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ii 40241A : MTA クラウドの基礎 

このドキュメントに記載されている情報 (URL 等のインターネット Web サイトに関する情報を

含む) は、将来予告なしに変更されることがあります。別途記載されていない場合、このドキュ

メントで使用している会社、組織、製品、ドメイン名、電子メール アドレス、ロゴ、人物、場

所、出来事などの名称は架空のものです。実在する会社名、団体名、商品名、ドメイン名、電

子メール アドレス、ロゴ、個人名、場所、出来事などとは一切関係ありません。お客様ご自身

の責任において、適用されるすべての著作権関連法規に従ったご使用を願います。このドキュ

メントのいかなる部分も、米国 Microsoft Corporation の書面による許諾を受けることなく、その

目的を問わず、どのような形態であっても、複製または譲渡することは禁じられています。こ

こでいう形態とは、複写や記録など、電子的な、または物理的なすべての手段を含みます。た

だしこれは、著作権法上のお客様の権利を制限するものではありません。 

マイクロソフトは、このドキュメントの主題を対象とする特許、特許出願、商標、著作権、ま

たはその他の知的所有権を有する場合があります。マイクロソフトからの書面による使用許諾

契約に明示的に記載されていない限り、このドキュメントの提供により、これらの特許、商標、

著作権、またはその他の知的所有権に対する使用許諾が付与されるものではありません。 

記載されている製造元、製品、または URL は情報提供のみを目的としており、明示、黙示また

は法律の規定にかかわらず、マイクロソフトはこれらの製造元や、これらの製品をマイクロソ

フト テクノロジと共に使用した場合の動作について保証を行うものではありません。製造元ま

たは製品に関する記載は、マイクロソフトがその製造元または製品を保証していることを意味

するものではありません。このドキュメントには、第三者のサイトへのリンクが含まれている

場合があります。リンク先のサイトはマイクロソフトが管理するものではなく、したがって、

リンク先のサイトの内容、含まれるリンク、およびそのサイトの変更や更新について、マイク

ロソフトは責任を負うものではありません。また、リンク先のサイトから受信する Web キャス

トまたはその他の伝送形式についても、責任を負うものではありません。これらのリンクは、

お客様の利便性を考慮して提供されているものであり、マイクロソフトがリンク先のサイトや

そのサイトに含まれている製品を保証していることを意味するものではありません。 

© 2015 Microsoft Corporation.All rights reserved. 

Microsoft および http://www.microsoft.com/about/legal/en/us/IntellectualProperty/Trademarks/EN-
US.aspx に一覧する商標は、Microsoft 企業グループの商標です。その他の商標は各所有者の知

的財産です。 
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マイクロソフト ライセンス条項 

マイクロソフト インストラクター指導コースウェア 

               

 

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下、「本ライセンス条項」といいます) は、お客様と 
Microsoft Corporation (またはお客様の所在地に応じた関連会社。以下、「マイクロソフト」といいます) との契約

を構成します。以下のライセンス条項を注意してお読みください。本ライセンス条項は、本ライセンス条項に付

属しているコンテンツおよびコンテンツが記録されたメディアのお客様による使用に適用されます。トレーナー 
コンテンツ、ならびに本許諾コンテンツに関連する更新コンテンツおよび追加コンテンツに、別途固有のライセ

ンス条項が付属していない場合は、それらの製品にも本ライセンス条項が適用されるものとします。それらの製

品に固有のライセンス条項が付属している場合は、当該ライセンス条項が適用されるものとします。 
 

本許諾コンテンツにアクセスするか、または本許諾コンテンツをダウンロードもしくは使用することにより、お

客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。本ライセンス条項に同意されない場合は、本許諾コンテン

ツにアクセスしたり、本許諾コンテンツをダウンロードまたは使用したりしないでください。 
               

お客様が本ライセンス条項を遵守することを条件として、お客様には取得された各ライセンスについて以下が 
許諾されます。 

 

1. 定義。 
 

a. 「認定ラーニング センター」とは、マイクロソフト IT Academy プログラム メンバー、マイクロソフト 
ラーニング コンピテンシー メンバー、またはマイクロソフトが随時指定できるその他同様の法人を意味

します。 
 

b. 「認定トレーニング セッション」とは、認定ラーニング センターにおいて、または認定ラーニング セン

ターを通じて、トレーナーがマイクロソフト インストラクター指導コースウェアを使用して実施するイ

ンストラクター指導トレーニング クラスを意味します。 
 

c. 「クラスルーム デバイス」とは、認定ラーニング センターが所有または管理する、認定ラーニング セン

ターのトレーニング施設にある 1 台のセキュリティで保護された専用コンピューターで、特定のマイク

ロソフト インストラクター指導コースウェアに指定されているハードウェア レベルを満たすか、または

超えているものを意味します。 
 

d. 「エンド ユーザー」とは、(i) 認定トレーニング セッションもしくはプライベート トレーニング セッ

ションに正規に登録し出席している個人、(ii) MPN メンバーの従業員、または (iii) マイクロソフトの常

勤従業員を意味します。 
 

e. 「本許諾コンテンツ」とは、本ライセンス条項に付属しているコンテンツを意味し、マイクロソフト イ
ンストラクター指導コースウェアまたはトレーナー コンテンツが含まれる場合があります。 
 

f. 「マイクロソフト認定トレーナー」または「MCT」とは、(i) 認定ラーニング センターまたは MPN メン

バーに代わって、トレーニング セッションにおいてエンド ユーザーを指導するために雇用されており、

(ii) マイクロソフト認定資格プログラムに基づいてマイクロソフト認定トレーナーとして現在認定されて

いる、個人を意味します。 
 

g. 「マイクロソフト インストラクター指導コースウェア」とは、IT プロフェッショナルおよび開発者を対

象としてマイクロソフト テクノロジについて指導する、マイクロソフト ブランドのインストラクター指

導トレーニング コースを意味します。マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのタイトルは、
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MOC、Microsoft Dynamics、またはマイクロソフト ビジネス グループ コースウェアとしてブランド化さ

れている場合があります。 
 

h. 「マイクロソフト IT Academy プログラム メンバー」とは、マイクロソフト IT Academy プログラムのア

クティブ メンバーを意味します。 
 

i. 「マイクロソフト ラーニング コンピテンシー メンバー」とは、現在ラーニング コンピテンシー ステー

タスを保持している、Microsoft Partner Network プログラムの有効なアクティブ メンバーを意味します。 
 

j. 「MOC」とは、IT プロフェッショナルおよび開発者を対象としてマイクロソフト テクノロジについて指

導する、マイクロソフト オフィシャル コースと呼ばれる「Official Microsoft Learning Product」インスト

ラクター指導コースウェアを意味します。 
 

k. 「MPN メンバー」とは、Microsoft Partner Network プログラムにおけるシルバーまたはゴールド レベルの

有効なアクティブ メンバーを意味します。 
 

l. 「個人用デバイス」とは、お客様が個人的に所有または管理する、1 台のパーソナル コンピューター、

デバイス、ワークステーション、またはその他のデジタル電子デバイスで、特定のマイクロソフト イン

ストラクター指導コースウェアに指定されているハードウェア レベルを満たすか、または超えているも

のを意味します。 
 

m. 「プライベート トレーニング セッション」とは、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアを

使用して事前定義された学習目的に基づいて指導する、MPN メンバーが企業顧客に対して提供するイン

ストラクター指導トレーニング クラスを意味します。これらのクラスは不特定多数の人々に対して広告

または宣伝が行われず、クラスの出席者は企業顧客が雇用または契約している個人に限定されます。 
 

n. 「トレーナー」とは、(i) マイクロソフト IT Academy プログラム メンバーが雇用した、認定トレーニン

グ セッションを指導する学問上の認定を受けた教師、または (ii) MCT を意味します。 
 

o. 「トレーナー コンテンツ」とは、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアを使用してトレー

ニング セッションを指導するためにトレーナーのみが使用するよう指定された、トレーナー版のマイク

ロソフト インストラクター指導コースウェアおよびその他の追加コンテンツを意味します。トレーナー 
コンテンツには、Microsoft PowerPoint プレゼンテーション、トレーナー準備ガイド、トレーナー育成用

資料、Microsoft One Note パック、クラスルーム セットアップ ガイド、およびプレリリース コース 
フィードバック フォームが含まれる場合があります。言い換えると、トレーナー コンテンツには、いか

