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FAQ

仮想環境に Windows 8 や Windows 7 をインストールしてサービス提供することは可能ですか?Q.
A. いいえ。SPLA では、クライアント OS 環境のホスティング利用はできません。ホスティングで提供可能な仮想デスクトップ環境のシナリオは以下の 2 つとなります。

1. Windows Server をデスクトップ用 OS として利用し、ターミナル サービスで仮想デスクトップ環境を提供
• ライセンス プログラム: SPLA
• 必要となるライセンス: Windows Server プロセッサ ライセンス ＋ Remote Desktop Service SAL

2. エンド ユーザー所有の Windows VDA をハウジングする形で、専用ホスティング環境にて仮想デスクトップ環境を提供　
 サーバーは物理的にエンド ユーザー専用である必要があります。

• ライセンス プログラム: ボリュームライセンス＋SPLA
• 必要となるライセンス: Windows SA または Windows VDA (ボリュームライセンス)、Windows Server プロセッサ ライセンス (SPLA)

SPLA 利用時のヒント

他のボリューム ライセンスと SPLA ライセンスを混在して利用することは可能ですか?Q.
A. はい。混在での利用は可能です。ただし、サーバーは物理的にも仮想的にもボリューム ライセンス所有のユーザー専用で提供する必要があります(ソフトウェア 

アシュアランスによるライセンス モビリティの場合は、共有ハードウェア環境での提供が可能です)。 また、同一サーバーに対するアクセス ライセンスを SAL
(SPLA) と CAL (ボリューム ライセンス)で混在利用することはできません。RDS CAL は Windows Server と同一ファミリーのため、SPLA にて提供される必要
があります。

SPLA では特定のバージョンの製品しか使用できないのですか?Q.
A. いいえ。SPLA ではバージョンの指定はありません。サービス プロバイダーのサービスに合わせて最新バージョンから旧バージョンまでご利用いただけます。

データのバックアップを目的としたサーバーに対するライセンスの報告は必要ですか?Q.
A. サービスの一環としてデータを該当サーバーに保存している場合、ライセンス報告の対象となります。

SPLA を締結しているサービス プロバイダーは、そのサービスを自社内で利用することができますか?Q.
A. SPLA は顧客 (エンド ユーザー) 向けに提供するサービス専用のライセンスですが、以下の条件をすべて満たす場合に限り、サービス プロバイダーは本製品を自社 

(MBSA で定義されている関連会社を含む) の内部で使用できます。

1. かかる内部使用について月次使用報告において報告し、支払を行うこと
2. かかる内部使用が、各月において貴社のエンド ユーザーによる当該本製品の総使用量の 50% 未満 (各本製品別に計算) であること。

3. SPLA で当該本製品の内部使用を制限していないこと。

※ 内部使用の定義は、ソフトウェア サービスとして外向けに提供されているサーバーのみならず、インターナル向けに独立しているサーバーであっても適用です。

値上げや値下げなど、価格の変更はいつあるのでしょうか?Q.
A. 貴社のリセラー (SPLA 流通会社) に請求する製品の価格を引き下げる場合は、随時値下げを行います。値上げを行う場合は年 1 回、毎年 1 月のみ行います。

ただし、為替レートの変動による値上げ/値下げを適宜行う場合があります。

エンド ユーザーが保有する Office 365 ProPlus を持ち込むことはできますか?Q.
A. はい、Shared Computer Activation (SCA) という Office 365 ProPlus ユーザーが同一ハードウェアを共有できる機能を使用し、以下の環境で動かすことができます。

※ 認定クラウドパートナーはこちらからご確認ください。
 http://download.microsoft.com/download/6/F/D/6FDCFCD3-6E8C-4DA0-B7FD-D3D83B5E6ACB/Authorized%20SCA%20Partner%20List.pdf

1. Microsoft Azure 2. エンド ユーザーの
オンプレミスの専有環境

3. サービス プロバイダーの
専有ホスティング環境

4. 認定クラウド パートナーの
共有環境

製品に関するお問い合わせは、次のインフォメーションをご利用ください。

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

ご購入に関するお問い合わせは、マイクロソフト認定パートナーへ。

●記載されている、会社名、製品名、ロゴ等は、各社の登録商標または商標です。 ●製品の仕様は、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

■ マイクロソフト認定パートナー http://www.microsoft.com/ja-jp/partner/

■ インターネット ホームページ http://www.microsoft.com/ja-jp/
■ マイクロソフト カスタマー インフォメーションセンター 0120-41-6755 （9:00～17:30  土日祝日、弊社指定休業日を除きます） 

■ マイクロソフト ボリューム ライセンス コールセンター 0120-737-565 （9:00～17:30  土日祝日、弊社指定休業日を除きます） 

「SPLA」に関する最新情報は、http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/licensing-options/spla-program.aspx をご覧ください。



SPLA の主な特長

SPLA (スプラ) とは
SPLA は、Web ホスティング、ホスティング アプリケーション、メッセージング、コラボレーション、プラットフォーム インフラストラクチャなど、ホスティング型の
ソフトウェアやサービスをエンド ユーザーに提供する企業向けのライセンス プログラムです。
サービス プロバイダーが、マイクロソフトのソフトウェアをホスティング型サービスでエンド ユーザーに提供する場合、SPLA の契約が必要になります。
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✔ カスタマイズされたサービスの提供
ニーズに合わせてカスタマイズした IT サービスを提供できます。
また、エンド ユーザーに代わってサービスやマイクロソフト製品の使用権を管理できます。 

✔ 初期費用なしの月額払い
前月にエンド ユーザーに提供したライセンス使用量に応じた料金のみを支払います。
初期コストは不要で、月額の基本料や長期のコミットメントはありません。

✔ 最新バージョン製品の提供
マイクロソフト ボリューム ライセンス サービス センター (VLSC) から無償で最新製品をダウンロードできます。

✔ 旧バージョンの使用権
製品の旧バージョンを使用することができます。

✔ ライセンス製品の評価とテスト
最大 90 日間、サービス プロバイダー内部でテストおよび評価できます。

✔ データ センター アウトソーシング
マイクロソフト製品の管理や運用は外部企業に委託できます。
委託された企業はデータ センターの管理、テスト、保守などを実行できます。

✔ エンド ユーザー施設でのインストール
サービス プロバイダーが日常的に管理、制御しているサーバーにマイクロソフト製品をインストールし、
エンド ユーザーの施設内に設置できます。

SPLA の利用に
適したビジネス 
モデル例

通常のボリューム ライセンス (VL) では
第三者のエンド ユーザーにホスティングや ASP などのサービスと
して、マイクロソフトのソフトウェアを提供できません。

SPLA なら
第三者のエンド ユーザーにホスティングや ASP などのサービスと
して、マイクロソフトのソフトウェアを提供できます。

エンド ユーザーエンド ユーザー サービス プロバイダーサービス プロバイダー

SPLA で購入したソフトウェア通常の VL で購入したソフトウェア
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コア ライセンス (Core L)

サブスクライバー アクセス ライセンス (SAL)

Cloud Platform Suite

SPLA の利用シナリオ

サービス プロバイダーが
企業からのアウトソーシングでサービスを提供

外部へ運用管理をアウトソーシングしてサービスを提供

ソフトウェア サービス リセラーを通じたソフトウェア サービスの提供

データ センター事業者/Microsoft Azure を利用した
ソフトウェア サービスの提供
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Services Provider License Agreement (SPLA) の概要

SPLA とボリューム ライセンスの主な違い (Windows Server 2016 の場合)
SPLA とボリューム ライセンスの主な違いを Windows Server 2016 の例で簡単にご紹介します。

ライセンス購入形態 • コア ライセンス 
(物理サーバーごとに最低 16 コアを購入、
物理プロセッサごとに最低 8 コア購入)

• CAL (ユーザーまたはデバイス単位で購入)

その他製品のライセンス購入形態 
(Remote Desktop などの利用)

CAL (ユーザーまたはデバイス単位で購入)

Windows Server 2016 を
サービス プロバイダー経由で利用

×

Windows Server 2016 の
社内利用

●

社員や関連会社の外部からの利用 ● (エクスターナル コネクタライセンス、
または CAL で利用可能)

複数サーバーへの第三者のアクセス ● (エクスターナル コネクタライセンス、
または CAL で利用可能)

SPLA と他のボリューム ライセンスとの違い 

SPLA ボリューム ライセンス 他のボリューム ライセンス (Enterprise Agreement、MPSA、Open プログラム)SPLA

• コア ライセンス 
(物理プロセッサごとに最低 8 コアを購入)

• CAL は不要

SAL (サブスクライバー アクセス ライセンス)
※ ユーザー単位で購入

●

●

● (コア ライセンスをサービス プロバイダー
と契約する必要あり)

●

ライセンス料金の支払方法 契約形態によって一括、または 1 ～ 3 年単位1 か月ごとの月額従量制 (非永続的)

バージョンアップへの対応 SA (ソフトウェア アシュアランス) の購入により、
最新バージョンにアップグレード可能

常に最新のバージョンの利用が可能

プ
ロ
グ
ラ
ム
使
用
の
シ
ナ
リ
オ

ビ
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ネ
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ケ
ー
ス

エクスターナル コネクタ ライセンスソフトウェア アシュアランスによる
ライセンス モビリティ

顧客へのソフトウェア サービスの
提供

クライアント アクセス ライセンス (CAL) 
の代替案で、人数制限なしに外部
ユーザーが特定のマイクロソフト サー
バー製品にアクセスできるようにする
権利が供与されます。

● 外部ユーザーとは、次のどちらの
条件にも当てはまらないユーザー
を指します。(i) 顧客または顧客の
関連会社の従業員 (ii) 顧客また
は顧客の関連会社のオンサイトの
契約社員または代理店。

● ライセンス取得者は、顧客の業務
支援を単体で行うソフトウェア ア
プリケーションへのアクセスを提供
することが目的の場合や、ソフト
ウェア アプリケーションにアクセス
すること自体が目的である場合に
は、エクスターナル コネクタ ライセ
ンスを使用することはできません。

 ＜例外＞

セルフ ホスト アプリケーションの場
合、エクスターナル コネクタ ライセ
ンスが使用できます。

顧客 (エンド ユーザー) のソフトウェア 
アシュアランス (SA) 特典の一つです。

● 顧客 (エンド ユーザー) がボリューム 
ライセンス契約の元で購入した
特定のサーバー アプリケーションを
認定モビリティ パートナー (サービス 
プロバイダー) のデータ センター内
に導入することができます。

● 認定モビリティ パートナー (サービス 
プロバイダー) のデータ センター内
に導入するマイクロソフト製品の
ライセンス取得者は顧客 (エンド 
ユーザー) です。顧客 (エンド ユー
ザー) は SA を含む有効なクライア
ント アクセス ライセンス (CAL) を
保持している必要があります。認
定モビリティ パートナー (サービス 
プロバイダー) はオペレーティング 
システムを提供します。

● SPLA パートナー (サービス プロバイ
ダー) が認定モビリティ パートナー
になるためには、ライセンス モビリ
ティ追加契約を締結する必要があ
ります。

自社の専有情報の作成やアクセスな
ど、自社業務を行うことを目的にマイ
クロソフト製品を使用します。

● これらの契約では、サブスクリプ
ション ベースの契約を除き、永続
的なライセンスが供与されます。

インターネットまたはプライベート ネット
ワークに接続されたサーバーを通して、
顧客にソフトウェア サービスを提供し
ます。マイクロソフトの製品は、次の
ようなサービスを提供する際に使用さ
れます。

● ウェブ ホスティング

● アプリケーション ホスティング

● メッセージング サービス 
(電子メール サービスなど)

● データ ホスティングなど

【ケース 1】
EA によりライセンスを取得したマイクロ
ソフト製品を通じて、顧客はオンライン 
ストアで商品の購入が可能になる。

【ケース 2】
会社 A はビジネス プロジェクトを共
同で進めるため、会社 B に対して 
Project Server へのアクセスを許可
している。

【ケース 1】
EA の顧客である会社 A が Exchange 
Server を使用する LOB アプリケー
ションをサービス プロバイダーのデータ 
センターに移動させる。会社 A は 
Exchange Server の VL インスタンス
をライセンス モビリティによりサービス 
プロバイダーのホスティング環境に
導入する。LOB アプリケーションは、
会社 A 専用のインスタンスの共有
サーバーにホストされる。サービス プロ
バイダーは SPLA を通じて Windows 
Server のアクセスを提供する。

【ケース 1】
会社 A は、従業員に使用させる目的
で Windows Server 製品を取得し
ている。

【ケース 1】
会社 A は顧客 (会社 B) の Web サイト 
コンテンツの格納と表示を行うために、
Microsoft SQL Server と Windows 
Server を使用している。

【ケース 2】
会社 C は、SQL Server データベース
を使用する Windows Server で実
行される LOB アプリケーションを提
供している。このアプリケーションを、
ソフトウェア サービスとして会社 B の
顧客に提供している。

企業内での利用 (ライセンス所有者＝ ライセンス利用者)

エンド ユーザー
エンド ユーザー

エンド ユーザー

エンド ユーザー 外部ユーザー

ライセンス取得者: エンド ユーザー (A 社)
 Exchange Server (VL)

