て、および IT ビジネス プ

ロセスの合理化です。IO モデルでは、組織の IT インフラストラクチャ レベルを "基本"、"標準化"、"合理化"、または "ダイナミック" 

のいずれかに評価します。 

 

Q. SAM 最適化モデルとは何ですか。 

A. SAM 最適化モデル (SOM) とは、インフラストラクチャ最適化 (IO) と連動した SAM のフレームワークです。SOM を利用するこ

とで、パートナーはお客様の組織における SAM の進捗を効率的かつ客観的に評価できます。"基本"、"標準化"、"合理化"、および 

"ダイナミック" で構成された IO レベルを使用して、パートナーは 10 項目の SAM コンピテンシーに基づく SAM 最適化の評価を実

施します。こうしたベンダーに依存しない業界規模の標準は、ISO/IEC 19770-1:2012 SAM プロセスから導入されています。評価

の最終目標は、確立された客観的評価基準に基づいて、組織の SAM 最適化レベルを評価することです。組織の SAM 最適化レ

ベルを把握すれば、最適化レベルを上げるための作業に取り組むことができます。SOM を利用すると、ソフトウェア資産管理とソフトウェ

ア資産に対する組織の投資を改善するフレームワークが提供されます。 

 

Q. マイクロソフトが Baseline Review の一環として SAM 最適化モデルを導入するのはなぜですか。 

A. マイクロソフトは、確立された客観的評価基準を提供するためにこのモデルを導入しています。こうした評価基準にパートナーが従う

ことで、お客様に一貫性のある SAM アセスメントを提供できます。お客様が SAM ビジネス プロセスの改善に着手するには、現在の

状態と最終的な目標とする状態を明確に把握する必要があります。新しいモデルによって、こうしたアセスメントに関する明確なフレーム

ワークが確立します。 

 

Q. SAM 最適化モデルのメリットは何ですか。 

A. お客様の組織にとってのメリットには、現在多くの企業に普及している確立された IO モデルへの適合、SAM 最適化レベル

を上げる方法とその関連メリット、最適化の各ステージで得られるコスト削減効果をビジュアルに示したロードマップなどがあります。 

 

Q. 通常の SAM 最適化アセスメントにかかる期間はどの程度ですか。 

A. 平均的な予測値としては、適切な準備作業が実施されていてアセスメントの需要な企業連絡先担当者と連絡が付く場合、SAM 

最適化アセスメントには 2 ～ 5 日かかります。企業連絡先担当者には、購入部門、財務部門、IT 部門、および運用部門のリーダ

ーが含まれます。SOM アセスメントがより大規模な Baseline Review の一部であることへの留意も重要です。一般的に Baseline 

Review では、環境の完全なインベントリーと分析のためにさらに時間がかかります。 

 

リソース 
• マイクロソフト ソフトウェア資産管理 (SAM) - http://www.microsoft.com/ja-jp/sam 

• Baseline Review - https://www.microsoft.com/ja-jp/sam/baseline.aspx 

• IO モデル - http://www.microsoft.com/io 

• マイクロソフト SAM パートナーの検索 – https://www.microsoft.com/ja-jp/sam/partners.aspx 

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