なるソフトウェア、仮想ハード ディスク、または仮想マシンも含まれません。 
 

2. 使用権。本許諾コンテンツは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。本許諾コンテ

ンツは、ユーザーごとに複製 1 部が使用許諾されます。そのため、お客様は、本許諾コンテンツにアクセ

スする、または本許諾コンテンツを使用する各個人に対して、ライセンスを取得しなければなりません。 
 

2.1 以下は、5 組の独立した使用権であり、お客様には 1 組のみが適用されます。 
 

a. お客様がマイクロソフト IT Academy プログラム メンバーである場合。 
i. お客様自身に代わって取得された各ライセンスは、お客様に提供された形式でマイクロソフト イン

ストラクター指導コースウェアの複製 1 部を確認するためにのみ使用できます。マイクロソフト イ
ンストラクター指導コースウェアがデジタル形式である場合、お客様は最大 3 台の個人用デバイスに

複製 1 部をインストールすることができます。お客様が所有または管理していないデバイスに、マイ

クロソフト インストラクター指導コースウェアをインストールすることはできません。 
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ii. お客様は、エンド ユーザーまたはトレーナーに代わって取得する各ライセンスについて、以下のい

ずれかを行うことができます。 
1. マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのハード コピー版 1 部を、提供しているマ

イクロソフト インストラクター指導コースウェアの主題である認定トレーニング セッションの

開始直前に限り、かかる認定トレーニング セッションに登録しているエンド ユーザー 1 名に頒

布すること。または 
2. マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのデジタル版 1 部の一意の引き換えコード、

および当該コースウェアにアクセスする方法に関する手順を、エンド ユーザー 1 名に提供する

こと。または 
3. トレーナー コンテンツ 1 部の一意の引き換えコード、および当該トレーナー コンテンツにアク

セスする方法に関する手順を、トレーナー 1 名に提供すること。 
ただし、以下の条項を遵守することを条件とします。 

iii. お客様は、本許諾コンテンツのみへのアクセス権を、本許諾コンテンツの有効なライセンスを取得し

ている個人に提供するものとします。 
iv. お客様は、認定トレーニング セッションに出席している各エンド ユーザーが、かかる認定トレーニ

ング セッションの主題であるマイクロソフト インストラクター指導コースウェアの有効なライセン

ス取得済みの複製を各自持っていることを確認するものとします。 
v. お客様は、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのハード コピー版を提供する各エン

ド ユーザーに本ライセンス条項の複製 1 部が提示されること、および各エンド ユーザーにマイクロ

ソフト インストラクター指導コースウェアを提供する前に、マイクロソフト インストラクター指導

コースウェアのエンド ユーザーによる使用に、本ライセンス条項の条件が適用されることに各エン

ド ユーザーが同意することを確認するものとします。各個人が、マイクロソフト インストラクター

指導コースウェアにアクセスする前に、地域の法律に基づいて強制力を有する方法で、本ライセンス

条項に同意する旨を示す必要があります。 
vi. お客様は、認定トレーニング セッションを指導する各トレーナーが、かかる認定トレーニング セッ

ションの主題であるトレーナー コンテンツの有効なライセンス取得済みの複製を各自持っているこ

とを確認するものとします。 
vii. お客様は、お客様のすべての認定トレーニング セッションに関して、指導しているマイクロソフト 

インストラクター指導コースウェアの主題であるマイクロソフト テクノロジについて深い知識と経

験を有する有資格のトレーナーのみを雇用するものとします。 
viii. お客様は、MOC タイトルを使用する各認定トレーニング セッションについて、1 週間に提供するト

レーニングは最大 15 時間とするものとします。 
ix. お客様は、MCT ではないトレーナーがマイクロソフト インストラクター指導コースウェアのすべて

のトレーナー リソースにアクセスできないようにすることに同意するものとします。 
 

b. お客様がマイクロソフト ラーニング コンピテンシー メンバーである場合。 
i. お客様自身に代わって取得された各ライセンスは、お客様に提供された形式でマイクロソフト イン

ストラクター指導コースウェアの複製 1 部を確認するためにのみ使用できます。マイクロソフト イ
ンストラクター指導コースウェアがデジタル形式である場合、お客様は最大 3 台の個人用デバイスに

複製 1 部をインストールすることができます。お客様が所有または管理していないデバイスに、マイ

クロソフト インストラクター指導コースウェアをインストールすることはできません。 
ii. お客様は、エンド ユーザーまたはトレーナーに代わって取得する各ライセンスについて、以下のい

ずれかを行うことができます。 
1. マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのハード コピー版 1 部を、提供するマイク

ロソフト インストラクター指導コースウェアの主題である認定トレーニング セッションの開始

直前に限り、かかる認定トレーニング セッションに出席しているエンド ユーザー 1 名に頒布す

ること。または 
2. マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのデジタル版 1 部の一意の引き換えコード、

および当該コースウェアにアクセスする方法に関する手順を、認定トレーニング セッションに

参加しているエンド ユーザー 1 名に提供すること。または 
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3. トレーナー コンテンツ 1 部の一意の引き換えコード、および当該トレーナー コンテンツにアク

セスする方法に関する手順を、トレーナー 1 名に提供すること。 
ただし、以下の条項を遵守することを条件とします。 

iii. お客様は、本許諾コンテンツのみへのアクセス権を、本許諾コンテンツの有効なライセンスを取得し

ている個人に提供するものとします。 
iv. お客様は、認定トレーニング セッションに出席している各エンド ユーザーが、かかる認定トレーニ

ング セッションの主題であるマイクロソフト インストラクター指導コースウェアの有効なライセン

ス取得済みの複製を各自持っていることを確認するものとします。 
v. お客様は、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのハード コピー版を提供する各エン

ド ユーザーに本ライセンス条項の複製 1 部が提示されること、および各エンド ユーザーにマイクロ

ソフト インストラクター指導コースウェアを提供する前に、マイクロソフト インストラクター指導

コースウェアのエンド ユーザーによる使用に、本ライセンス条項の条件が適用されることに各エン

ド ユーザーが同意することを確認するものとします。各個人が、マイクロソフト インストラクター

指導コースウェアにアクセスする前に、地域の法律に基づいて強制力を有する方法で、本ライセンス

条項に同意する旨を示す必要があります。 
vi. お客様は、認定トレーニング セッションを指導する各トレーナーが、かかる認定トレーニング セッ

ションの主題であるトレーナー コンテンツの有効なライセンス取得済みの複製を各自持っているこ

とを確認するものとします。 
vii. お客様は、お客様の認定トレーニング セッションに関して、指導しているマイクロソフト インスト

ラクター指導コースウェアの主題である、マイクロソフト認定資格の該当する資格情報を保持する有

資格のトレーナーのみを雇用するものとします。 
viii. お客様は、MOC を使用するお客様のすべての認定トレーニング セッションに関して、指導している 

MOC タイトルの主題である、マイクロソフト認定資格の該当する資格情報も保持する有資格の MCT 
のみを雇用するものとします。 

ix. お客様は、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのみへのアクセス権を、エンド ユー

ザーに提供するものとします。 
x. お客様は、トレーナー コンテンツのみへのアクセス権を、トレーナーに提供するものとします。 
 

c. お客様が MPN メンバーである場合。 
i. お客様自身に代わって取得された各ライセンスは、お客様に提供された形式でマイクロソフト イン

ストラクター指導コースウェアの複製 1 部を確認するためにのみ使用できます。マイクロソフト イ
ンストラクター指導コースウェアがデジタル形式である場合、お客様は最大 3 台の個人用デバイスに

複製 1 部をインストールすることができます。お客様が所有または管理していないデバイスに、マイ

クロソフト インストラクター指導コースウェアをインストールすることはできません。 
ii. お客様は、エンド ユーザーまたはトレーナーに代わって取得する各ライセンスについて、以下のい

ずれかを行うことができます。 
1. マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのハード コピー版 1 部を、提供しているマ

イクロソフト インストラクター指導コースウェアの主題であるプライベート トレーニング セッ

ションの開始直前に限り、かかるプライベート トレーニング セッションに出席しているエンド 
ユーザー 1 名に頒布すること。または 

2. マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのデジタル版 1 部の一意の引き換えコード、

および当該コースウェアにアクセスする方法に関する手順を、プライベート トレーニング セッ

ションに参加しているエンド ユーザー 1 名に提供すること。または 
3. トレーナー コンテンツ 1 部の一意の引き換えコード、および当該トレーナー コンテンツにアク

セスする方法に関する手順を、プライベート トレーニング セッションで指導するトレーナー 1 
名に提供すること。 

ただし、以下の条項を遵守することを条件とします。 
iii. お客様は、本許諾コンテンツのみへのアクセス権を、本許諾コンテンツの有効なライセンスを取得し

ている個人に提供するものとします。 
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iv. お客様は、プライベート トレーニング セッションに出席している各エンド ユーザーが、かかるプラ