ライセンス取得者: サービス プロバイダー 
 Windows Server (SPLA)

ライセンス取得者 = エンド ユーザーライセンス取得者 = エンド ユーザーライセンス取得者 = サービス プロバイダー

詳細は P.22 を参照

SPLA の発注における留意点
● 毎月、当月使用分を翌月の 10 日までに流通会社を通じてご発注が必要となります。

● 1 ユーザーあたり 10 万円/月を超える発注の場合は、エンド ユーザー ID の取得および
本 ID に基づく発注が必要となります。

● ご契約から 6 か月経過以降は、継続発注の規定があります。詳しくは貴社のリセラー 
(SPLA 流通会社) にご確認ください。

Windows Server OS Server ライセンスの
発注が不足、未発注

• OEM ライセンスで取得し、SPLA による 
Server ライセンスが必要ないと認識している
ケース

• 仮想環境下のライセンス体系を認識して
おらず、誤発注となっているケース

SPLA の誤発注例

さらに詳細な SPLA とボリューム ライセンスの違いについては次のページを参照してください。

Nano Server の利用 SA が必要●
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Services Provider License Agreement (SPLA) の概要

SPLA とボリューム ライセンスの主な違い (Windows Server 2016 の場合)
SPLA とボリューム ライセンスの主な違いを Windows Server 2016 の例で簡単にご紹介します。

ライセンス購入形態 • コア ライセンス 
(物理サーバーごとに最低 16 コアを購入、
物理プロセッサごとに最低 8 コア購入)

• CAL (ユーザーまたはデバイス単位で購入)

その他製品のライセンス購入形態 
(Remote Desktop などの利用)

CAL (ユーザーまたはデバイス単位で購入)

Windows Server 2016 を
サービス プロバイダー経由で利用

×

Windows Server 2016 の
社内利用

●

社員や関連会社の外部からの利用 ● (エクスターナル コネクタライセンス、
または CAL で利用可能)

複数サーバーへの第三者のアクセス ● (エクスターナル コネクタライセンス、
または CAL で利用可能)

SPLA と他のボリューム ライセンスとの違い 

SPLA ボリューム ライセンス 他のボリューム ライセンス (Enterprise Agreement、MPSA、Open プログラム)SPLA

• コア ライセンス 
(物理プロセッサごとに最低 8 コアを購入)

• CAL は不要

SAL (サブスクライバー アクセス ライセンス)
※ ユーザー単位で購入

●

●

● (コア ライセンスをサービス プロバイダー
と契約する必要あり)

●

ライセンス料金の支払方法 契約形態によって一括、または 1 ～ 3 年単位1 か月ごとの月額従量制 (非永続的)

バージョンアップへの対応 SA (ソフトウェア アシュアランス) の購入により、
最新バージョンにアップグレード可能

常に最新のバージョンの利用が可能

プ
ロ
グ
ラ
ム
使
用
の
シ
ナ
リ
オ

ビ
ジ
ネ
ス 

ケ
ー
ス

エクスターナル コネクタ ライセンスソフトウェア アシュアランスによる
ライセンス モビリティ

顧客へのソフトウェア サービスの
提供

クライアント アクセス ライセンス (CAL) 
の代替案で、人数制限なしに外部
ユーザーが特定のマイクロソフト サー
バー製品にアクセスできるようにする
権利が供与されます。

● 外部ユーザーとは、次のどちらの
条件にも当てはまらないユーザー
を指します。(i) 顧客または顧客の
関連会社の従業員 (ii) 顧客また
は顧客の関連会社のオンサイトの
契約社員または代理店。

● ライセンス取得者は、顧客の業務
支援を単体で行うソフトウェア ア
プリケーションへのアクセスを提供
することが目的の場合や、ソフト
ウェア アプリケーションにアクセス
すること自体が目的である場合に
は、エクスターナル コネクタ ライセ
ンスを使用することはできません。

 ＜例外＞

セルフ ホスト アプリケーションの場
合、エクスターナル コネクタ ライセ
ンスが使用できます。

顧客 (エンド ユーザー) のソフトウェア 
アシュアランス (SA) 特典の一つです。

● 顧客 (エンド ユーザー) がボリューム 
ライセンス契約の元で購入した
特定のサーバー アプリケーションを
認定モビリティ パートナー (サービス 
プロバイダー) のデータ センター内
に導入することができます。

● 認定モビリティ パートナー (サービス 
プロバイダー) のデータ センター内
に導入するマイクロソフト製品の
ライセンス取得者は顧客 (エンド 
ユーザー) です。顧客 (エンド ユー
ザー) は SA を含む有効なクライア
ント アクセス ライセンス (CAL) を
保持している必要があります。認
定モビリティ パートナー (サービス 
プロバイダー) はオペレーティング 
システムを提供します。

● SPLA パートナー (サービス プロバイ
ダー) が認定モビリティ パートナー
になるためには、ライセンス モビリ
ティ追加契約を締結する必要があ
ります。

自社の専有情報の作成やアクセスな
ど、自社業務を行うことを目的にマイ
クロソフト製品を使用します。

● これらの契約では、サブスクリプ
ション ベースの契約を除き、永続
的なライセンスが供与されます。

インターネットまたはプライベート ネット
ワークに接続されたサーバーを通して、
顧客にソフトウェア サービスを提供し
ます。マイクロソフトの製品は、次の
ようなサービスを提供する際に使用さ
れます。

● ウェブ ホスティング

● アプリケーション ホスティング

● メッセージング サービス 
(電子メール サービスなど)

● データ ホスティングなど

【ケース 1】
EA によりライセンスを取得したマイクロ
ソフト製品を通じて、顧客はオンライン 
ストアで商品の購入が可能になる。

【ケース 2】
会社 A はビジネス プロジェクトを共
同で進めるため、会社 B に対して 
Project Server へのアクセスを許可
している。

【ケース 1】
EA の顧客である会社 A が Exchange 
Server を使用する LOB アプリケー
ションをサービス プロバイダーのデータ 
センターに移動させる。会社 A は 
Exchange Server の VL インスタンス
をライセンス モビリティによりサービス 
プロバイダーのホスティング環境に
導入する。LOB アプリケーションは、
会社 A 専用のインスタンスの共有
サーバーにホストされる。サービス プロ
バイダーは SPLA を通じて Windows 
Server のアクセスを提供する。

【ケース 1】
会社 A は、従業員に使用させる目的
で Windows Server 製品を取得し
ている。

【ケース 1】
会社 A は顧客 (会社 B) の Web サイト 
コンテンツの格納と表示を行うために、
Microsoft SQL Server と Windows 
Server を使用している。

【ケース 2】
会社 C は、SQL Server データベース
を使用する Windows Server で実
行される LOB アプリケーションを提
供している。このアプリケーションを、
ソフトウェア サービスとして会社 B の
顧客に提供している。

企業内での利用 (ライセンス所有者＝ ライセンス利用者)

エンド ユーザー
エンド ユーザー

エンド ユーザー

エンド ユーザー 外部ユーザー

ライセンス取得者: エンド ユーザー (A 社)
 Exchange Server (VL)

ライセンス取得者: サービス プロバイダー 
 Windows Server (SPLA)

ライセンス取得者 = エンド ユーザーライセンス取得者 = エンド ユーザーライセンス取得者 = サービス プロバイダー

詳細は P.22 を参照

SPLA の発注における留意点
● 毎月、当月使用分を翌月の 10 日までに流通会社を通じてご発注が必要となります。

● 1 ユーザーあたり 10 万円/月を超える発注の場合は、エンド ユーザー ID の取得および
本 ID に基づく発注が必要となります。

● ご契約から 6 か月経過以降は、継続発注の規定があります。詳しくは貴社のリセラー 
(SPLA 流通会社) にご確認ください。

Windows Server OS Server ライセンスの
発注が不足、未発注

• OEM ライセンスで取得し、SPLA による 
Server ライセンスが必要ないと認識している
ケース

• 仮想環境下のライセンス体系を認識して
おらず、誤発注となっているケース

SPLA の誤発注例

さらに詳細な SPLA とボリューム ライセンスの違いについては次のページを参照してください。

Nano Server の利用 SA が必要●



Windows Server 2016 におけるコア ライセンスの購入
Windows Server 2016 のコア ライセンスは 2 コア パックで販売されます。物理プロセッサごとに最低 8 コア (2 コア パック× 4) のライセンスが必要です。
1 プロセッサあたり 8 コアの最低要件を超えたコアについては、2 コア単位でライセンスを追加購入できます。また、Standard エディションでは、必要な
コア ライセンスを取得したサーバーにおいて 1 つの仮想 OSE の使用権が提供されます。
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利用できるライセンス モデル
SPLA のライセンスは、月単位で提供されるサブスクリプション ライセンスです。 SPLA では、次のようなライセンス モデルを提供します。利用製品によって
提供されるライセンス モデルが異なります。詳しくは、SPLA のホームページを参照してください。

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/licensing-options/spla-program.aspx

SPLA のライセンス モデル

コア ライセンス (Core L)
Windows Server 2016 Datacenter/Standard、System Center 2016 Datacenter/Standard、 SQL Server 2016 Enterprise/Standard/Web などの製品
は、コア ライセンスで購入できます。製品やエディション、プロセッサ数、オペレーティング システム環境 (OSE) 数によって、必要なライセンスと数量が異なります。

Windows Server 2016 のコア ライセンス購入例

2 つの物理プロセッサと 1 つの仮想 OSE の場合1 2 つの物理プロセッサと 4 つの仮想 OSE の場合2

Windows Server 2016 Datacenter の場合

▲

必要なライセンス数

Windows Server 2016 Standard の場合

▲

必要なライセンス数

Windows Server 2016 Datacenter の場合

▲

必要なライセンス数

Windows Server 2016 Standard の場合

▲

必要なライセンス数

複数の製品や機能の同時使用について
デバイスやユーザーが使用する各製品および別個に使用が許諾される
各機能のライセンスが必要です。

• Windows Server と SQL Server を使用するには、 Windows Server Core と、SQL Server Core L 
(または SQL Server SAL) の両方のライセンスが必要です。

• Windows Server Remote Desktop Services (RDS) を利用するには、Windows Server Core と 
RDS SAL の両方が必要です。

ユーザー単位のライセンス

サブスクライバー アクセス ライセンス (SAL)
サービスを利用するエンド ユーザーごとに購入するライセンスです。
サーバー側のライセンスを取得する必要がないので、費用を追加せず
にサーバーの拡張や増設を実施できます。

例

主な
対象製品

• Exchange Server 2016 Enterprise
• SQL Server 2016 Standard
• Office Professional Plus 2016
• Visual Studio Enterprise 2015 など

ユーザー数分のライセンスを購入

CPU 単位のライセンス

プロセッサ ライセンス (PL)
サービスを提供するサーバーの物理プロセッサごとに購入するライセ
ンスです。物理プロセッサにアクセスできるエンド ユーザー数に制限
がないため、費用を追加せずにユーザー数を拡大できます。

主な
対象製品

• Microsoft Dynamics NAV 2016
• Microsoft Dynamics GP 2016

物理プロセッサ数だけライセンスを購入

ホスト/ゲスト単位のライセンス

Cloud Platform Suite (CPS)
ホストとゲストの環境が分けられるライセンス モデルです。ホストには
複数製品が包含されており、個別に購入するよりもお得に購入でき、
ライセンスの管理も簡略化できます。

ホスト用のスイートライセンス

物理プロセッサ数だけ
ライセンスを購入

ゲスト用のライセンス

仮想インスタンスごとに
ライセンスを購入

Datacenter Standard

RDS

Windows Server 
Remote Desktop Services SAL

Windows Server Core

RDS を利用する際に必要なライセンス

仮想 OSE

仮想化ソフトウェア

Windows Server 2016

 2 プロセッサ （各 10 コア）

仮想 OSE 仮想 OSE 仮想 OSE

仮想化ソフトウェア

Windows Server 2016

 2 プロセッサ （各 10 コア）

物理コア 20 × 仮想 OSE 1 ＝ 20
20 ÷ 2 = 10 ライセンス

物理コア 20 × 仮想 OSE 4 ＝ 80
80 ÷ 2 = 40 ライセンス

物理コア 20 ÷ 2 コア パック ＝ 10 ライセンス 物理コア 20 ÷ 2 コア パック ＝ 10 ライセンス

コア単位のライセンス

コア ライセンス (Core L)
サービスを提供するサーバーのコアごとに購入するライセンスです。
2 コア単位で購入ができ、各製品ごとに最低発注数量があります。
アクセスできるユーザー数に制限はありません。

主な
対象製品

• Windows Server 2016 Datacenter
• Windows Server 2016 Standard
• SQL Server 2016 Enterprise Core
• SQL Server 2016 Standard Core

2 コア: 4 ライセンス購入 8 コア: 8 ライセンス購入
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Windows Server 2016 
Datacenter

Windows Server 2016 
Standard

サーバー上の物理コアのライセンスを取得すると、
1 仮想 OSE / Hyper-V コンテナの使用権を取得できます。

仮想 OSE

1010 1010

増加コア分を 2 コア パック単位で購入

プロセッサごとの
物理コア数 4 コア以下 6 8 10 12

サーバーの物理
プロセッサ数

サーバーごとにライセンス 仮想 OSEの実行権

8 8 8 10 12

16 16 16 20 24

32

1

2

4 32 32 40 48

1

1

1

仮想OSEを追加する
には、全物理コア数 
× 必要な仮想 OSE 
数のライセンスを購入
する必要があります。

プロセッサごとの
物理コア数 4 コア以下 6 8 10 12

サーバーの物理
プロセッサ数

プロセッサごとにライセンス 仮想 OSEの実行権

8 8 8 10 12

16 16 16 20 24

32

1

2

4 32 32 40 48

無制限 ...

無制限 ...

無制限 ...

Windows Server 2016 のエディションの比較
Windows Server の基本機能 ● ●
OSE/Hyper-V コンテナー* 無制限 1
Windows Server コンテナー 無制限 無制限
Nano Server ● ●
ホスト ガーディアン サービス ● ●
ストレージ スペース ダイレクト、ストレージ レプリカなどのストレージ機能 ● ―
シールドされた仮想マシン ● ―

*OSE: オペレーティング システム環境
  Standard Edition では、1 つの OSE または 1 つの Hyper-V コンテナーを使用する権利が提供されます。

 一方、Datacenter Edition では、サーバー上で無制限の数の OSE および Hyper-V コンテナーを使用する権利が提供されます。

ネットワーク スタック ● ―

40 ライセンス (2 コア パック)

10 ライセンス (2 コア パック)

10 ライセンス (2 コア パック)

10 ライセンス (2 コア パック)



Windows Server 2016 におけるコア ライセンスの購入
Windows Server 2016 のコア ライセンスは 2 コア パックで販売されます。物理プロセッサごとに最低 8 コア (2 コア パック× 4) のライセンスが必要です。
1 プロセッサあたり 8 コアの最低要件を超えたコアについては、2 コア単位でライセンスを追加購入できます。また、Standard エディションでは、必要な
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Windows Server 2016 のコア ライセンス購入例

2 つの物理プロセッサと 1 つの仮想 OSE の場合1 2 つの物理プロセッサと 4 つの仮想 OSE の場合2

Windows Server 2016 Datacenter の場合
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Windows Server 2016 Standard の場合
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複数の製品や機能の同時使用について
デバイスやユーザーが使用する各製品および別個に使用が許諾される
各機能のライセンスが必要です。

• Windows Server と SQL Server を使用するには、 Windows Server Core と、SQL Server Core L 
(または SQL Server SAL) の両方のライセンスが必要です。

• Windows Server Remote Desktop Services (RDS) を利用するには、Windows Server Core と 
RDS SAL の両方が必要です。
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サブスクライバー アクセス ライセンス (SAL)
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サーバー側のライセンスを取得する必要がないので、費用を追加せず
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主な
対象製品

• Exchange Server 2016 Enterprise
• SQL Server 2016 Standard
• Office Professional Plus 2016
• Visual Studio Enterprise 2015 など
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CPU 単位のライセンス
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仮想化ソフトウェア

Windows Server 2016

 2 プロセッサ （各 10 コア）

仮想 OSE 仮想 OSE 仮想 OSE

仮想化ソフトウェア

Windows Server 2016

 2 プロセッサ （各 10 コア）

物理コア 20 × 仮想 OSE 1 ＝ 20
20 ÷ 2 = 10 ライセンス

物理コア 20 × 仮想 OSE 4 ＝ 80
80 ÷ 2 = 40 ライセンス

物理コア 20 ÷ 2 コア パック ＝ 10 ライセンス 物理コア 20 ÷ 2 コア パック ＝ 10 ライセンス

コア単位のライセンス

コア ライセンス (Core L)
サービスを提供するサーバーのコアごとに購入するライセンスです。
2 コア単位で購入ができ、各製品ごとに最低発注数量があります。
アクセスできるユーザー数に制限はありません。

主な
対象製品

• Windows Server 2016 Datacenter
• Windows Server 2016 Standard
• SQL Server 2016 Enterprise Core
• SQL Server 2016 Standard Core

2 コア: 4 ライセンス購入 8 コア: 8 ライセンス購入
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Windows Server 2016 
Datacenter

Windows Server 2016 
Standard

サーバー上の物理コアのライセンスを取得すると、
1 仮想 OSE / Hyper-V コンテナの使用権を取得できます。

仮想 OSE

1010 1010

増加コア分を 2 コア パック単位で購入

プロセッサごとの
物理コア数 4 コア以下 6 8 10 12

サーバーの物理
プロセッサ数

サーバーごとにライセンス 仮想 OSEの実行権

8 8 8 10 12

16 16 16 20 24

32

1

2

4 32 32 40 48

1

1

1

仮想OSEを追加する
には、全物理コア数 
× 必要な仮想 OSE 
数のライセンスを購入
する必要があります。

プロセッサごとの
物理コア数 4 コア以下 6 8 10 12

サーバーの物理
プロセッサ数

プロセッサごとにライセンス 仮想 OSEの実行権

8 8 8 10 12

16 16 16 20 24

32

1

2

4 32 32 40 48

無制限 ...

無制限 ...

無制限 ...

Windows Server 2016 のエディションの比較
Windows Server の基本機能 ● ●
OSE/Hyper-V コンテナー* 無制限 1
Windows Server コンテナー 無制限 無制限
Nano Server ● ●
ホスト ガーディアン サービス ● ●
ストレージ スペース ダイレクト、ストレージ レプリカなどのストレージ機能 ● ―
シールドされた仮想マシン ● ―

*OSE: オペレーティング システム環境
  Standard Edition では、1 つの OSE または 1 つの Hyper-V コンテナーを使用する権利が提供されます。

 一方、Datacenter Edition では、サーバー上で無制限の数の OSE および Hyper-V コンテナーを使用する権利が提供されます。

ネットワーク スタック ● ―

40 ライセンス (2 コア パック)

10 ライセンス (2 コア パック)

10 ライセンス (2 コア パック)

10 ライセンス (2 コア パック)



1 プロセッサ 8 コア

Windows Server 2016 
Standard ライセンス 
× 8 (2 コア パック)

1 プロセッサ 8 コア

Windows Server 2016 
Standard ライセンス 
× 8 (2 コア パック)

Windows Server 2016 Standard 
ライセンス × 8 (2 コア パック)

仮想 OSE のインスタンスを他の物理サーバーに移動する場合のライセンス
ワークロードを物理 OSE または仮想 OSE のどちらで実行するかに関係なく、予め各サーバーに適切な数の Windows Server 2016 のライセンスを割り当
てておく必要があります。
たとえば、VMware vMotion や System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) を利用すると、仮想 OSE を含んだ仮想マシンを異なる物理
サーバー間で移動できますが、Windows Server 2016 のライセンスは移動前の物理サーバーに残ります。このため、仮想マシンを新しい物理サーバーに
移動するには、移動先のサーバーに Windows Server 2016 の適切なライセンスが割り当てられている必要があります。

▲

 1 台目の物理サーバーから 2 つの Windows Server 2016 Standard ライセンスが割り当てられた 2 台の物理サーバー間で仮想マシンを移動

▲

 すべての物理サーバーが仮想マシンを 2 つ実行中

p.9p.8
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Windows Server 2016 Standard 仮想マシンの移動シナリオ例 2VMware vMotion や SCVMM で仮想マシンを移動する場合、移動先の物理サーバーにも適切なライセンスが必要

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

各物理サーバーはすでに 2 つの仮想マシンを実行しており、
移動先物理サーバーのライセンスが不足するため、仮想マシンは移動できません。

1 プロセッサ 8 コア

仮想マシン

物理 OSE

仮想マシン

物理 OSE

サーバー Bサーバー A 移動

ソフトウェア ライセンスを再割り当てすることができますが、最後の再割り当てから 90 日以内の短期間で再割り当てすることはできません。恒久的
なハードウェアの故障により、ライセンス取得済みのサーバーの使用を中止する場合にはその期間より早くソフトウェア ライセンスを再割り当てする
ことができます。

▲

 それぞれ 2 つの Windows Server 2016 Standard ライセンスが割り当てられた物理サーバー間で仮想マシンを移動

▲

 移動先の物理サーバーでは仮想マシンを 1 つ実行中

Windows Server 2016 Standard 仮想マシンの移動シナリオ例 1

空きWindows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

1 つ目の仮想マシンは移動可能、
2 つ目の仮想マシンはライセンスが不足するため、移動できません。

1 プロセッサ 8 コア1 プロセッサ 8 コア

仮想マシンとして 1 つの 
Windows Server 2016 
R2 Standard を実行中

Windows Server 2016 Standard
ライセンス × 8 (2 コア パック)

Windows Server 2016 Standard
ライセンス × 8 (2 コア パック)

Windows Server 2016 のダウングレードとエディション
Windows Server 2016 のライセンスには、以前のバージョンへダウングレードして使用できる権利、およびバージョンを問わずダウンエディションして使用で
きる権利があります。購入した Windows Server で実行可能なバージョン、エディションは、次のとおりです。なお、ダウングレードやダウンエディションを
利用する場合でも、製品の使用に関するライセンスやサポート条件が変わることはなく、仮想 OSE の使用権などは購入した製品 (Windows Server 2016 
Datacenter/Standard) の権利が適用されます。

Windows Server 2016 
Datacenter

Windows Server 2016 Standard

Windows Server 2016 
Standard

―

ダウンエディション購入製品 ダウングレード

以前のバージョンの 
Web、Standard、Enterprise、Datacenter

以前のバージョンの 
Web、Standard、Enterprise



1 プロセッサ 8 コア

Windows Server 2016 
Standard ライセンス 
× 8 (2 コア パック)

1 プロセッサ 8 コア

Windows Server 2016 
Standard ライセンス 
× 8 (2 コア パック)

Windows Server 2016 Standard 
ライセンス × 8 (2 コア パック)

仮想 OSE のインスタンスを他の物理サーバーに移動する場合のライセンス
ワークロードを物理 OSE または仮想 OSE のどちらで実行するかに関係なく、予め各サーバーに適切な数の Windows Server 2016 のライセンスを割り当
てておく必要があります。
たとえば、VMware vMotion や System Center Virtual Machine Manager (SCVMM) を利用すると、仮想 OSE を含んだ仮想マシンを異なる物理
サーバー間で移動できますが、Windows Server 2016 のライセンスは移動前の物理サーバーに残ります。このため、仮想マシンを新しい物理サーバーに
移動するには、移動先のサーバーに Windows Server 2016 の適切なライセンスが割り当てられている必要があります。

▲

 1 台目の物理サーバーから 2 つの Windows Server 2016 Standard ライセンスが割り当てられた 2 台の物理サーバー間で仮想マシンを移動

▲

 すべての物理サーバーが仮想マシンを 2 つ実行中
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Windows Server 2016 Standard 仮想マシンの移動シナリオ例 2VMware vMotion や SCVMM で仮想マシンを移動する場合、移動先の物理サーバーにも適切なライセンスが必要

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

各物理サーバーはすでに 2 つの仮想マシンを実行しており、
移動先物理サーバーのライセンスが不足するため、仮想マシンは移動できません。

1 プロセッサ 8 コア

仮想マシン

物理 OSE

仮想マシン

物理 OSE

サーバー Bサーバー A 移動

ソフトウェア ライセンスを再割り当てすることができますが、最後の再割り当てから 90 日以内の短期間で再割り当てすることはできません。恒久的
なハードウェアの故障により、ライセンス取得済みのサーバーの使用を中止する場合にはその期間より早くソフトウェア ライセンスを再割り当てする
ことができます。

▲

 それぞれ 2 つの Windows Server 2016 Standard ライセンスが割り当てられた物理サーバー間で仮想マシンを移動

▲

 移動先の物理サーバーでは仮想マシンを 1 つ実行中

Windows Server 2016 Standard 仮想マシンの移動シナリオ例 1

空きWindows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

1 つ目の仮想マシンは移動可能、
2 つ目の仮想マシンはライセンスが不足するため、移動できません。

1 プロセッサ 8 コア1 プロセッサ 8 コア

仮想マシンとして 1 つの 
Windows Server 2016 
R2 Standard を実行中

Windows Server 2016 Standard
ライセンス × 8 (2 コア パック)

Windows Server 2016 Standard
ライセンス × 8 (2 コア パック)

Windows Server 2016 のダウングレードとエディション
Windows Server 2016 のライセンスには、以前のバージョンへダウングレードして使用できる権利、およびバージョンを問わずダウンエディションして使用で
きる権利があります。購入した Windows Server で実行可能なバージョン、エディションは、次のとおりです。なお、ダウングレードやダウンエディションを
利用する場合でも、製品の使用に関するライセンスやサポート条件が変わることはなく、仮想 OSE の使用権などは購入した製品 (Windows Server 2016 
Datacenter/Standard) の権利が適用されます。