イベート トレーニング セッションの主題であるマイクロソフト インストラクター指導コースウェア

の有効なライセンス取得済みの複製を各自持っていることを確認するものとします。 
v. お客様は、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのハード コピー版を提供する各エン

ド ユーザーに本ライセンス条項の複製 1 部が提示されること、および各エンド ユーザーにマイクロ

ソフト インストラクター指導コースウェアを提供する前に、マイクロソフト インストラクター指導

コースウェアのエンド ユーザーによる使用に、本ライセンス条項の条件が適用されることに各エン

ド ユーザーが同意することを確認するものとします。各個人が、マイクロソフト インストラクター

指導コースウェアにアクセスする前に、地域の法律に基づいて強制力を有する方法で、本ライセンス

条項に同意する旨を示す必要があります。 
vi. お客様は、プライベート トレーニング セッションを指導する各トレーナーが、かかるプライベート 

トレーニング セッションの主題であるトレーナー コンテンツの有効なライセンス取得済みの複製を

各自持っていることを確認するものとします。 
vii. お客様は、お客様のすべてのプライベート トレーニング セッションに関して、指導しているマイク

ロソフト インストラクター指導コースウェアの主題である、マイクロソフト認定資格の該当する資

格情報を保持する有資格のトレーナーのみを雇用するものとします。 
viii. お客様は、MOC を使用するお客様のすべてのプライベート トレーニング セッションに関して、指

導している MOC タイトルの主題である、マイクロソフト認定資格の該当する資格情報を保持する有

資格の MCT のみを雇用するものとします。 
ix. お客様は、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアのみへのアクセス権を、エンド ユー

ザーに提供するものとします。 
x. お客様は、トレーナー コンテンツのみへのアクセス権を、トレーナーに提供するものとします。 
 

d. お客様がエンド ユーザーである場合。 
お客様が取得する各ライセンスについて、お客様は、お客様の個人トレーニングに使用する目的に限

り、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアを使用することができます。マイクロソフト 
インストラクター指導コースウェアがデジタル形式である場合、お客様は、トレーニング プロバイ

ダーからお客様に提供された一意の引き換えコードを使用してオンラインでマイクロソフト インスト

ラクター指導コースウェアにアクセスし、かかるマイクロソフト インストラクター指導コースウェア

の複製 1 部を最大 3 台の個人用デバイスにインストールして使用することができます。お客様は、マ

イクロソフト インストラクター指導コースウェアの複製 1 部を印刷することもできます。お客様が所

有または管理していないデバイスに、マイクロソフト インストラクター指導コースウェアをインス

トールすることはできません。 
 

e. お客様がトレーナーである場合。 
i. お客様が取得する各ライセンスについて、お客様は、認定トレーニング セッションまたはプライ

ベート トレーニング セッションの準備または提供のみを目的として、お客様に提供された形式の

トレーナー コンテンツの複製 1 部を 1 台の個人用デバイスにインストールして使用することがで

きます。また、追加の複製 1 部をバックアップ用の複製として別の個人用デバイスにインストー

ルすることができます。かかるバックアップ用の複製は、トレーナー コンテンツの再インストー

ルにのみ使用できます。お客様が所有または管理していないデバイスで、トレーナー コンテンツ

の複製をインストールまたは使用することはできません。お客様は、認定トレーニング セッショ

ンまたはプライベート トレーニング セッションの準備または提供のみを目的として、トレーナー 
コンテンツの複製 1 部を印刷することもできます。 
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ii. お客様は、最新バージョンの MCT 契約書に従って、トレーニング セッションの手順に論理的に

関連するトレーナー コンテンツの記述部分をカスタマイズすることができます。お客様は、上記

の権利を行使することを選択した場合、以下に従うことに同意するものとします。(i) カスタマイ

ズは、認定トレーニング セッションおよびプライベート トレーニング セッションを指導するた

めにのみ使用できる、および (ii) すべてのカスタマイズは本ライセンス条項に準拠している。言

い換えると、「カスタマイズ」の使用とは、スライドとコンテンツの順序の変更、および一部の

スライドまたはコンテンツの不使用のみを意味し、スライドまたはコンテンツの変更または改変

を意味しないものとします。 
 

2.2 構成部分の分離。本許諾コンテンツは 1 つの製品として許諾されており、お客様はそのコンポーネン

トを分離し、複数のデバイスにインストールすることはできません。 
 

2.3 本許諾コンテンツの再頒布。上記の使用権において明示的に規定されている場合を除き、マイクロソフ

トの書面による許可なく、お客様が第三者に対して、本許諾コンテンツ (および許可される改変) またはその

一部を頒布することはできません。 
 

2.4 第三者のプログラムおよびサービス。本許諾コンテンツには、第三者によるプログラムまたはサービス

が含まれることがあります。お客様によるこれらの第三者によるプログラムまたはサービスの使用には、当

該プログラムおよびサービスに別途固有のライセンス条項が付属している場合を除き、本ライセンス条項が

適用されます。 
 

2.5 追加条項。一部の本許諾コンテンツには、その使用に関して追加の条項、条件、およびライセンスが適

用されるコンポーネントが含まれる場合があります。かかる条件およびライセンスにおいて本ライセンス条

項と矛盾しない条項は、お客様による個々のコンポーネントの使用にも適用され、本ライセンス条項に規定

されている条項を補完するものとします。 
 

3. プレリリース テクノロジに基づく本許諾コンテンツ。本許諾コンテンツの主題がマイクロソフト テクノロ

ジのプレリリース版 (以下、「プレリリース版」といいます) に基づいている場合は、本ライセンス条項の

他の規定に加え、以下の条件も適用されます。 
 

a. プレリリース版の本許諾コンテンツ。本許諾コンテンツの主題は、マイクロソフト テクノロジのプレリ

リース版に関するものです。当該テクノロジは、当該テクノロジの最終版と異なる動作をする場合があ

り、マイクロソフトは最終版向けに当該テクノロジを変更することがあります。また、最終版がリリー

スされない場合もあります。当該テクノロジの最終版に基づく本許諾コンテンツには、プレリリース版

に基づく本許諾コンテンツと同じ情報が含まれていない場合もあります。マイクロソフトは、当該テク

ノロジの最終版に基づく本許諾コンテンツを含めて、追加のコンテンツをお客様に提供する義務を負わ

ないものとします。 
 

b. フィードバック。お客様は、マイクロソフトに対して本許諾コンテンツに関するフィードバックを提供

する場合、直接または第三者の被指名人を介して、その方法や目的を問わず、お客様のフィードバック

を使用、共有、および商品化する権利を無償でマイクロソフトに譲渡するものとします。また、お客様

は、該当するフィードバックの対象となるマイクロソフト ソフトウェア、マイクロソフト製品、または

サービスの特定部分を使用するためのすべての特許権、またはこの特定部分に関連する第三者の製品、

技術、およびサービスに必要とされるすべての特許権を無償で第三者に譲渡するものとします。お客様

は、マイクロソフトがお客様のフィードバックをソフトウェア、テクノロジ、または製品に取り込んだ

ために、マイクロソフトが第三者からソフトウェア、テクノロジ、または製品のライセンスを取得しな

ければならないようなフィードバックを提供しないものとします。これらの権利は本ライセンス条項の

終了後も効力を維持するものとします。 
 

c. プレリリース版の有効期間。お客様がマイクロソフト IT Academy プログラム メンバー、マイクロソフ
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ト ラーニング コンピテンシー メンバー、MPN メンバー、またはトレーナーである場合、プレリリース

版のテクノロジに関する本許諾コンテンツのすべての複製の使用を、(i) マイクロソフトがお客様に、プ

レリリース版のテクノロジに関する本許諾コンテンツの使用期限として通知した日付、または (ii) 本許諾

コンテンツの主題であるテクノロジの完成版の発売日から 60 日後のうちのいずれか早い方の時点 (以下、

「プレリリース版の有効期間」) で停止するものとします。お客様は、プレリリース版の有効期間の満了

時または終了時に、お客様が所有または管理している本許諾コンテンツのすべての複製を回復できない

ように削除して破棄するものとします。 
 

4. ライセンスの適用範囲。本許諾コンテンツは使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。

本ライセンス条項は、お客様に本許諾コンテンツを使用する限定的な権利を付与します。マイクロソフト

はその他の権利をすべて留保します。適用される法令により上記の制限を超える権利が与えられる場合を

除き、お客様は本ライセンス条項で明示的に許可された方法でのみ本許諾コンテンツを使用することがで

きます。お客様は、使用方法を制限するために本許諾コンテンツに組み込まれている技術的制限に従わな

ければなりません。本ライセンス条項において明示的に許可されている場合を除き、お客様は以下の行為

を行うことはできません。 
• 本許諾コンテンツにアクセスするか、または本許諾コンテンツの有効なライセンスを取得していない

個人に本許諾コンテンツへのアクセスを許可すること。 
• 本許諾コンテンツに含まれている著作権もしくはその他の保護に関する表示 (透かしを含みます)、ブ

ランド、または識別情報を改変すること、取り除くこと、または不明瞭にすること。 
• 本許諾コンテンツを改変するか、または本許諾コンテンツの派生品を作成すること。 
• 第三者がアクセスまたは使用できるように本許諾コンテンツを公開または提供すること。 
• 本許諾コンテンツを複製、印刷、インストール、販売、公開、送信、貸与、改造、再利用、リンク設