Windows Server 2016 
Datacenter

Windows Server 2016 Standard

Windows Server 2016 
Standard

―

ダウンエディション購入製品 ダウングレード

以前のバージョンの 
Web、Standard、Enterprise、Datacenter

以前のバージョンの 
Web、Standard、Enterprise
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SQL Server 2016 におけるコア ライセンスの購入方法について
コア ライセンスには、サーバー上の物理コアでの購入と、仮想 OSE ごとにライセンスを購入する 2 つの方法があります。

SQL Server 2016 におけるコア ライセンスの購入

サーバー上の物理コアで購入
サーバー上のすべての物理コアに基づいてライセンス
を購入します。必要なライセンス数は、サーバー上の
物理コア数になります。なお、物理 OSE ごとに最低 
4 コアの購入が必要です。

1 個別の仮想 OSE ごとに購入
SQL Server 2016 を実行するサーバー内の仮想 OSE に基づいてライセンスを
購入します。SQL Server 2016 を実行する仮想 OSE ごとに、仮想 OSE 内の
仮想コア数と同じ数のライセンスが必要です。仮想 OSE ごとに最低 4 コア
の購入が必要です。

2

SQL Server 2016 Enterprise

エディション 個別の仮想 OSE

1 つの物理 OSE ＋ 無制限の仮想 OSE

SQL Server 2016 Standard 1 つの物理 OSE

SQL Server 2016 Web 1 つの物理 OSE

サーバー上の物理コア (サーバー上の物理コア数)

• 各仮想 OSE 内の仮想コア数と同じ数の
ライセンスが必要

• 仮想 OSE ごとに最低 ４コア ライセンスが必要

▲

 1 台目の物理サーバーから 1 つの Windows Server 2016 Datacenter ライセンスが割り当てられた 2 台の物理サーバー間で仮想マシンを移動

▲

 すべての物理サーバーで多数の仮想マシンを実行中

Windows Server 2016 Datacenter なら移動に伴うライセンス管理が簡単
Windows Server 2016 Datacenter では、仮想 OSE で実行できるインスタンスの数に制限がありません。仮想 OSE を移動する可能性がある物
理サーバーに Datacenter のライセンスを割り当てておくことで、実行インスタンス数の追跡、ライセンスの不足の懸念が不要になり、サーバー間で
インスタンスを自由に移動することができます。

Windows Server 2016 Standard 仮想マシンの移動シナリオ例 4

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016 Datacenter 
ライセンス × 4 (2 コア パック)

1 プロセッサ 8 コア

障害復旧を目的にするバックアップの権利に当てはまる場合、ライセンスが不要
詳細については製品使用権を参照してください。

障害復旧を目的とするバックアップの権利 (2015 年 8 月度製品使用権より抜粋) 
お客様がプロセッサごとまたはコアごとのライセンス モデルで使用許諾を受け、ライセンス取得済みのサーバー上の物理または仮想 OSE で実行する、対象となるサーバー ソフト
ウェアの各インスタンスについて、お客様は、障害復旧専用サーバー上の 1 つの物理または仮想 OSE で一時的にバックアップ インスタンスを実行することができます。障害
発生時の復旧用のサーバーの使用には、本ソフトウェアのライセンス条項および以下の制限が適用されます。

【障害復旧サーバーは、以下の例外期間に限って実行することができます。】
● 90 日ごとに 1 週間以内の、短期間の障害復旧テスト
● 復旧対象の運用サーバーがダウンしている間の、復旧期間
● プライマリ運用サーバーと障害復旧サーバーとの間の移転を支援するための、
復旧前後の短い期間

【障害復旧の権利に基づいて本ソフトウェアを使用するためには、
 お客様は以下の条件に従う必要があります。】
● 障害復旧サーバーは、上記以外の期間に実行してはなりません。
● 障害復旧サーバーは、運用サーバーと同じクラスター内に配置することはできま
せん。

● 以下の諸条件を満たしている場合、障害復旧サーバーに Windows Server 
ライセンスは必要ありません。
• プライマリ サイトの運用サーバーから障害復旧サーバーに仮想 OSE をレプリ
ケートするために、Windows Server の Hyper-V の役割が使用されている。

• 障害復旧サーバーを以下の目的にのみ使用できる。
- Hyper-V などのハードウェア仮想化ソフトウェアを実行する
- ハードウェア仮想化サービスを提供する
- ハードウェア仮想化ソフトウェアを管理するためのソフトウェア エージェン
トを実行する

- レプリケーション先として機能する
- レプリケートされた仮想 OSE を受け取り、フェールオーバーをテストする
- 仮想 OSE のフェールオーバーを待つ
- 上記の障害復旧ワークロードを実行する

• 障害復旧サーバーは、運用サーバーとして使用することはできません。
● 障害復旧サーバーにインストールされているソフトウェアを使用する場合、当該
ソフトウェアのライセンス条項に従う必要があります。

● 障害復旧プロセスが完了し、運用サーバーが復旧したら、障害復旧サーバーを、
本項で許可されている期間以外の期間に実行してはなりません。

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016 
Datacenter ライセンス 
× 4 (2 コア パック)

1 プロセッサ 8 コア

Windows Server 2016 
Datacenter ライセンス 
× 4 (2 コア パック)

1 プロセッサ 8 コア

Windows Server 2016 Datacenter のライセンスが割り当てられている物理サーバーは、
無制限に仮想 OSE を実行することができます。

1 プロセッサ 8 コア

Windows Server 2016 
Standard ライセンス 
× 12 (2 コア パック)

1 プロセッサ 8 コア

Windows Server 2016 
Standard ライセンス 
× 12 (2 コア パック)

▲

 1 台目の物理サーバーから 3 つの Windows Server 2016 Standard ライセンスが割り当てられた 2 台の物理サーバーに仮想マシンを移動

▲

 すべての物理サーバーが仮想マシンを 2 つ実行中

Windows Server 2016 Standard 仮想マシンの移動シナリオ例 3

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

空き 空き

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

移動先の物理サーバーには、Windows Server 2016 Standard ライセンスが 3 つずつ割り当てられており、
実行できる仮想 OSE 数に空きがあるため、仮想マシンを移動することができます。

Windows Server 2016 Standard 
ライセンス × 8 (2 コア パック)

1 プロセッサ 8 コア
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SQL Server 2016 におけるコア ライセンスの購入方法について
コア ライセンスには、サーバー上の物理コアでの購入と、仮想 OSE ごとにライセンスを購入する 2 つの方法があります。

SQL Server 2016 におけるコア ライセンスの購入

サーバー上の物理コアで購入
サーバー上のすべての物理コアに基づいてライセンス
を購入します。必要なライセンス数は、サーバー上の
物理コア数になります。なお、物理 OSE ごとに最低 
4 コアの購入が必要です。

1 個別の仮想 OSE ごとに購入
SQL Server 2016 を実行するサーバー内の仮想 OSE に基づいてライセンスを
購入します。SQL Server 2016 を実行する仮想 OSE ごとに、仮想 OSE 内の
仮想コア数と同じ数のライセンスが必要です。仮想 OSE ごとに最低 4 コア
の購入が必要です。

2

SQL Server 2016 Enterprise

エディション 個別の仮想 OSE

1 つの物理 OSE ＋ 無制限の仮想 OSE

SQL Server 2016 Standard 1 つの物理 OSE

SQL Server 2016 Web 1 つの物理 OSE

サーバー上の物理コア (サーバー上の物理コア数)

• 各仮想 OSE 内の仮想コア数と同じ数の
ライセンスが必要

• 仮想 OSE ごとに最低 ４コア ライセンスが必要

▲

 1 台目の物理サーバーから 1 つの Windows Server 2016 Datacenter ライセンスが割り当てられた 2 台の物理サーバー間で仮想マシンを移動

▲

 すべての物理サーバーで多数の仮想マシンを実行中

Windows Server 2016 Datacenter なら移動に伴うライセンス管理が簡単
Windows Server 2016 Datacenter では、仮想 OSE で実行できるインスタンスの数に制限がありません。仮想 OSE を移動する可能性がある物
理サーバーに Datacenter のライセンスを割り当てておくことで、実行インスタンス数の追跡、ライセンスの不足の懸念が不要になり、サーバー間で
インスタンスを自由に移動することができます。

Windows Server 2016 Standard 仮想マシンの移動シナリオ例 4

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016 Datacenter 
ライセンス × 4 (2 コア パック)

1 プロセッサ 8 コア

障害復旧を目的にするバックアップの権利に当てはまる場合、ライセンスが不要
詳細については製品使用権を参照してください。

障害復旧を目的とするバックアップの権利 (2015 年 8 月度製品使用権より抜粋) 
お客様がプロセッサごとまたはコアごとのライセンス モデルで使用許諾を受け、ライセンス取得済みのサーバー上の物理または仮想 OSE で実行する、対象となるサーバー ソフト
ウェアの各インスタンスについて、お客様は、障害復旧専用サーバー上の 1 つの物理または仮想 OSE で一時的にバックアップ インスタンスを実行することができます。障害
発生時の復旧用のサーバーの使用には、本ソフトウェアのライセンス条項および以下の制限が適用されます。

【障害復旧サーバーは、以下の例外期間に限って実行することができます。】
● 90 日ごとに 1 週間以内の、短期間の障害復旧テスト
● 復旧対象の運用サーバーがダウンしている間の、復旧期間
● プライマリ運用サーバーと障害復旧サーバーとの間の移転を支援するための、
復旧前後の短い期間

【障害復旧の権利に基づいて本ソフトウェアを使用するためには、
 お客様は以下の条件に従う必要があります。】
● 障害復旧サーバーは、上記以外の期間に実行してはなりません。
● 障害復旧サーバーは、運用サーバーと同じクラスター内に配置することはできま
せん。

● 以下の諸条件を満たしている場合、障害復旧サーバーに Windows Server 
ライセンスは必要ありません。
• プライマリ サイトの運用サーバーから障害復旧サーバーに仮想 OSE をレプリ
ケートするために、Windows Server の Hyper-V の役割が使用されている。

• 障害復旧サーバーを以下の目的にのみ使用できる。
- Hyper-V などのハードウェア仮想化ソフトウェアを実行する
- ハードウェア仮想化サービスを提供する
- ハードウェア仮想化ソフトウェアを管理するためのソフトウェア エージェン
トを実行する

- レプリケーション先として機能する
- レプリケートされた仮想 OSE を受け取り、フェールオーバーをテストする
- 仮想 OSE のフェールオーバーを待つ
- 上記の障害復旧ワークロードを実行する

• 障害復旧サーバーは、運用サーバーとして使用することはできません。
● 障害復旧サーバーにインストールされているソフトウェアを使用する場合、当該
ソフトウェアのライセンス条項に従う必要があります。

● 障害復旧プロセスが完了し、運用サーバーが復旧したら、障害復旧サーバーを、
本項で許可されている期間以外の期間に実行してはなりません。

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016 
Datacenter ライセンス 
× 4 (2 コア パック)

1 プロセッサ 8 コア

Windows Server 2016 
Datacenter ライセンス 
× 4 (2 コア パック)

1 プロセッサ 8 コア

Windows Server 2016 Datacenter のライセンスが割り当てられている物理サーバーは、
無制限に仮想 OSE を実行することができます。

1 プロセッサ 8 コア

Windows Server 2016 
Standard ライセンス 
× 12 (2 コア パック)

1 プロセッサ 8 コア

Windows Server 2016 
Standard ライセンス 
× 12 (2 コア パック)

▲

 1 台目の物理サーバーから 3 つの Windows Server 2016 Standard ライセンスが割り当てられた 2 台の物理サーバーに仮想マシンを移動

▲

 すべての物理サーバーが仮想マシンを 2 つ実行中

Windows Server 2016 Standard 仮想マシンの移動シナリオ例 3

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

空き 空き

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

Windows Server 2016
Standard  

仮想マシン

移動先の物理サーバーには、Windows Server 2016 Standard ライセンスが 3 つずつ割り当てられており、
実行できる仮想 OSE 数に空きがあるため、仮想マシンを移動することができます。

Windows Server 2016 Standard 
ライセンス × 8 (2 コア パック)

1 プロセッサ 8 コア



p.13p.12

1312

SPLA のライセンス モデル

SQL Server 2016 Enterprise の場合

▲

必要なライセンス数 12 コア ライセンス

仮想 OSE のみで使用する場合1
SQL Server 2016 のライセンス購入例

サーバー上の物理コア数をカウント
• 物理プロセッサ数: 2
• 物理コア数: 計 12 コア (2 基 × 6 コア)

必要なライセンス数: 12 コア ライセンス 

SQL Server 2016 Standard の場合

▲

必要なライセンス数 16 コア ライセンス

各仮想 OS 環境の仮想コア数をカウント
• 仮想コア数: 11 (仮想 OSE で使用する総数)

必要なライセンス数: 16 コア ライセンス
(4 つの仮想 OSE ごとに最低 4 コア必要)

仮想 OSE 仮想 OSE 仮想 OSE 仮想 OSE

仮想化ソフトウェア

物理プロセッサ (2 基 × 6 コア)

1 コア 2 コア 4 コア 4 コア

66

SQL Server SQL Server

SQL Server
SQL Server SQL Server

SQL Server

物理 OS 環境のみで使用する場合3

物理 OSE と仮想 OSE で使用する場合2

仮想 OSE 仮想 OSE 仮想 OSE

物理 OSE

仮想化ソフトウェア

物理プロセッサ (2 基 × 4 コア)

1 コア 2 コア 4 コア

44

SQL Server SQL Server

SQL Server
SQL Server

SQL Server
SQL Server

SQL Server 2016 Enterprise の場合

▲

必要なライセンス数 8 コア ライセンス

サーバー上の物理コア数をカウント
• 物理プロセッサ数: 2
• 物理コア数: 計 8 コア (2 基 × 4 コア)

必要なライセンス数: 8 コア ライセンス 

SQL Server 2016 Standard の場合

▲

必要なライセンス数 20 コア ライセンス

サーバー上の物理コア数をカウント
• 物理コア数: 計 8 コア (2 基 × 4 コア)

各仮想 OS 環境の仮想コア数をカウント
• 仮想コア数: 7 (仮想 OSE で使用する総数)

必要なライセンス数: 20 コア ライセンス
• 物理プロセッサ 8 コア
• 3 つの仮想 OSE ごとに最低 4 コアライセンス必要
• 8 物理コア + 12 仮想コア = 20 コア

物理 OSE

物理プロセッサ (2 基 × 2 コア)

22

SQL Server SQL ServerSQL Server

SQL Server 2016 Enterprise の場合

▲

必要なライセンス数 8 コア ライセンス

サーバー上の物理コア数をカウント
• 物理プロセッサ数: 2
• 物理コア数: 計 4 コア (2 基 × 2 コア)

必要なライセンス数: 8 コア ライセンス 

SQL Server 2016 Standard の場合

▲

必要なライセンス数 8 コア ライセンス

サーバー上の物理コア数をカウント
• 物理プロセッサ数: 2
• 物理コア数: 計 4 コア (2 基 × 2 コア)

必要なライセンス数: 8 コア ライセンス

障害復旧を目的とするバックアップについて (プロセッサ ライセンス/コア ライセンス)
● プロセッサ ライセンスまたはコア ライセンスの両ライセンス モデルで使用許諾を受け、ライセンス取得済みのサーバー上の物理または仮想 OSE 
で実行する、対象となるサーバー ソフトウェアの各インスタンスについて、お客様は、障害復旧専用サーバー上の 1 つの物理または仮想 OSE で
一時的にバックアップ インスタンスを実行することができます (追加ライセンスの購入は不要)。

● 障害発生時の復旧用サーバーにおけるソフトウェアの使用について詳しくは、SPUR に記載の使用条件をご確認ください。
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SQL Server 2016 Enterprise の場合

▲

必要なライセンス数 12 コア ライセンス

仮想 OSE のみで使用する場合1
SQL Server 2016 のライセンス購入例

サーバー上の物理コア数をカウント
• 物理プロセッサ数: 2
• 物理コア数: 計 12 コア (2 基 × 6 コア)

必要なライセンス数: 12 コア ライセンス 

SQL Server 2016 Standard の場合

▲

必要なライセンス数 16 コア ライセンス

各仮想 OS 環境の仮想コア数をカウント
• 仮想コア数: 11 (仮想 OSE で使用する総数)

必要なライセンス数: 16 コア ライセンス
(4 つの仮想 OSE ごとに最低 4 コア必要)

仮想 OSE 仮想 OSE 仮想 OSE 仮想 OSE

仮想化ソフトウェア

物理プロセッサ (2 基 × 6 コア)

1 コア 2 コア 4 コア 4 コア

66

SQL Server SQL Server

SQL Server
SQL Server SQL Server

SQL Server

物理 OS 環境のみで使用する場合3

物理 OSE と仮想 OSE で使用する場合2

仮想 OSE 仮想 OSE 仮想 OSE

物理 OSE

仮想化ソフトウェア

物理プロセッサ (2 基 × 4 コア)

1 コア 2 コア 4 コア

44

SQL Server SQL Server

SQL Server
SQL Server

SQL Server
SQL Server

SQL Server 2016 Enterprise の場合

▲

必要なライセンス数 8 コア ライセンス

サーバー上の物理コア数をカウント
• 物理プロセッサ数: 2
• 物理コア数: 計 8 コア (2 基 × 4 コア)

必要なライセンス数: 8 コア ライセンス 

SQL Server 2016 Standard の場合

▲

必要なライセンス数 20 コア ライセンス

サーバー上の物理コア数をカウント
• 物理コア数: 計 8 コア (2 基 × 4 コア)

各仮想 OS 環境の仮想コア数をカウント
• 仮想コア数: 7 (仮想 OSE で使用する総数)

必要なライセンス数: 20 コア ライセンス
• 物理プロセッサ 8 コア
• 3 つの仮想 OSE ごとに最低 4 コアライセンス必要
• 8 物理コア + 12 仮想コア = 20 コア

物理 OSE

物理プロセッサ (2 基 × 2 コア)

22

SQL Server SQL ServerSQL Server

SQL Server 2016 Enterprise の場合

▲

必要なライセンス数 8 コア ライセンス

サーバー上の物理コア数をカウント
• 物理プロセッサ数: 2
• 物理コア数: 計 4 コア (2 基 × 2 コア)

必要なライセンス数: 8 コア ライセンス 

SQL Server 2016 Standard の場合
▲

必要なライセンス数 8 コア ライセンス

サーバー上の物理コア数をカウント
• 物理プロセッサ数: 2
• 物理コア数: 計 4 コア (2 基 × 2 コア)

必要なライセンス数: 8 コア ライセンス

障害復旧を目的とするバックアップについて (プロセッサ ライセンス/コア ライセンス)
● プロセッサ ライセンスまたはコア ライセンスの両ライセンス モデルで使用許諾を受け、ライセンス取得済みのサーバー上の物理または仮想 OSE 
で実行する、対象となるサーバー ソフトウェアの各インスタンスについて、お客様は、障害復旧専用サーバー上の 1 つの物理または仮想 OSE で
一時的にバックアップ インスタンスを実行することができます (追加ライセンスの購入は不要)。

● 障害発生時の復旧用サーバーにおけるソフトウェアの使用について詳しくは、SPUR に記載の使用条件をご確認ください。
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SPLA のライセンス モデル

管理サーバー用 SAL
System Center 2016 を使用して、直接または間接的にオペレーティング システム環境 (OSE) を管理する場合、管理対象の OSE ごとにクライアント SAL 
またはコア ライセンスを購入し、ユーザーまたはデバイスに割り当てる必要があります。 

● サーバー OS を実行する管理対象 OSE には、
System Center のコア ライセンスが必要です。

● 他のすべての管理対象 OSE には、
クライアント SAL が必要です。

System Center 2016 Datacenter の場合

▲

必要なライセンス数 8 ライセンス (2 コア パック)

物理プロセッサ 1 基のサーバーが 2 台　仮想 OSE なし1
サーバー OS を管理する場合のライセンス購入例

System Center 2016 Standard の場合

▲

必要なライセンス数 8 ライセンス (2 コア パック)

管理対象サーバーごとに必要なサーバー管理ライセンスの数は、
管理されているサーバー上の物理コアの数によって決まります。
また、エディションによって管理できる OSE 数が異なります。

System Center 2016 Datacenter
無制限の数の OSE を管理可能　

System Center 2016 Standard
管理対象サーバー上のすべての物理コアのライセンスを取得すると、
そのサーバー上で 1 つの OSE を管理可能

System Center 2016 に含まれるコンポーネント
• Operations Manager 
• Configuration Manager
• Data Protection Manager 
• Service Manager
• Virtual Machine Manager 
• Endpoint Protection
• Orchestrator
• SQL Technology を含む

必要に応じて、次のクライアント SAL を OSE 単位またはユーザー
単位で購入します。

System Center 2016 Client Management Suite 
クライアント SAL
• Service Manager
• Operations Manager
• Data Protection Manager
• Orchestrator を含む

System Center Configuration Manager 1606 
クライアント SAL
• Virtual Machine Manager (クライアント OSE 専用) を含む

OSE 単位のクライアント SAL
任意のユーザーによって使用されている OSE の数
と同じ数の OSE を管理できます。複数のユーザー
が同じデバイスを共有する場合にお勧めです。

ユーザー単位のクライアント SAL
ユーザー クライアント SAL の割り当て先の各ユー
ザーが使用するOSE を管理できます。1 人のユー
ザーが複数デバイスを使用する場合にお勧めです。
複数のユーザーが OSE を使用する場合は、各ユー
ザーごとにユーザークライアント SAL を割り当てが
必要です。

管理サーバー (System Center)

サーバー OS を管理 クライアント OS を管理

• ファイル サーバー
• Exchange Server

• SQL Server など

• Windows 7/8/8.1/10
• Windows RT

• iOS/Android など

• Windows Mobile
• Windows Phone

ライセンス不要

System Center

物理 OSE 物理 OSE

1 プロセッサ (8 コア) 1 プロセッサ (8 コア)

8 8

サブスクライバー アクセス ライセンス (SAL)
SPLA では、サーバー ソフトウェア用、管理サーバー用、デスクトップ アプリケーション用のサブスクライバー ライセンス (SAL) を提供します。

サーバー ソフトウェア用の SAL
サーバー ソフトウェアのインスタンスに直接、または間接的にアクセスを
許可される各ユーザーに SAL 割り当てる必要があります。
サーバー ソフトウェア用の SAL は、 SharePoint Server 2016 SAL、SQL 
Server 2016 Standard SAL、Windows Server 2016 Remote Desktop 
Services SAL/Active Directory Rights Management Services  SAL 
などがあります。

SAL の再割り当てについて
次の場合を除き、同じ暦月中に SAL の再割り当てはできません。

• SAL を割り当てた従業員の不在時に一時的な作業者に
ユーザー SAL を再割り当て

• SAL を割り当てたデバイスが使用できる状態にないときに
デバイス SAL を代替デバイスに一時的に再割り当て

サーバー ソフトウェア用の SAL の特徴
● ユーザー SAL が割り当てられたユーザーは、任意のデバイスから
サーバー ソフトウェアにアクセスすることができます。

● 一部製品を除き、デバイス SAL は提供されません。

● プロセッサ ライセンスまたはコア ライセンスで使用許諾された
ソフトウェアに SAL は必要ありません。

● 一部製品には、ベース SAL と追加 SAL があります。ベース SAL 
は、基本機能へのアクセスが許可され、追加 SAL はプレミアム
機能へのアクセスが許可されます。追加 SAL の購入にはベース 
SAL が必要です。また、特定の機能のために別の SAL が必要な
場合があります。

Exchange Server 2016 で提供される SAL の例

Basic SAL ×

機能SAL Outlook 配布権

Standard Plus 
SAL

●1 台のデバイス上の 1 つの物理 OSE または 仮想 OSE で、Outlook Mac 2016 または Outlook 
2016 の 1 つの実行インスタンスを使用

Enterprise SAL ×• Basic および Standard SAL の機能

• コンプライアンスの管理、データ損失防止、インプレース保持およびアーカイブ

Enterprise Plus 
SAL

●1 台のデバイス上の 1 つの物理 OSE または 仮想 OSE で、Outlook Mac 2016 または Outlook 
2016 の 1 つの実行インスタンスを使用

Standard SAL ×• Basic SAL の機能、単一ユーザーまたはユーザーの組織の、複数の第 2 レベル ドメインのサポート

• Outlook Web Access の機能: MAPI ネットワーク プロトコル/共有フォルダー、アドレス一覧、
連絡先、タスク、予定表/パブリック フォルダー /他のユーザーの空き時間情報の表示を含むグ
ループの予定表/モバイル通知、参照、同期/ユニファイド メッセージング

クライアント ソフトウェア配布の際には、「エンド ユーザー ライセンス条項」の提示が必要です。

デバイスが
使用不能

アクセスする
ユーザーごとに 
SAL を購入

割り当てた
ユーザーが不在

SAL を一時的に
再割り当て可能

サービス プロバイダー

サーバー
ソフトウェア

Outlook Web Access の機能: 電子情報開示/Exchange スパム対策/複数メールボックス検索
/メッセージング、個人用フォルダーへのアクセス/インターネット メール プロトコル (SMTP、POP、
IMAP)、任意のクライアント経由の Web ブラウザー アクセス/個人用メール フォルダー、アドレス
一覧、予定表、タスク (他のユーザーと共有されません)/単一のユーザーまたはユーザーの組織の、
単一の第 2 レベル ドメインのサポート/グローバル アドレス一覧
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管理サーバー用 SAL
System Center 2016 を使用して、直接または間接的にオペレーティング システム環境 (OSE) を管理する場合、管理対象の OSE ごとにクライアント SAL 
またはコア ライセンスを購入し、ユーザーまたはデバイスに割り当てる必要があります。 

● サーバー OS を実行する管理対象 OSE には、
System Center のコア ライセンスが必要です。

● 他のすべての管理対象 OSE には、
クライアント SAL が必要です。

System Center 2016 Datacenter の場合

▲

必要なライセンス数 8 ライセンス (2 コア パック)