定もしくは投稿、または第三者に提供もしくは頒布すること。 
• 本許諾コンテンツの技術的な制限を回避する方法で使用すること。 
• 本許諾コンテンツをリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすること、あ

るいは本許諾コンテンツに対する保護を削除またはその他の方法で妨げること。ただし、適用される

法令により明示的に認められている場合を除きます。 
 

5. 権利および所有権の留保。マイクロソフトは、本ライセンス条項においてお客様に明示的に許諾されてい

ない権利をすべて留保します。本許諾コンテンツは、著作権法およびその他の知的財産に関する法律およ

び条約によって保護されています。マイクロソフトまたはそのサプライヤーは、本許諾コンテンツに関す

る所有権、著作権、およびその他の知的財産権を所有しています。 
 

6. 輸出規制。本許諾コンテンツは米国および日本国の輸出に関する規制の対象となります。お客様は、本許

諾コンテンツに適用される、すべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンド ユーザーおよびエンド

ユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。詳細については

www.microsoft.com/exporting をご参照ください。 
  

7. サポート サービス。本許諾コンテンツは現状有姿で提供されます。そのため、マイクロソフトはサポート 
サービスを提供しない場合があります。 
 

8. 解除。マイクロソフトは、お客様が本ライセンス条項の契約条件を遵守していない場合、他のいかなる権

利も制限することなく本ライセンス条項を解除することができます。お客様は、本ライセンス条項の解除

時に、お客様が所有または管理している本許諾コンテンツのすべての複製の使用を直ちに停止し、かかる

すべての複製を削除して破棄するものとします。 
 

9. 第三者のサイトへのリンク。お客様は、本許諾コンテンツの使用中に第三者のサイトにリンクすることが

あります。第三者のサイトはマイクロソフトの管理が及ばないものであり、第三者のサイトのコンテンツ、

第三者のサイトに含まれるリンク、第三者のサイトに対する変更または更新には、マイクロソフトは責任

を負いません。マイクロソフトは、いかなる第三者のサイトから受信されたウェブ キャスティングまたは
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その他のいかなる形式の送信についても責任を負いません。マイクロソフトは、お客様への便宜を図る目

的でのみ、第三者へのリンクを提供しています。リンクが含まれていても、マイクロソフトが第三者のサ

イトを推奨することを意味しません。 
 

10. 完全合意。本ライセンス条項、ならびにトレーナー コンテンツ、更新コンテンツ、および追加コンテンツ

に関する追加条項は、本許諾コンテンツ、更新コンテンツ、および追加コンテンツについてのお客様とマ

イクロソフトとの間の完全なる合意です。 
 

11. 準拠法。 
a. 日本。お客様が本ソフトウェアを日本国内で入手された場合、本ライセンス条項は日本法に準拠するも 

のとします。 
b. 米国。お客様が本許諾コンテンツを米国内で入手された場合、抵触法にかかわらず、本ライセンス条項

の解釈および契約違反への主張は、米国ワシントン州法に準拠するものとします。消費者保護法、公正

取引法、および違法行為を含みますがこれに限定されない他の主張については、お客様が所在する地域

の法律に準拠します。 
c. 日本および米国以外。お客様が本許諾コンテンツを日本国および米国以外の国で入手された場合、本ラ

イセンス条項は適用される地域法に準拠するものとします。 
 

12. 法的効力。本ライセンス条項は、特定の法的な権利を規定します。お客様は、地域や国によっては、本ラ

イセンス条項の定めにかかわらず、本ライセンス条項と異なる権利を有する場合があります。また、お客

様が本許諾コンテンツを取得された第三者に関する権利を取得できる場合もあります。本ライセンス条項

は、お客様の地域または国の法律により権利の拡大が認められない限り、それらの権利を変更しないもの

とします。 
 

13. あらゆる保証の免責。本許諾コンテンツは、提供しうる形で現状有姿のまま提供されます。お客様は、そ

の使用に関するリスクを負うものとします。マイクロソフトおよびその各関連会社は、明示的な瑕疵担保

責任または保証責任を一切負いません。本ライセンス条項では変更できないお客様の地域の法律による追

加の消費者の権利が存在する場合がありますマイクロソフトおよびその各関連会社は、法律上許容される

最大限において、商品性、特定目的に対する適合性、非侵害性に関する黙示の保証について一切責任を負

いません。 
 

14. 救済手段および責任の制限および除外。マイクロソフト、各マイクロソフト関連会社、およびそのサプラ

イヤーの責任は、5.00 米ドルを上限とする直接損害に限定されます。その他の損害 (派生的損害、逸失利

益、特別損害、間接損害、および付随的損害を含みますがこれらに限定されません) に関しては、一切責

任を負いません。 
 

この制限は、以下に適用されるものとします。 
o 本許諾コンテンツ、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みます) 

または第三者のプログラムに関連した事項 
o 契約違反、保証違反、厳格責任、過失、または不法行為等の請求 (適用される法令により認められて

いる範囲において) 
 

この制限は、マイクロソフトが損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合にも適用されます。

また、一部の国では付随的損害および派生的損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の

制限事項が適用されない場合があります。 
 

2012 年 9 月改訂 
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目的 
この章では、クラウド コンピューティングの概要として、クラウド コンピューティングの特

徴と主な分類、そして Microsoft が提供するクラウド コンピューティングのサービスについて

学びます。 

 

この章を終了すると、次のことが修得できます。 

 クラウド コンピューティングの特徴を理解します。 

 クラウド コンピューティングの一般的な運用方法を理解します。 
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この節では、インターネットを経由して様々なサービスを提供するクラウド コンピューティン

グの特徴を確認します。 

 

ここでは以下の項目を確認します。 

 クラウドとは 

 プライベート クラウド/パブリック クラウド/ハイブリッド クラウド 

 SaaS/PaaS/IaaS 

 組織で使用するサーバー群とクラウドの活用 

 Microsoft が提供するクラウド サービス 

 

 

Sam
ple



第 1 章 クラウド コンピューティングの概要  5 
 

 

 

クラウドとは 
クラウド コンピューティング (クラウドまたはクラウド サービス) とは、インターネットを

介してプロセッサ、ディスク、アプリケーションなどの機能 (リソース) を提供するものです。

利用者は提供される機能を利用したい分量だけ契約することができるので、組織でサーバーを

購入して運用する今までのケースと比べて、効率よくリソースを利用できるメリットがありま

す。 

今まで、私たちがサーバーを購入する場合、組織で必要とされるリソースを見極め、それに合

わせてプロセッサのパワーやディスクの容量などを決定し、サーバーを購入していました。組

織で必要とされるリソースは現在の必要な容量だけでなく、将来の需要を予測して、現在は必

要でなくても実際に利用する容量よりも多くの容量を用意していました。 

それに対してクラウドの場合は、リソースの利用を契約する際に、現在必要な要領だけを契約

すればよく、契約している容量以上にリソースが必要になった時には随時追加契約できるため、

コストを抑えてリソースを利用できます。 

一方、クラウド コンピューティングのサービスを提供する事業者 (クラウド事業者) は多くの

契約者が利用できるだけのリソースをデータセンターと呼ばれる施設に一括して持ち、契約者

に対して「部分貸し」するような運用を行っています。 
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プライベート クラウド/パブリック クラウド/ハイブリッド クラウド 
クラウド コンピューティングには、いくつかの分類方法がありますが、中でも代表的な分類方