物理プロセッサ 1 基のサーバーが 2 台　仮想 OSE なし1
サーバー OS を管理する場合のライセンス購入例

System Center 2016 Standard の場合

▲

必要なライセンス数 8 ライセンス (2 コア パック)

管理対象サーバーごとに必要なサーバー管理ライセンスの数は、
管理されているサーバー上の物理コアの数によって決まります。
また、エディションによって管理できる OSE 数が異なります。

System Center 2016 Datacenter
無制限の数の OSE を管理可能　

System Center 2016 Standard
管理対象サーバー上のすべての物理コアのライセンスを取得すると、
そのサーバー上で 1 つの OSE を管理可能

System Center 2016 に含まれるコンポーネント
• Operations Manager 
• Configuration Manager
• Data Protection Manager 
• Service Manager
• Virtual Machine Manager 
• Endpoint Protection
• Orchestrator
• SQL Technology を含む

必要に応じて、次のクライアント SAL を OSE 単位またはユーザー
単位で購入します。

System Center 2016 Client Management Suite 
クライアント SAL
• Service Manager
• Operations Manager
• Data Protection Manager
• Orchestrator を含む

System Center Configuration Manager 1606 
クライアント SAL
• Virtual Machine Manager (クライアント OSE 専用) を含む

OSE 単位のクライアント SAL
任意のユーザーによって使用されている OSE の数
と同じ数の OSE を管理できます。複数のユーザー
が同じデバイスを共有する場合にお勧めです。

ユーザー単位のクライアント SAL
ユーザー クライアント SAL の割り当て先の各ユー
ザーが使用するOSE を管理できます。1 人のユー
ザーが複数デバイスを使用する場合にお勧めです。
複数のユーザーが OSE を使用する場合は、各ユー
ザーごとにユーザークライアント SAL を割り当てが
必要です。

管理サーバー (System Center)

サーバー OS を管理 クライアント OS を管理

• ファイル サーバー
• Exchange Server

• SQL Server など

• Windows 7/8/8.1/10
• Windows RT

• iOS/Android など

• Windows Mobile
• Windows Phone

ライセンス不要

System Center

物理 OSE 物理 OSE

1 プロセッサ (8 コア) 1 プロセッサ (8 コア)

8 8

サブスクライバー アクセス ライセンス (SAL)
SPLA では、サーバー ソフトウェア用、管理サーバー用、デスクトップ アプリケーション用のサブスクライバー ライセンス (SAL) を提供します。

サーバー ソフトウェア用の SAL
サーバー ソフトウェアのインスタンスに直接、または間接的にアクセスを
許可される各ユーザーに SAL 割り当てる必要があります。
サーバー ソフトウェア用の SAL は、 SharePoint Server 2016 SAL、SQL 
Server 2016 Standard SAL、Windows Server 2016 Remote Desktop 
Services SAL/Active Directory Rights Management Services  SAL 
などがあります。

SAL の再割り当てについて
次の場合を除き、同じ暦月中に SAL の再割り当てはできません。

• SAL を割り当てた従業員の不在時に一時的な作業者に
ユーザー SAL を再割り当て

• SAL を割り当てたデバイスが使用できる状態にないときに
デバイス SAL を代替デバイスに一時的に再割り当て

サーバー ソフトウェア用の SAL の特徴
● ユーザー SAL が割り当てられたユーザーは、任意のデバイスから
サーバー ソフトウェアにアクセスすることができます。

● 一部製品を除き、デバイス SAL は提供されません。

● プロセッサ ライセンスまたはコア ライセンスで使用許諾された
ソフトウェアに SAL は必要ありません。

● 一部製品には、ベース SAL と追加 SAL があります。ベース SAL 
は、基本機能へのアクセスが許可され、追加 SAL はプレミアム
機能へのアクセスが許可されます。追加 SAL の購入にはベース 
SAL が必要です。また、特定の機能のために別の SAL が必要な
場合があります。

Exchange Server 2016 で提供される SAL の例

Basic SAL ×

機能SAL Outlook 配布権

Standard Plus 
SAL

●1 台のデバイス上の 1 つの物理 OSE または 仮想 OSE で、Outlook Mac 2016 または Outlook 
2016 の 1 つの実行インスタンスを使用

Enterprise SAL ×• Basic および Standard SAL の機能

• コンプライアンスの管理、データ損失防止、インプレース保持およびアーカイブ

Enterprise Plus 
SAL

●1 台のデバイス上の 1 つの物理 OSE または 仮想 OSE で、Outlook Mac 2016 または Outlook 
2016 の 1 つの実行インスタンスを使用

Standard SAL ×• Basic SAL の機能、単一ユーザーまたはユーザーの組織の、複数の第 2 レベル ドメインのサポート

• Outlook Web Access の機能: MAPI ネットワーク プロトコル/共有フォルダー、アドレス一覧、
連絡先、タスク、予定表/パブリック フォルダー /他のユーザーの空き時間情報の表示を含むグ
ループの予定表/モバイル通知、参照、同期/ユニファイド メッセージング

クライアント ソフトウェア配布の際には、「エンド ユーザー ライセンス条項」の提示が必要です。

デバイスが
使用不能

アクセスする
ユーザーごとに 
SAL を購入

割り当てた
ユーザーが不在

SAL を一時的に
再割り当て可能

サービス プロバイダー

サーバー
ソフトウェア

Outlook Web Access の機能: 電子情報開示/Exchange スパム対策/複数メールボックス検索
/メッセージング、個人用フォルダーへのアクセス/インターネット メール プロトコル (SMTP、POP、
IMAP)、任意のクライアント経由の Web ブラウザー アクセス/個人用メール フォルダー、アドレス
一覧、予定表、タスク (他のユーザーと共有されません)/単一のユーザーまたはユーザーの組織の、
単一の第 2 レベル ドメインのサポート/グローバル アドレス一覧
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デスクトップ アプリケーション用 SAL
Office Professional Plus 2016/Standard 2016、Project 2016 Professional/Standard、Visual Studio Enterprise 2015/Professional 2015 など
のソフトウェアに直接的、または間接的にアクセスを許可されるユーザーごとに、ユーザー SAL 購入して割り当てる必要があります。
ユーザー SAL により、1 人のユーザーに対し、任意のデバイスを利用したソフトウェアへのアクセスと使用が許可されます。
なお、Office や Visual Studio などの GUI をホストする Windows Server Remote Desktop Services などの機能を使用して提供する場合には、
Windows Server Remote Desktop Services SAL が別途必要です。

同時に 2 台のデバイス
でアクセスする場合、
2 SAL が必要

ユーザー SAL の同時接続
● 1 日の異なる時刻に、PC と別のラップトップの両方からソフト
ウェアにアクセスするユーザーは、1 つの SAL の購入で済みます。

● 同時に両方のデバイスからアクセスする場合には、ユーザーに 
2 つの SAL が必要になります。

ホスト用の Cloud Platform Suite
次のソフトウェアを包含**

• Windows Server 2012 R2
• System Center 2012 R2
• Windows Server 用 Microsoft Azure Pack
• SQL Server 2012 Standard

✔ Windows と Linux の
両アプリを実効する仮想環境に最適

• Linux などの OS も追加必要なしでホストおよび管理可能
• 混在環境の運用管理、ライセンス管理を簡略化

SAL の再割り当てについて
次の場合を除き、同じ暦月中に SAL の再割り当てはできません。

• SAL を割り当てた従業員の不在時に一時的な作業者にユーザー SAL を再割り当て

Cloud Platform Suite 

Cloud Platform Suite は、ホストとゲストを別々に分けて購入できるスイート ライセンスです。ホスト用の Cloud Platform Suite には、Windows Server 
2012 R2 や System Center 2012 R2 などの複数のソフトウェアが含まれており*、物理プロセッサごとにライセンスを購入します。また、ゲスト用の Cloud 
Platform Suite には、Windows Server 2012 R2 が含まれており、ホスト用の Cloud Platform Suite で管理する仮想インスタンスごとにライセンスを購入
します。 Cloud Platform Suite のライセンスを割り当てたサーバーにアクセスするユーザーに SAL は必要ありません。

** ホスト用の Cloud Platform Suite に含まれるソフトウェアは、ホスト ファブリック内の物理および仮想 OSE を管理、ホスト ファブリック内の
物理または仮想 OSE のみで使用できるなど、サービス プロバイダー製品使用権説明書で規定された範囲でのみ、使用することができます。

* Windows Server 2016 や System Center 2016 などの使用権はありませんのでご注意ください。

• アクセスするユーザー
ごとに SAL を購入
• 任意のデバイスから
アクセス可能

✔ Linux などの
マイクロソフト以外の 
OS も実行可能

割り当てた
ユーザーが不在

SAL を一時的に
再割り当て可能

Cloud Platform Suite を
割り当てたホストにアクセスする
ユーザーに 
SAL は不要

サービス プロバイダー

デスクトップ
アプリケーション

物理プロセッサ数ごとに
ライセンスを購入

ゲスト用の Cloud Platform Suite 
ホストされる仮想インスタンスごとに
ライセンスを購入

✔ Linux などの
マイクロソフト以外の 
OS も実行可能

System Center 2016 Datacenter の場合

▲

必要なライセンス数

物理プロセッサ 2 基のサーバーが 1 台　仮想 OSE なし2

System Center 2016 Standard の場合

▲

必要なライセンス数

System Center 2016 Datacenter の場合
▲

必要なライセンス数

物理プロセッサ 1 基のサーバーが 1 台　仮想 OSE × 33

System Center 2016 Standard の場合

▲

必要なライセンス数

物理プロセッサ 1 基のサーバーが 1 台　仮想 OSE × 44 物理プロセッサ 2 基のサーバーが 1 台　仮想 OSE × 85

Core Infrastructure Server (CIS) なら、
お得にライセンスを購入できます
CIS Suite は、データ センターを構築するお客様
が、多数の仮想化環境の運用管理を効率的
に行い、高いセキュリティ レベルを維持すため
に必要となるライセンスを包括的に提供する、
ライセンス スイートです。CIS Suite では、スイート
に含まれる複数製品のライセンス モデルを統一
し、単一のライセンスとして、個別に製品を購入
するよりもお得な価格で提供します。データ 
センターの構築に伴うライセンス管理の簡略化
と導入コストの低減を実現できます。

仮想化ソフトウェア

1 プロセッサ (8 コア)

System Center 2016 Datacenter の場合

▲

必要なライセンス数

System Center 2016 Standard の場合

▲

必要なライセンス数

System Center 2016 Datacenter の場合
▲

必要なライセンス数

System Center 2016 Standard の場合

▲

必要なライセンス数

仮想 OSE 仮想 OSE 仮想 OSE 仮想 OSE

仮想化ソフトウェア

1 プロセッサ (8 コア)

仮想 OSE仮想 OSE 仮想 OSE

2 プロセッサ (各 8 コア)

物理 OSE

Core Infrastructure Server Suite 
Standard

ライセンスが割り当てられた
物理サーバーにおいて 
2 つの仮想 OSE の実行と管理が可能

Core Infrastructure Server Suite 
Datacenter

ライセンスが割り当てられた
物理サーバーにおいて
無制限の仮想 OSE の実行と管理が可能

System Center 2016 Standard

Windows Server 2016 Standard

System Center 2016 Datacenter

Windows Server 2016 Datacenter

2 種類の CIS Suite エディション

System Center System Center

仮想化ソフトウェア

2 プロセッサ (各 8 コア)

仮想 OSE

仮想 OSE

仮想 OSE

仮想 OSE

仮想 OSE

仮想 OSE

仮想 OSE

仮想 OSE

System Center System Center

88

8 ライセンス (2 コア パック)

8 ライセンス (2 コア パック)

8 ライセンス (2 コア パック)

64 ライセンス (2 コア パック)

4 ライセンス (2 コア パック)

16 ライセンス (2 コア パック)

12 ライセンス (2 コア パック)

4 ライセンス (2 コア パック)

8

888

SPLA のライセンス モデル

※ 物理 OSE も管理する場合、
　 別途物理 OSE 分のライセンスも必要になります。

※ 物理 OSE も管理する場合、
　 別途物理 OSE 分のライセンスも必要になります。

※ 物理 OSE も管理する場合、
　 別途物理 OSE 分のライセンスも必要になります。
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デスクトップ アプリケーション用 SAL
Office Professional Plus 2016/Standard 2016、Project 2016 Professional/Standard、Visual Studio Enterprise 2015/Professional 2015 など
のソフトウェアに直接的、または間接的にアクセスを許可されるユーザーごとに、ユーザー SAL 購入して割り当てる必要があります。
ユーザー SAL により、1 人のユーザーに対し、任意のデバイスを利用したソフトウェアへのアクセスと使用が許可されます。
なお、Office や Visual Studio などの GUI をホストする Windows Server Remote Desktop Services などの機能を使用して提供する場合には、
Windows Server Remote Desktop Services SAL が別途必要です。

同時に 2 台のデバイス
でアクセスする場合、
2 SAL が必要

ユーザー SAL の同時接続
● 1 日の異なる時刻に、PC と別のラップトップの両方からソフト
ウェアにアクセスするユーザーは、1 つの SAL の購入で済みます。

● 同時に両方のデバイスからアクセスする場合には、ユーザーに 
2 つの SAL が必要になります。

ホスト用の Cloud Platform Suite
次のソフトウェアを包含**

• Windows Server 2012 R2
• System Center 2012 R2
• Windows Server 用 Microsoft Azure Pack
• SQL Server 2012 Standard

✔ Windows と Linux の
両アプリを実効する仮想環境に最適

• Linux などの OS も追加必要なしでホストおよび管理可能
• 混在環境の運用管理、ライセンス管理を簡略化

SAL の再割り当てについて
次の場合を除き、同じ暦月中に SAL の再割り当てはできません。

• SAL を割り当てた従業員の不在時に一時的な作業者にユーザー SAL を再割り当て

Cloud Platform Suite 

Cloud Platform Suite は、ホストとゲストを別々に分けて購入できるスイート ライセンスです。ホスト用の Cloud Platform Suite には、Windows Server 
2012 R2 や System Center 2012 R2 などの複数のソフトウェアが含まれており*、物理プロセッサごとにライセンスを購入します。また、ゲスト用の Cloud 
Platform Suite には、Windows Server 2012 R2 が含まれており、ホスト用の Cloud Platform Suite で管理する仮想インスタンスごとにライセンスを購入
します。 Cloud Platform Suite のライセンスを割り当てたサーバーにアクセスするユーザーに SAL は必要ありません。

** ホスト用の Cloud Platform Suite に含まれるソフトウェアは、ホスト ファブリック内の物理および仮想 OSE を管理、ホスト ファブリック内の
物理または仮想 OSE のみで使用できるなど、サービス プロバイダー製品使用権説明書で規定された範囲でのみ、使用することができます。

* Windows Server 2016 や System Center 2016 などの使用権はありませんのでご注意ください。

• アクセスするユーザー
ごとに SAL を購入
• 任意のデバイスから
アクセス可能

✔ Linux などの
マイクロソフト以外の 
OS も実行可能

割り当てた
ユーザーが不在

SAL を一時的に
再割り当て可能

Cloud Platform Suite を
割り当てたホストにアクセスする
ユーザーに 
SAL は不要

サービス プロバイダー

デスクトップ
アプリケーション

物理プロセッサ数ごとに
ライセンスを購入

ゲスト用の Cloud Platform Suite 
ホストされる仮想インスタンスごとに
ライセンスを購入

✔ Linux などの
マイクロソフト以外の 
OS も実行可能

System Center 2016 Datacenter の場合

▲

必要なライセンス数

物理プロセッサ 2 基のサーバーが 1 台　仮想 OSE なし2

System Center 2016 Standard の場合

▲

必要なライセンス数

System Center 2016 Datacenter の場合

▲

必要なライセンス数

物理プロセッサ 1 基のサーバーが 1 台　仮想 OSE × 33

System Center 2016 Standard の場合

▲

必要なライセンス数

物理プロセッサ 1 基のサーバーが 1 台　仮想 OSE × 44 物理プロセッサ 2 基のサーバーが 1 台　仮想 OSE × 85

Core Infrastructure Server (CIS) なら、
お得にライセンスを購入できます
CIS Suite は、データ センターを構築するお客様
が、多数の仮想化環境の運用管理を効率的
に行い、高いセキュリティ レベルを維持すため
に必要となるライセンスを包括的に提供する、
ライセンス スイートです。CIS Suite では、スイート
に含まれる複数製品のライセンス モデルを統一
し、単一のライセンスとして、個別に製品を購入
するよりもお得な価格で提供します。データ 
センターの構築に伴うライセンス管理の簡略化
と導入コストの低減を実現できます。

仮想化ソフトウェア

1 プロセッサ (8 コア)

System Center 2016 Datacenter の場合

▲

必要なライセンス数

System Center 2016 Standard の場合

▲

必要なライセンス数

System Center 2016 Datacenter の場合

▲

必要なライセンス数

System Center 2016 Standard の場合

▲

必要なライセンス数

仮想 OSE 仮想 OSE 仮想 OSE 仮想 OSE

仮想化ソフトウェア

1 プロセッサ (8 コア)

仮想 OSE仮想 OSE 仮想 OSE

2 プロセッサ (各 8 コア)

物理 OSE

Core Infrastructure Server Suite 
Standard

ライセンスが割り当てられた
物理サーバーにおいて 
2 つの仮想 OSE の実行と管理が可能

Core Infrastructure Server Suite 
Datacenter

ライセンスが割り当てられた
物理サーバーにおいて
無制限の仮想 OSE の実行と管理が可能

System Center 2016 Standard

Windows Server 2016 Standard

System Center 2016 Datacenter

Windows Server 2016 Datacenter

2 種類の CIS Suite エディション

System Center System Center

仮想化ソフトウェア

2 プロセッサ (各 8 コア)

仮想 OSE

仮想 OSE

仮想 OSE

仮想 OSE

仮想 OSE

仮想 OSE

仮想 OSE

仮想 OSE

System Center System Center

88

8 ライセンス (2 コア パック)

8 ライセンス (2 コア パック)

8 ライセンス (2 コア パック)

64 ライセンス (2 コア パック)

4 ライセンス (2 コア パック)

16 ライセンス (2 コア パック)

12 ライセンス (2 コア パック)

4 ライセンス (2 コア パック)

8

888

SPLA のライセンス モデル

※ 物理 OSE も管理する場合、
　 別途物理 OSE 分のライセンスも必要になります。

※ 物理 OSE も管理する場合、
　 別途物理 OSE 分のライセンスも必要になります。

※ 物理 OSE も管理する場合、
　 別途物理 OSE 分のライセンスも必要になります。



ISV 事業者

データ センター事業者

ソフトウェア サービス リセラーを通じたソフトウェア サービスの提供
サービス プロバイダーは、ソフトウェア サービスの拡販による収益構造の安定と向上を求めています。
サービス プロバイダーは、SPLA を活用してソフトウェア サービス リセラーにサービスを再販することで、ソフトウェア サービスの提供先を拡大し、収益を強化
することができます。

p.19p.18

1918

ISV 事業者

ISV 事業者

マイクロソフト

SPLA

サブライセンス エンド ユーザー企業
(利用者)

エンド ユーザーは
ライセンスを
所有しない

データ センター

▲

サービス提供者

▲

SPLA 締結者 データ センター事業者

▲

リセラー ソフトウェア サービス リセラー

サービス (ライセンス) 提供

サービスの利用
ソフトウェア サービス リセラー

SPLA

SPLA

エンド ユーザー企業
(利用者)

サービス (ライセンス) 提供

サービスの利用

データ センター

Microsoft Azure

データ センター事業者
または Microsoft Azure

ISV 事業者
SPLA

マイクロソフト

データ センター事業者/Microsoft Azure を利用したソフトウェア サービスの提供
サービス プロバイダーは、データ センター事業者 (Azure を含む) を利用し、データ センター事業者が日常的に管理および制御するサーバーにライセンス
をインストールすることができます。
サービス プロバイダー製品使用権説明書において「データ センター プロバイダーのサーバーにおけるソフトウェア サービスの対象製品」と規定された製
品のみご利用いただけます。

(例: SQL Server は SAL モデルのみ対象、Core モデルは対象外)

エンド ユーザーは
ライセンスを所有しない

ISV 事業者

ISV 事業者

▲

サービス提供者

▲

SPLA 締結者 データ センター事業者

サービス プロバイダーが企業からのアウトソーシングでサービスを提供
企業は、ハードウェアの調達、サーバーの運用管理、保守、拡張、ライセンスの取得を含めた総合的なアウトソーシング先を求めています。
サービス プロバイダーは、SPLA を利用することで、自社保有のハードウェアを活用し、システムの拡大と縮小にも柔軟に対応しながら企業ニーズに応える
ことが可能です。

外部へアウトソーシングしてサービスを提供

ISV 事業者は、エンド ユーザーの要望に注力するために、手間とコストがかかるアプリケーションの運用管理や保守のアウトソーシング先を求めています。
ISV 事業者は、 アプリケーションの管理、テスト、保守をアウトソーシングできるので、より付加価値の高いサービスをエンド ユーザーに提供するための業務
に専念することが可能になります。

エンド ユーザー企業
(利用者)

エンド ユーザーは
ライセンスを所有しない

サービス (ライセンス) 提供

サービスの利用

運用管理、保守を
アウトソーシング

アウトソーシング会社

ISV 事業者

エンド ユーザー企業
(利用者)

エンド ユーザーは
ライセンスを所有しない

サービス (ライセンス) 提供

サービスの利用サービス プロバイダー

マイクロソフト
SPLA

SPLA

マイクロソフト

▲

サービス提供者

▲

SPLA 締結者 サービス プロバイダー

サービス プロバイダー

▲

サービス提供者

▲

SPLA 締結者

ISV 事業者

ISV 事業者

▲

データ センター アウトソーサー アウトソーシング会社

SPLA の利用シナリオ



ISV 事業者

データ センター事業者

ソフトウェア サービス リセラーを通じたソフトウェア サービスの提供
サービス プロバイダーは、ソフトウェア サービスの拡販による収益構造の安定と向上を求めています。
サービス プロバイダーは、SPLA を活用してソフトウェア サービス リセラーにサービスを再販することで、ソフトウェア サービスの提供先を拡大し、収益を強化
することができます。
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ISV 事業者

ISV 事業者

マイクロソフト

SPLA

サブライセンス エンド ユーザー企業
(利用者)

エンド ユーザーは
ライセンスを
所有しない

データ センター

▲

サービス提供者

▲

SPLA 締結者 データ センター事業者

▲

リセラー ソフトウェア サービス リセラー

サービス (ライセンス) 提供

サービスの利用
ソフトウェア サービス リセラー

SPLA

SPLA

エンド ユーザー企業
(利用者)

サービス (ライセンス) 提供

サービスの利用

データ センター

Microsoft Azure

データ センター事業者
または Microsoft Azure

ISV 事業者
SPLA

マイクロソフト

データ センター事業者/Microsoft Azure を利用したソフトウェア サービスの提供
サービス プロバイダーは、データ センター事業者 (Azure を含む) を利用し、データ センター事業者が日常的に管理および制御するサーバーにライセンス
をインストールすることができます。
サービス プロバイダー製品使用権説明書において「データ センター プロバイダーのサーバーにおけるソフトウェア サービスの対象製品」と規定された製
品のみご利用いただけます。

(例: SQL Server は SAL モデルのみ対象、Core モデルは対象外)

エンド ユーザーは
ライセンスを所有しない

ISV 事業者

ISV 事業者

▲

サービス提供者

▲

SPLA 締結者 データ センター事業者

サービス プロバイダーが企業からのアウトソーシングでサービスを提供
企業は、ハードウェアの調達、サーバーの運用管理、保守、拡張、ライセンスの取得を含めた総合的なアウトソーシング先を求めています。
サービス プロバイダーは、SPLA を利用することで、自社保有のハードウェアを活用し、システムの拡大と縮小にも柔軟に対応しながら企業ニーズに応える
ことが可能です。

外部へアウトソーシングしてサービスを提供

ISV 事業者は、エンド ユーザーの要望に注力するために、手間とコストがかかるアプリケーションの運用管理や保守のアウトソーシング先を求めています。
ISV 事業者は、 アプリケーションの管理、テスト、保守をアウトソーシングできるので、より付加価値の高いサービスをエンド ユーザーに提供するための業務
に専念することが可能になります。

エンド ユーザー企業
(利用者)

エンド ユーザーは
ライセンスを所有しない

サービス (ライセンス) 提供

サービスの利用

運用管理、保守を
アウトソーシング

アウトソーシング会社

ISV 事業者

エンド ユーザー企業
(利用者)

エンド ユーザーは
ライセンスを所有しない

サービス (ライセンス) 提供

サービスの利用サービス プロバイダー

マイクロソフト
SPLA

SPLA

マイクロソフト

▲

サービス提供者

▲

SPLA 締結者 サービス プロバイダー

サービス プロバイダー

▲

サービス提供者

▲

SPLA 締結者

ISV 事業者

ISV 事業者

▲

データ センター アウトソーサー アウトソーシング会社

SPLA の利用シナリオ
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ソフトウェア サービス リセラーからサービスの再販は行えません
SPLA を購入したサービス プロバイダーやデータ センター事業者から、ソフトウェア サービス リセラーへの再販は 1 階層のみ許可されます。
再販されたソフトウェア サービス リセラーからさらに他のソフトウェア サービス リセラーへの再販はできませんのでご注意ください。

マイクロソフト

SPLA

SPLA サブライセンス

エンド ユーザー企業
(利用者)

データ センター

サービス (ライセンス)
提供

サービスの利用

ソフトウェア サービス リセラー

ソフトウェア サービス リセラー

2 階層の
再販は
できません

ISV 事業者

データ センター事業者

SPLA が適用となる範囲

「ソフトウェア サービス」とは、直接的または間接的にライセンス製品を使用、表示、実行、アクセス、またはその他の形でライセンス製品との
相互作用を行うため、貴社がエンド ユーザーに提供するサービスを意味します。
貴社はこれらのサービスを、貴社が料金を得るか否かにかかわらず、インターネット、電話ネットワークまたはプライベート ネットワーク経由で、
レンタル契約、加入契約またはサービス契約に基づいて、データ センターから提供しなければなりません。(SPLA契約書/定義)