法に、プライベート クラウド/パブリック クラウド/ハイブリッド クラウドという分類方法が

あります。 

プライベート クラウド 

プライベート クラウドとは、パブリック クラウドのテクノロジーを組織内のシステムに流用

したサービスで、クラウドで提供するリソースを組織内に持ち、主に組織内の利用者のために

リソースを提供します。パブリック クラウドで利用する仮想化技術や各部署に対して必要なリ

ソースをオンデマンドで貸し出す自動化などがプライベートクラウドでは活用されます。 

パブリック クラウド 

パブリック クラウドとは、クラウド事業者が不特定多数の利用者に向けてサービスを提供する

クラウドのサービスを指します。 

ハイブリッド クラウド 

パブリック クラウドとプライベート クラウドを組み合わせたもので、互いのクラウドで提供

するリソースを相互に利用できるようにするため、VPN によるネットワーク接続やファイルの

同期などが行われます。 
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SaaS/PaaS/IaaS 
クラウド コンピューティングのもうひとつの分類方法に、SaaS/PaaS/IaaS という分類方法があ

ります。 

SaaS 

SaaS は Software as a Service の略で、クラウドでソフトウェアを実行し、実行したソフトウェ

アを契約者に対して利用させるサービスの利用形態です。メールや会計ソフトなどが SaaS の

サービスとしてクラウドが提供されることがあります。 

PaaS 

PaaS は Platform as a Service の略で、データベースやアプリケーションの実行環境 (.NET 

Framework、Java EE など) をクラウドで提供するサービスの利用形態です。プログラム開発者

は実行環境を使って動作するアプリケーションを作成することで、簡単にアプリケーションを

インターネットに公開して運用することができます。 

IaaS 

IaaS は Infrastructure as a Service の略で、仮想マシンをクラウドで実行するための要素を提供

するサービスの利用形態です。プロセッサ、メモリ、ディスク、ネットワーク、そしてオペレー

ティング システムをクラウドから提供します。  
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組織で使用するサーバー群とクラウドの活用 
組織で運用する一般的な IT システムには、組織の業務に直接関わる業務系システムと、業務

プロセスに直接関わることのない情報系システムがあります。これまでの時代では、業務系シ

ステム/情報系システムともに、組織内にサーバーを用意しアプリケーションを実行して利用し

ていました。 

クラウド コンピューティング (パブリック クラウド) は多くの組織に利用してもらうことを

目的としているため、どの組織でも利用されるような、汎用的なシステムをクラウド経由で提

供します。実際、SaaS として提供されるクラウド サービスにはメールや社内ポータルなど、

情報系システムで実行するようなサービスが提供されていることが多くあります。そのため、

情報系システムは比較的、クラウドへ切り替えやすいシステムであるといえます。 

一方、特定の組織のために特別に作られたシステムで実行するような業務系システムは、特別

なアプリケーションを利用して実行しているため、同じアプリケーションがクラウドで提供さ

れることはありません。そのため、業務系システムは一部のシステムを除いて、SaaS に切り替

えて利用することが難しいとされています。もし、業務系システムをクラウドに切り替えて利

用するのであれば、PaaS や IaaS のサービスを利用してクラウド上に業務系システムをいちか

ら作り直すような方法を採ることがあります。 
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Microsoft が提供するクラウド サービス 
ソフトウェアをクラウド経由で提供する SaaS には、メールやスケジュール管理等のソフト

ウェアを提供する情報系サービス、財務・会計・CRM/SFA 等のソフトウェアを提供する業務

系サービス、そして特定業種で利用するソフトウェアを提供するサービスがあります。なかで

も、組織内のシステムから切り替えて利用しやすい情報系サービスには SaaS として様々な

サービスが提供されています。 

ここでは、情報系サービスとして提供される SaaS として Microsoft が提供する Office 365 と 

Microsoft Intune を例に具体的にどのようなサービスが提供されるかについて確認します。 

Office 365 

情報系に関わる様々なサービスを SaaS 型のクラウド サービスとして提供するもので、

Exchange Online、SharePoint Online、Skype for Business (旧 Lync Online)、Yammer など、複数の

サービスから構成されています。Exchange Online ではメールとスケジュール管理、SharePoint 

Online ではコンテンツ管理とポータル サイトのサービス、Skype for Business では Web 会議、

Yammer では社内 SNS のサービスをそれぞれ提供します。 
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Microsoft Intune 

ユーザーが所有するデバイスをクラウド経由で管理するサービスで、Windows PC のほか、iOS 

や Android などのモバイル デバイスを対象にデバイスの資産管理やアプリケーションの管理

など行います。 

Azure Active Directory 

Azure Active Directory (Azure AD) は Microsoft が提供するユーザー管理 (ID 管理) のサービス

で、Azure AD にサインインするだけで様々なクラウド サービスにアクセスできるような機能

を提供します。また、Office 365 と Microsoft Intune ではユーザー管理機能に Azure AD を利

用するため、Office 365 や Microsoft Intune の契約を行うと、自動的に Azure AD の契約も行

われ、Office 365 や Microsoft Intune の管理画面を通じて Azure AD のユーザー管理を行える

ようになります。 

 

その他 Microsoft では、業務系の SaaS 型クラウド サービスとして Dynamics CRM Online な

どを提供しています。 
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Microsoft が提供するクラウド サービス (その他) 
事前に作成したアプリケーションをクラウドから実行する PaaS や、クラウドから仮想マシン

を実行する IaaS のサービスはシステムの自由度が高く、情報系システムの運用はもちろん、

特殊なアプリケーションを実行する業務系システムでも、その活用が見込まれています。ただ

し、クラウド ベンダーによって提供するサービスの種類や利用方法が大きく異なるため、組織

の要件に合わせて利用するべきサービスを決定します。 

たとえば、Microsoft が提供する PaaS/IaaS のサービスには Microsoft Azure があります。

Microsoft Azure では Office 365 のように複数のサービスをまとめて提供しており、Web アプ

リケーションを実行するサービスである Web Apps のほか、アプリケーションの開発環境であ

る Visual Studio Online、アプリケーションのデータを格納する SQL DB やストレージ領域を提

供する Azure Storage など、アプリケーションを作成し、クラウドで実行するために必要なサー

ビスをまとめて提供しています。 

また、Web Apps を利用して提供することが難しいアプリケーションであれば、IaaS のサービ

スである Virtual Machine サービスを利用して Windows Server や Linux の仮想マシンを実行

し、その上でアプリケーションを実行することも可能です。 

Microsoft Azure では、Microsoft Azure の管理画面から Azure Active Directory の管理も行えるよ

うになっており、Office 365 や Microsoft Intune の管理画面からユーザーを作成する代わりに 

Microsoft Azure の管理画面からユーザーを作成することもできます。  
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この節では、クラウド サービスを利用するために必要な一般的な作業について確認します。 

 

ここでは以下の項目を確認します。 

 クラウドにおけるデータの保護と可用性 

 クラウド サービスへのサインアップ 

 WAN 通信の品質確保 
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クラウドにおけるデータの保護と可用性 
クラウド コンピューティングでは、クラウド事業者が運営するデータセンターにデータを保存

します。そのため、データセンターに保存されるデータが安全に扱われることは、私たちがサー

ビスを利用する上で重要な要素となります。 

クラウド事業者がサービスを提供する場合、一般的にデータの保護方法を定義し、その基準に

基づいて運用します。具体的な基準のひとつに可用性があります。データの保存場所であるデー

タセンターの可用性はサービス レベル アグリーメント (SLA) として定めています。たとえば 

Office 365 の場合、99.9% の可用性を契約条項に盛り込み、99.9% を下回った場合、実際の稼

働率に合わせて返金に応じるような運用を行っています。 

 

また、データの取り扱いについても重要な要素です。クラウド事業者が契約者から預かったデー

タを自由に参照できるようでは、情報漏えいにつながることになります。私たちがクラウド コ

ンピューティングを利用するときには、クラウド事業者によるデータの取り扱い方法について

も契約条項で確認し、組織で定めたセキュリティ ポリシーに抵触しないようなデータ保護の運

用方法を採用するサービスを利用するべきです。なお、Office 365 の場合、クラウド事業者か

らデータにアクセスすることはなく、法的な機関によるデータ開示要請を受けた場合には透明

性レポート Web サイトを通じてデータ開示要請を受けた数と開示した数を公開しています。 
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クラウド サービスへのサインアップ 
クラウド サービスを利用開始する場合、サインアップ操作を行い、契約を行います。なお、サ

インアップによって作成された、データセンター内の契約者が利用できる領域または契約自体

を「テナント」と言います。 

Microsoft のクラウド サービスの場合、Office 365 と Microsoft Intune で共通のアカウント (組

織アカウント) を利用してサインアップすることができます。そのため、Office 365 のサイン

アップ時に組織アカウントを作成した場合、Microsoft Intune のサインアップに既に作成した組

織アカウントを使って行うことができます。こうして、Office 365 と Microsoft Intune をサイン

アップすると、共有のアカウントを利用して Office 365 と Microsoft Intune にサインインでき

ます。 
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WAN 通信の品質確保 
クラウド コンピューティングはインターネットを介してサービスを利用するため、インター

ネットへ通信を行う際の品質はサービスを利用する上で、とても重要な要素となります。イン

ターネット接続を確保する場合、次の点に注意してください。 

インターネット接続のスピード 

インターネット サービス プロバイダー (ISP) との間で結ばれるインターネット接続の契約

では最高通信速度が必ず明記されます。組織内でのクラウド サービスの利用者数や利用頻度な

どを勘案し、契約すべきインターネット接続のスピードを決定してください。 

組織内で利用するサービス 

高速なインターネット接続が確保されていても、組織内で大量のパケットを送受信するような

アプリケーションを利用していれば、そのことが原因でクラウド サービス利用のパフォーマン

スは低下します。特に、本社と支社でファイルサーバーのやり取りを行うようなケースはパケッ

トを大量に送受信することになりますので、Windows Server 2012 R2 で提供する BranchCache 

機能を利用して、本社と支社でパケット通信が極力発生しないように構成してください。 
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問題 1 クラウド コンピューティングについて正しい記述を選択してください。 

A Windows Server 2012 R2 の BranchCache を利用して行われる通信 

B IaaS/PaaS/SaaS のうち、SaaS だけがクラウド コンピューティングにあたる 

C Office 365 や Microsoft Intune はクラウド コンピューティングに分類される 

D 不正アクセスの検知を行うために監視する機能 

問題 2 Office 365 や Microsoft Intune のサインアップ方法について正しい記述を選択してく

ださい。 

A Windows Server 2012 R2 を用意してサインアップを開始しなければならない 

B Office 365 と Microsoft Intune では同じユーザー アカウントを使ってサイン

アップおよび、その後の管理ができる 

C サインアップにあたり、クレジットカード番号の登録が必要である 

D 可用性のレベルを選択することができる 
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問題 3 次のサービスのうち、IaaS に当たるものを選択してください。 

A Office 365 による予定表管理機能 

B Microsoft Intune によるデバイス管理機能 

C Microsoft Azure による Web アプリケーション実行管理機能 

D Microsoft Azure による仮想マシンの実行機能 

問題 4 Azure Active Directory の特徴に関する正しい記述を選択してください。 

A Microsoft Azure の仮想マシンとして実行される 

B Office 365 または Microsoft Intune のユーザー管理を行うために Office 365 また

は Microsoft Intune とは別途契約しなければならない 

C Microsoft Azure から管理することができる 

D Windows Server にインストールされた Active Directory と同じ機能を提供する 

問題 5 組織内に設置されたサーバーとクラウドで提供される仮想マシンを連携させて実行す

るサービスの形態を選択してください。 

A プライベート クラウド 

B ハイブリッド クラウド 

C パブリック クラウド 

D サーバー クラウド 
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目的 
この章では、Microsoft の SaaS 型クラウド サービスである Office 365 と Microsoft Intune で

利用する ID 基盤である Azure Active Directory (Azure AD) について学びます。 

 

この章を終了すると、次のことが修得できます。 

 Azure Active Directory の特徴を理解します。 

 Azure Active Directory を利用した ID 管理方法を理解します。 
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この節では、Azure Active Directory の特徴を確認します。 

 

ここでは以下の項目を確認します。 

 Azure Active Directory とは 

 Azure AD の登録と管理 

 ドメインの登録 

 ID 管理モデル 
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Azure Active Directory とは 
Azure Active Directory ( (Azure AD) とは、Microsoft が提供するクラウドでユーザー管理を行う

サービスです。前の章でも解説したように、Office 365 や Microsoft Intune ではユーザー管理機

能に Azure AD を利用するため、Office 365 や Microsoft Intune のテナントを作成すると、自

動的に Azure AD のテナントが作成されます。たとえば、Office 365 の管理画面からユーザー

を作成した場合、画面上では Office 365 にユーザーを作成したように見えますが、Office 365 自

体はユーザー管理機能を持たず、Azure AD を利用するため、Office 365 の管理画面から作成し

たユーザーは、実際には Azure AD にユーザーが作成されます。 

Azure AD に作成されたユーザーは、Office 365 または Microsoft Intune のライセンスを割り当

てておくことで、それぞれのサービスを利用できるようになります。 

Azure AD のユーザーは Office 365 や Microsoft Intune の管理画面から作成できるほか、

Microsoft Azure の管理ポータル サイト (https://manage.windowsazure.com/) から Office 365 や 

Microsoft Intune で作成した Azure AD を登録して管理することができます。 
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Azure AD の登録と管理 
Azure AD のテナントは主に次の方法で作成することができます。 

Office 365/Microsoft Intune テナント作成時に Azure AD テナントを作成 

Office 365 または Microsoft Intune の契約を行い、テナントを作成するタイミングで、Azure AD 

のテナントも作成されます。ですので、Office 365 のテナントを既に取得している組織が新し

く Microsoft Intune のテナントを作成する場合、Office 365 を取得したときに一緒に作成した 

Azure AD の管理者の資格情報を指定することで、Office 365 で使用している Azure AD テナン

トと同じテナントを使用して Microsoft Intune を利用開始できます。 

Microsoft Azure から Azure AD テナントを作成 

Microsoft Azure のテナントを所有している場合、Microsoft Azure の管理ポータル サイト 

(https://maange.windowsazure.com/) から新しく Azure AD のテナントを作成できます。この方法

で Azure AD テナントを作成した場合、作成したテナントの管理者の資格情報を使用して、

Office 365 や Microsoft Intune のテナントを作成することで、既存の Azure AD テナントと 

Office 365 や Microsoft Intune を関連付けて利用することができます。 
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ドメインの登録 
Azure AD に登録するユーザーは「ユーザー名@ドメイン名」の形式で登録されるため、ドメイ

ン名を明示的に指定する必要があります。Azure AD のテナントを作成すると、既定で <契約

時に指定した名前>.onmicrosoft.com のドメイン名が利用できます。もし、組織で所有するドメ

イン名を Azure AD のユーザー名として利用する場合、管理者は事前に組織で利用するドメイ

ン名を登録することができます。 

組織で使用するドメイン名を登録する場合、Microsoft Azure/Office 365/Microsoft Intune いずれ

かの管理画面からドメイン名を入力して登録します。ドメインを登録すると、登録したドメイ

ン名を所有していることを確認するため、TXT レコードまたは MX レコードを DNS サー

バーに登録するよう促されます。レコードが登録されたことを Azure AD が確認できると、登

録したドメイン名を利用開始できます。 

 

Sam
ple



26  第 2 章 Office 365/Microsoft Intune を支える ID 基盤 
 

 

ID 管理モデル 
Azure AD で利用するユーザーは 3 つの方法で登録・運用することができます。 

クラウド ID 

Azure AD に直接ユーザーやグループを登録する、最もシンプルなモデルです。管理画面から直

接ユーザーやグループを作成して管理します。 

同期 ID 

組織内に設置された Active Directory に登録されたユーザーを Azure AD に同期することで 

Azure AD にユーザーやグループを登録し、管理する方法です。Active Directory に登録された

ユーザー名とパスワードがそのまま Azure AD でも利用できるため、ユーザーは単一の ID 情

報で組織内の Active Directory と Azure AD の両方にサインインできます。 

フェデレーション ID 

フェデレーション ID は同期 ID モデルを発展させたモデルで、組織内に設置された Active 

Directory にサインインすることで、自動的に Azure AD にもアクセスできるようになります。

Active Directory に一度サインインするだけで、Azure AD にもアクセスできるようになるよう

な操作をシングル サインオン (SSO) と呼びます。 
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この節では、Azure Active Directory を利用した ID 管理の方法について確認します。 

 

ここでは以下の項目を確認します。 

 ユーザー/グループの作成と管理 

 ディレクトリ同期の構成 

 フェデレーション構成 
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ユーザー/グループの作成と管理 
クラウド ID モデルを使用して、Azure AD に直接ユーザーやグループを作成する場合、Office 

365 の管理者用ポータルサイトである Office 365 管理センター (https://portal.office.com) や 

Microsoft Intune のアカウント管理者用ポータル サイトである Microsoft Intune アカウント管

理ポータル (https://manage.microsoft.com) などから作成することができます。 

ユーザーの作成 

ユーザーはサインインする人物ごとに必要で、サインインするユーザー名 (ユーザー名@ドメ

イン名)、パスワード、表示上の名前をそれぞれ設定して作成します。その他、姓、名、部署な

どの個人情報やユーザーに割り当てるライセンス種類、管理者権限 (ユーザーの役割) などを

設定することができます。 

パスワードの有効期間 

パスワードは既定で 90 日ごとに変更するよう、設定されています。組織のセキュリティポリ

シーに合わせてパスワードを定期的に変更する場合、Office 365 管理センターから有効期間を

設定することができます。有効期間の設定は無期限にすることで、パスワードを定期的に変更

することなく、同じパスワードを使い続けるように構成することも可能です。 
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ライセンスの割り当て 

Office 365 や Microsoft Intune のユーザー管理機能に Azure AD を使いますが、Azure AD に

ユーザーを作成したからと言って、Office 365 や Microsoft Intune を利用開始できるわけではあ

りません。Office 365 や Microsoft Intune を利用するためにはユーザーにライセンスを割り当て

る必要があります。サービスを利用するためのライセンスはあらかじめ必要なユーザー数分だ

け購入しておき、購入したライセンスを必要に応じてユーザーに割り当てることで、ライセン

スを割り当てられたユーザーはサービスを利用できるようになります。 

ユーザーの役割 

ユーザーの役割とは、Office 365 や Microsoft Intune などのサービスに対する管理者権限のこと

を指します。Office 365 または Microsoft Intune に対する管理者権限は、それぞれの管理画面の

中で設定することができます。 

CSV ファイルによるユーザーの作成 

CSV ファイルにユーザー情報をあらかじめ入力し、Azure AD に読み込ませることで、まとめ

てユーザーを作成することができます。CSV ファイルのテンプレートが Office 365 管理セン

ターや Microsoft Intune アカウント管理ポータルからダウンロードできるため、テンプレート 

ファイルをもとに組織で作成するユーザーの情報を追加すると、簡単にユーザー作成に必要な 

CSV ファイルが作成できます。 

Windows PowerShell によるユーザーの作成 

Microsoft が提供する Windows PowerShell 用 Microsoft Azure Active Directory モジュールを利

用すると、コマンドでユーザーを作成することができます。コマンドによるユーザー作成は、

複数のユーザーをまとめて作成したり、パスワードや各種属性などをまとめて変更したりする

ときに有効です。 

モジュールは Microsoft の Web サイトからダウンロードでき、インターネットに接続可能な

コンピューターにインストールして利用します。モジュールのインストールには、Microsoft 

Online Services サインイン アシスタントまたはディレクトリ同期ツールが事前にインストー

ルされていることが必要です。また、Microsoft Online Services サインイン アシスタントについ

ては複数のバージョンが提供されており、古いバージョンがインストールされていると、モ

ジュールや Lync などの一部サービスが動作しない場合があるため、適切なバージョンを利用

してください。 
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グループの作成 

Azure AD ではユーザーだけでなく、ユーザーを組織化したグループを作成することもできます。

Azure AD で作成されたグループは Office 365 では SharePoint Online のアクセス許可割り当

て、Microsoft Intune ではポリシー割り当ての単位として利用することがあります。そのため、

どのようなアクセス許可やポリシー割り当てを行うかに合わせてグループを作成し、メンバー

を追加してください。 

 

  Sam
ple



第 2 章 Office 365/Microsoft Intune を支える ID 基盤  31 
 

 

 

ディレクトリ同期の構成 
社内設置の Active Directory ドメイン コントローラーと Azure AD の間で同期を実行するこ

とで、Azure AD にユーザーとグループが作成されます。同期 ID は Microsoft から提供される

ディレクトリ同期ツールを社内設置のサーバーにインストールして同期を実行します。ディレ

クトリ同期を行う社内設置のサーバーは同期対象となる Active Directory ドメインに参加して

いることが前提です。 

ディレクトリ同期では、Active Directory に保存されているユーザー プリンシパル名 (ユーザー

名@ドメイン名の形式) を Azure AD に同期し、Azure AD にユーザーを作成します。このとき、

Active Directory のドメイン名として、事前に Azure AD に登録されたドメイン名と同じであれ

ば、Active Directory のユーザー プリンシパル名 (UPN) をそのまま同期します。しかし、Active 

Directory で contoso.local のようにインターネットで利用しないようなドメイン名を設定して

いる場合、そのままの UPN を同期しても Azure AD のユーザーとして登録することができず、

ドメイン名部分は *.onmicrosoft.com に変換されてしまいます。そのため、社内設置の Active 

Directory ドメイン コントローラーから [Active Directory ドメインと信頼関係] 管理ツールを

利用してインターネットで使用している組織のドメイン名を設定し、[Active Directory ユーザー

とコンピューター] 管理ツールから UPN のドメイン名部分が組織のドメイン名となるように

事前に設定しておきます。 
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また、ディレクトリ同期ツールを利用するときは、事前に Office 365 管理センターまたは 

Microsoft Intune アカウント管理ポータルからディレクトリ同期をアクティブ化する設定を行

う必要があります。ディレクトリ同期のアクティブ化は [ユーザー] - [アクティブなユーザー] 

メニューから [Active Directory 同期] 欄より [セットアップ] をクリックしてアクティブ化し

ます。アクティブ化が完了すると [Active Directory 同期] 欄は [セットアップ] リンクから [非

アクティブ化] リンクに変わるため、アクティブ化設定されていることが確認できます。 

アクティブ化とディレクトリ同期ツールのインストールの両方が完了すると、3 時間に一度の

割合で同期が始まります。同期は Active Directory ユーザーの作成や変更に応じてリアルタイ

ムに行われるわけではないので、Active Directory ユーザーが作成されてから Azure AD に同期

されるまで最大で 3 時間の待ち時間があることに注意してください。 

即時に同期を行う場合は、Start-OnlineCoexistenceSync PowerShell コマンドレットを実行し、手

動で同期をします。  
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フェデレーション構成 
フェデレーション ID を利用したサインインでは、ディレクトリ ID と同じく、Active Directory 

と Azure AD で ID 同期させ、同じ ID 情報を持つように構成します。しかし、フェデレーショ

ン ID では Active Directory に一度サインインするだけで、Active Directory フェデレーション 

サービス (AD FS) サーバーが Office 365 にアクセスするためのトークンと呼ばれる情報を発

行し、Office 365 (Azure AD) に提示することで、Azure AD へのサインインを省略できます。そ

のため、ディレクトリ ID とは異なり、1 回のサインインで、Active Directory と Azure AD の

両方にアクセスできるようになります。 

 

なお、AD FS サーバーで発行されるトークンは AD FS サーバーと同じネットワークにいるク

ライアント コンピューターを前提としており、次のようなケースでは AD FS サーバーは直接

クライアントにトークンを発行することはできません。 

 

・ クライアント コンピューターが社外からトークンの発行要求を行う場合 

・ Outlook クライアントを利用して Exchange Online に接続する場合 

・ モバイル デバイスから Office 365 に接続する場合 

 

これらのケースではトークンの発行要求を AD FS サーバーの代わりに受け取る役割となる

サーバーとして「Web アプリケーション プロキシ」を別途実装します。  
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問題 1 Azure AD にドメインを登録する際、DNS サーバーに登録する必要があるレコードの

種類を選択してください。 

A CNAME レコード 

B A レコード 

C TXT レコード 

D NS レコード 

問題 2 フェデレーション ID を利用してシングルサインオンを行う際、Azure AD がクライア

ント コンピューターから受け取る情報として、正しいものを選択してください。 

A トークン 

B クレーム 

C ディレクトリ同期ツールの同期内容 

D ユーザー名とパスワード 
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問題 3 Azure AD の特徴に関する説明として、正しい記述を選択してください。 

A Office 365 と Microsoft Intune で同じユーザーでサインインし、サービスを利用

できる 

B Office 365 のサービスに含まれ、作成されたユーザーは Office 365 の中だけで利

用できる 

C Microsoft Azure のライセンスを保有していることが前提である 

D Office 365 と Azure AD は別々のライセンス契約を行わなければならない 

問題 4 ディレクトリ同期ツールによる同期はどの程度の間隔で実行されますか。 

A ユーザー作成後、すぐに同期は開始される 

B 3 時間ごとに同期は開始される 

C 1 日に 1 回、同期は開始される 

D ディレクトリ同期ツールのインストール完了後に 1 度だけ同期が行われる 

問題 5 PowerShell から Azure AD のユーザーを作成する際、前提条件としてインストールし

ておく必要のあるツールを選択してください。 

A Active Directory フェデレーション サービス 

B Microsoft Online Services サインイン アシスタント 

C Office 365 ProPlus 

D Windows Server 2012 R2 
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目的 
この章では、SaaS 型クラウド サービスのうち、Office 365 について、サービス概要と Office 

365 全体の初期構成を行う上で必要な設定について学びます。 

 

この章を終了すると、次のことが修得できます。 

 Office 365 の実装方法を理解します。 

 Office 365 実装後の運用に必要な要素を理解します。 
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この節では、Office 365 の実装方法を確認します。 

 

ここでは以下の項目を確認します。 

 Office 365 のライセンス体系 

 サービス利用に必要なドメインと DNS の構成 

 ユーザーへのライセンス割り当て 

 管理権限の種類 

 管理権限の割り当て 

 

 

Sam
ple



第 3 章 Office 365 の実装  41 
 

 

 

Office 365 のライセンス体系 
Office 365 は、第 2 章で学習した Azure AD で管理されるユーザーを単位として、メールサー

ビスである Exchange Online、ポータルサイトのサービスである SharePoint Online、オンライン

会議サービスである Skype for Business (旧 Lync Online) を中心としたサービスを提供する 

SaaS 型サービスです。しかし、Office 365 には複数のライセンス体系が用意されており、どの

ライセンスを購入するかによって、Office 365 の中で利用できるサービスが異なります。 

Office 365 のライセンスは、中小規模の組織向けに適切な Business ファミリーと、すべての規

模の組織向けに適切な Enterprise ファミリーのライセンス体系に分かれ、それぞれのライセン

ス体系の中で複数のライセンスがあります。組織では、ひとつのテナントで 1 つまたは複数の

種類のライセンスを購入することで、Office 365 のサービスを利用できるようになります。 

 

プラン別機能比較一覧 

https://www.microsoft.com/ja-jp/office/365/plan.aspx 
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サービス利用に必要なドメインと DNS の構成 
第 2 章で、Office 365 のユーザー管理サービスである Azure AD に登録するユーザーは「ユー

ザー名@ドメイン名」の形式で登録されることを解説しました。そして、ドメイン名には Office 

365 の契約時 (Azure AD ドメイン作成時) に作成される既定のドメイン名 (<契約時に指定し

た名前>.onmicrosoft.com)、もしくは組織のドメイン名が利用できることを解説しました。 

このように、2 つ以上のドメインがテナントで利用可能な場合、Office 365 で提供するサービ

ス (Exchange Online、Skype for Business) でそれぞれ利用するドメインを選択することができま

す。サービスごとに利用するドメインの選択は Office 365 のドメイン登録と確認が完了したの

ちに Office 365 管理センターの [ドメイン] メニューから設定することができます。 

サービスが利用するドメインとして、組織のドメイン名を選択した場合、組織のドメインの 

DNS サーバーに Office 365 から指示されるレコードを登録する必要があります。 
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ユーザーへのライセンス割り当て 
Office 365 管理センター画面等で作成したユーザーは Office 365 のライセンスを割り当てて

初めて Office 365 の各サービスを利用開始できます。 

ブラウザー画面から手動でユーザーを作成する場合、ユーザー作成と同時にライセンスの割り

当てを行うことができます。一方、ディレクトリ同期ツールを利用してユーザーを作成した場

合、ユーザー作成後にライセンスを割り当てます。 

ライセンスの割り当ては Office 365 で提供するサービス全部または一部を割り当てることが

できます。そのため、Office 365 のライセンスのうち、Exchange Online のライセンスだけを割

り当てるような運用が可能です。 
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管理権限の種類 
Office 365 の管理者権限である [ユーザーの役割] には次のものがあります。 

全体管理者 (Company Administrator) 

サービス全体の管理ができる役割で、この役割が割り当てられたユーザーはサービスに関する、

すべての作業を行えます。 

限定的な管理者 (Limited Admin Role) 

限定的な管理者は一部の管理作業だけを実行許可する役割で、限定的な管理者には複数の役割

があり、ひとつまたは複数の役割をユーザーに割り当てることができます。 

限定的な管理者から割り当て可能な役割には次のものがあります。 
役割名 説明 
課金管理者 
(Billing Administrator) 

ライセンスに関わる管理を行います。 

サービス管理者 
(Service Support Administrator) 

サービスの状態監視とサービス リクエストに関

わる管理を行います。 
パスワード管理者 
(Helpdesk Administrator) 

Service Support Administrator の役割で行えること

に加えて、ユーザーのパスワード管理が行います。 
ユーザー管理の管理者 
(User Account Administrator) 

Azure AD に登録されるユーザーとグループの管

理を行います。 
その他、Exchange Online、SharePoint Online、Skype for Business の管理だけが行える管理者の役

割も用意されています。  
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管理権限の割り当て 
Office 365 の管理権限は、ユーザーの編集画面から設定可能な [ユーザーの役割] を構成するこ

とで割り当てることができます。管理権限を割り当てる際、ユーザーの連絡用電子メール アド

レスを登録しておくことで、Office 365 で不測の事態があったときに迅速に通知することがで

きます。ただし、Office 365 の不測の事態には Exchange Online が利用できないケースが含ま

れるため、Exchange Online で利用しているメール アドレスではないメール アドレスを登録す

ることが推奨されます。 

 

管理権限を割り当てられたユーザーは、Office 365 管理センター  

(https://portal.office.com/admin/default.aspx) の Web ページに次回サインインしたときから管理

者としての作業が行えるようになります。 
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この節では、Office 365 実装後の運用について確認します。 

 

ここでは以下の項目を確認します。 

 サービス正常性の確認 

 Office 365 ProPlus の導入 
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サービス正常性の確認 
Office 365 が提供する各サービスが正常に動作していることを確認するための画面として 

Office 365 管理センターの [サービス正常性] ページがあります。サービス正常性ページでは、

現在または過去のサービス稼働状況を確認できるため、たとえば Office 365 に接続できないト

ラブルがある場合、その原因が自社にあるのか、または Office 365 にあるのかを判断する材料

として活用できます。 

一方、メンテナンス作業等によって、将来サービスが一時的に利用できなくなる場合、Office 365 

管理センターの [計画済みメンテナンス] ページからその内容を確認できます。 

管理者は、サービス正常と計画済みメンテナンスの各ページを定期的に参照し、Office 365 へ

の接続性を確認しておくとよいでしょう。 
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Office 365 ProPlus の導入 
Office 365 では、契約するライセンス種類によりますが、Word、Excel、PowerPoint、OneNote、

Access、Publisher、Skype for Business、InfoPath、OneDrive for Business の各アプリケーションが

含まれる、Office 365 ProPlus をユーザーあたり 5 台の PC、5 台のスマートフォン、5 台のタ

ブレットに対して、インストールし、利用することができます。 

Windows PC に対する  Office 365 ProPlus のインストールは  [Office 365 の設定 ] 画面 

(https://portal.office.com/) からセットアップ プログラムをダウンロードしながらインストール

する、ストリーミング型のインストール方法で行います。 

一方、モバイル デバイスで Office 365 ProPlus を利用する場合、モバイル デバイスのアプリ

ケーション ストア (AppStore や Play ストアなど) よりアプリをダウンロードし、初回実行時

に Office 365 のライセンスを持つユーザーでサインインすることで、利用開始できます。 
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問題 1 ユーザーとしての作業のほか、ライセンスの管理を行うことができる Office 365 の役

割を選択してください。 

A ライセンス管理者 

B 課金管理者 

C パスワード管理者 

D ユーザー管理の管理者 

問題 2 Office 365 のデータセンターで過去に発生したトラブルを管理者が把握する際に利用

可能な Office 365 管理センターのメニューを選択してください。 

A Microsoft Web サイト 

B サービス正常性 

C 計画済みメンテナンス 

D サービス リクエスト 
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問題 3 Skype for Business を含む Office 365 ProPlus がライセンスに含まれる Office 365 の

ライセンスを選択してください。 

A Office 365 E1 

B Office 365 E3 

C Office 365 Business Essential 

D Office 365 Business Premium 

問題 4 組織のドメイン名を使用して、利用可能な Office 365 のサービスを 2 つ選択してくだ

さい。 

A Exchange Online 

B SharePoint Online 

C Skype for Business 

D Yammer 

問題 5 ディレクトリ同期ツールを利用して作成されるユーザーに対するライセンス割り当て

の方法として、適切な方法を選択してください。 

A ディレクトリ同期と同時に、ライセンス割り当てが実行されるため設定は不要 

B ディレクトリ同期が完了したのち、Office 365 管理ポータルよりライセンス割り

当てを実行する 

C ディレクトリ同期が完了したのち、Office 365 管理センター画面から CSV ファ

イルをアップロードしてライセンス割り当てを行う 

D ユーザーが初めて Office 365 にサインインするタイミングで割り当てを行う 
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