サービス提供環境 (SPLA 対象範囲)

Internet

Backup ServerDB監視系サーバー

Apps ServerApps Server Web Server

認証サーバー

SPLA の利用シナリオ

SPLA 契約期間中に適用される製品使用権は?
SPLA の契約時に本製品のバージョンのソフトウェア サービスを初回に提供した時点のサービス プロバイダー製品
使用権説明書 (SPUR) の製品使用権が、本契約の期間中有効です。ただし、以下の条件が適用されます。

1. マイクロソフトが本製品の新しいバージョンの提供を開始し、サービス プロバイダーがその新しいバージョンを
使用する場合は新しいバージョンの製品使用権説明書を遵守しなければなりません。

2. サービス プロバイダーが製品の以前のバージョンによるソフトウェア サービスを提供する場合、サービス プロバ
イダーが本契約に基づいて本製品によるソフトウェア サービスを最初に提供した時点のサービス プロバイダー
製品使用権説明書に記載されている本製品のバージョンの製品使用権が適用されます。(ただし、最初に使
用したバージョンに含まれていないコンポーネントが含まれる場合、かかるコンポーネントに固有の後継の製品
使用権が適用されます。)

適用される製品使用権の例 (SQL Server の例)

SQL Server 2012 でサービス開始して、契約更新後も現在まで同じバージョンを使い続ける場合1

常に新バージョンのリリース時にアップグレードして、最新バージョンでサービスを提供する場合2

SQL Server 2012 SQL Server 2014 SQL Server 2016

製品番号は旧バージョンの製品番号と変わらない場合があります。

サービス提供中の 
SPLA パートナーが契

約更新した場合、契約更新
時の SPUR の使用権が適用
されます。従前契約の期間
中に最初にソフトウェア サー
ビスを提供した時点の SPUR 
の使用権は適用されません。

SPLA 契約

1 年目
SPLA 契約

2 年目
SPLA 契約

3 年目

新規
SPLA 契約

1 年目
SPLA 契約

2 年目
SPLA 契約

3 年目

更新
SPLA 契約

1 年目

更新

SPUR に掲載の製品バージョン

SQL Server 2016 の
使用権を適用
• 2016 の製品番号/価格

SQL Server 2014 の使用権を適用
• 2014 の製品番号/価格

SQL Server 2012 の使用権を適用
• 2012 の製品番号/価格

SQL Server 2016 の使用権を適用
• 2016 の製品番号/価格

SQL Server 2014 の使用権を適用
• 2014 の製品番号/価格

SQL Server 2012 の使用権を適用
• 2012 の製品番号/価格

SQL Server 2012 でサービス開始して、SQL Server 2016 リリース時にアップグレードする場合3

SQL Server 2016 の使用権を適用
• 2016 の製品番号/価格

SQL Server 2014 の使用権を適用
• 2014 の製品番号/価格

SQL Server 2012 の使用権を適用
• 2012 の製品番号/価格

アップグレード

アップグレード

アップグレード

SPLA 利用時のヒント
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ソフトウェア サービス リセラーからサービスの再販は行えません
SPLA を購入したサービス プロバイダーやデータ センター事業者から、ソフトウェア サービス リセラーへの再販は 1 階層のみ許可されます。
再販されたソフトウェア サービス リセラーからさらに他のソフトウェア サービス リセラーへの再販はできませんのでご注意ください。

マイクロソフト

SPLA

SPLA サブライセンス

エンド ユーザー企業
(利用者)

データ センター

サービス (ライセンス)
提供

サービスの利用

ソフトウェア サービス リセラー

ソフトウェア サービス リセラー

2 階層の
再販は
できません

ISV 事業者

データ センター事業者

SPLA が適用となる範囲

「ソフトウェア サービス」とは、直接的または間接的にライセンス製品を使用、表示、実行、アクセス、またはその他の形でライセンス製品との
相互作用を行うため、貴社がエンド ユーザーに提供するサービスを意味します。
貴社はこれらのサービスを、貴社が料金を得るか否かにかかわらず、インターネット、電話ネットワークまたはプライベート ネットワーク経由で、
レンタル契約、加入契約またはサービス契約に基づいて、データ センターから提供しなければなりません。(SPLA契約書/定義)

サービス提供環境 (SPLA 対象範囲)

Internet

Backup ServerDB監視系サーバー

Apps ServerApps Server Web Server

認証サーバー

SPLA の利用シナリオ

SPLA 契約期間中に適用される製品使用権は?
SPLA の契約時に本製品のバージョンのソフトウェア サービスを初回に提供した時点のサービス プロバイダー製品
使用権説明書 (SPUR) の製品使用権が、本契約の期間中有効です。ただし、以下の条件が適用されます。

1. マイクロソフトが本製品の新しいバージョンの提供を開始し、サービス プロバイダーがその新しいバージョンを
使用する場合は新しいバージョンの製品使用権説明書を遵守しなければなりません。

2. サービス プロバイダーが製品の以前のバージョンによるソフトウェア サービスを提供する場合、サービス プロバ
イダーが本契約に基づいて本製品によるソフトウェア サービスを最初に提供した時点のサービス プロバイダー
製品使用権説明書に記載されている本製品のバージョンの製品使用権が適用されます。(ただし、最初に使
用したバージョンに含まれていないコンポーネントが含まれる場合、かかるコンポーネントに固有の後継の製品
使用権が適用されます。)

適用される製品使用権の例 (SQL Server の例)

SQL Server 2012 でサービス開始して、契約更新後も現在まで同じバージョンを使い続ける場合1

常に新バージョンのリリース時にアップグレードして、最新バージョンでサービスを提供する場合2

SQL Server 2012 SQL Server 2014 SQL Server 2016

製品番号は旧バージョンの製品番号と変わらない場合があります。

サービス提供中の 
SPLA パートナーが契

約更新した場合、契約更新
時の SPUR の使用権が適用
されます。従前契約の期間
中に最初にソフトウェア サー
ビスを提供した時点の SPUR 
の使用権は適用されません。

SPLA 契約

1 年目
SPLA 契約

2 年目
SPLA 契約

3 年目

新規
SPLA 契約

1 年目
SPLA 契約

2 年目
SPLA 契約

3 年目

更新
SPLA 契約

1 年目

更新

SPUR に掲載の製品バージョン

SQL Server 2016 の
使用権を適用
• 2016 の製品番号/価格

SQL Server 2014 の使用権を適用
• 2014 の製品番号/価格

SQL Server 2012 の使用権を適用
• 2012 の製品番号/価格

SQL Server 2016 の使用権を適用
• 2016 の製品番号/価格

SQL Server 2014 の使用権を適用
• 2014 の製品番号/価格

SQL Server 2012 の使用権を適用
• 2012 の製品番号/価格

SQL Server 2012 でサービス開始して、SQL Server 2016 リリース時にアップグレードする場合3

SQL Server 2016 の使用権を適用
• 2016 の製品番号/価格

SQL Server 2014 の使用権を適用
• 2014 の製品番号/価格

SQL Server 2012 の使用権を適用
• 2012 の製品番号/価格

アップグレード

アップグレード

アップグレード

SPLA 利用時のヒント
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仮想 OSE

A 社

仮想 OSE

C 社

仮想 OSE

B 社

ハードウェア/OS

ソフトウェア アシュアランス付きのライセンスで解決できます
エンド ユーザーが ソフトウェア アシュアランス (SA) 付きのライセンスをサービス プロバイダーに持ち込み、SA 特典のライセンス モビリティを
利用することにより解決できます。サービス プロバイダーは、エンド ユーザー専用の環境および専用アプリケーションとして展開することで、
IaaS を提供することが可能です。

OEM 製品、フルパッケージ製品、その他のボリューム ライセンスは共有環境で利用できません
Windows Server や SQL Server のライセンスを OEM (Original Equipment Manufacturer) 製品やフルパッケージ製品 (FPP) 、
その他ボリューム ライセンスで調達し、共有環境で使用することはできません。

エンド ユーザーはインストール作業を行うことはできません
サービス プロバイダーが、Windows Server や SQL Server のライセンスを SPLA で調達する場合、特定のエンド ユーザー専用の環境であっても、
アプリケーションなどのインストール作業をエンド ユーザーが実施することはできません。

クラウド コンピューティング サービスの IaaS を提供する場合は?
クラウド コンピューティング サービスの中でも、CPU やメモリ、ハード ディスク、OS などのインフラをサービスとして提供する IaaS 　(Infrastructure as a 
Service) は多くの企業に利用されています。IaaS では、エンド ユーザーは何もインストールされていないサーバー環境上に必要なサーバー ソフトウェアを
インストールすることになるため、IaaS を提供するサービス プロバイダーは次のような注意が必要です。

サービス プロバイダー

エンド ユーザーの専用環境

仮想 OSE 仮想 OSE

ハードウェア/OS

エンド ユーザーによる
インストール作業が可能

SA 付きで購入した 
SQL Server ライセンスを持ち込み

SA

エンド ユーザーの専用環境

サービス プロバイダー エンド ユーザー

OEM、FPP、その他の
ボリューム ライセンスで調達した 

Windows Server や SQL Server

仮想 OSE 仮想 OSE

ハードウェア/OS

エンド ユーザーによる
インストール作業は不可

SPLA で調達した 
Windows Server や SQL Server

共有環境

共有環境で
使用できません

サービス プロバイダー エンド ユーザー

ライセンス モビリティの詳細は、P.22 の青枠内「ソフトウェア アシュアランスによるライセンス モビリティ (Web サイト)」のリンクをご覧ください。

エンド ユーザー保有のボリューム ライセンスを SPLA 環境に持ち込む場合は?
サービス プロバイダーが SPLA で取得したサーバー OS 上に、エンド ユーザーが他のボリューム ライセンスで取得したサーバー アプリケーションを持ち込む
場合、物理的にも仮想的にもエンド ユーザー組織専用の環境である必要があります。なお、Windows Remote Desktop Service CALについては、占有
環境であっても持込対象外となります。

共有ハードウェア環境にライセンスを持ち込む場合、ソフトウエア アシュアランス (SA) が必要
エンド ユーザー保有のライセンスをサービス プロバイダーの共有ハードウェア環境で使用するには、ソフトウエア アシュアランスが必要になります。ソフトウェア 
アシュアランスの特典であるライセンス モビリティを利用することで、サービス プロバイダーの共有ハードウェア環境への展開が許諾されます。なお、 
Windows Server、Windows クライアント、Office などのデスクトップ アプリケーションのソフトウエア アシュアランスには、ライセンス モビリティの特典が含ま
れておりません。SQL Server、Exchange Server、Lync Server、System Center Server、SharePoint Server、Dynamics CRM などが対象となります。

● 他のライセンスプログラムにより取得したライセンスを利用して第三者へのサービスを目的としたソフ
トウェア サービス提供を行うことはできません。(セルフ ホスト アプリケーションは可能*)

● 企業は、社内での使用または自社の業務遂行を目的とした場合にのみ、上記ライセンスを取得でき
ます。

● ホスティング、レンタル、リースは禁止されています。(セルフ ホスト アプリケーションは可能*)
● 通常、ボリューム ライセンスで取得したライセンスや使用権を第三者に譲渡することはできません。

  * 「セルフ ホスト アプリケーション」の詳細については製品条項 (PT) を参照してください。

● 顧客 (エンド ユーザー ) が他のボリューム ライセンスを通じてすでにライセンスを購入しており、その
ライセンスが次の条件を満たす場合はサービス プロバイダーが該当顧客に対し、該当ソフトウェアに
てサービスの運用、管理を行うことが可能です。

1. サーバー ライセンスと CAL の両方が該当顧客によってすでに取得されている
2. ライセンスの使用が該当顧客の環境に限定される 

(共有型のソフトウェア サービスには適用できません。)
3. ライセンスの利用方法が製品条項 (PT) に準拠している

ソフトウェア アシュアランスによるライセンス モビリティ (Web サイト)
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx#tab=1

Microsoft 製品条項 (PT) 
http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=1

● ボリューム ライセンスのエンド ユーザーは、「ライセンス モビリティ確認フォ̶ム」を提出する必要があります。

● サービス プロバイダーは、SPLA 契約の他に「ライセンス モビリティ追加契約」を締結し、認定モビリティ パートナーになる必要があります。
詳細については以下をご確認ください。

［ボリューム ライセンスの適用範囲］

● ライセンス プログラム: SPLA
● ライセンス取得者: サービス プロバイダー
● ハードウェア所有者: サービス プロバイダー

● ライセンス プログラム: ボリューム ライセンス
● ライセンス取得者: エンド ユーザー
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OS/仮想化ソフトウェア

仮想 OSE 仮想 OSE

アプリアプリアプリ

エンド ユーザー専用のハードウェア、仮想環境が必要
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Windows サーバーは、SPLA を
介したサービス プロバイダーによって
ライセンスされ、インフラストラクチャー 
サービスの一部として利用される
必要があります。
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仮想 OSE

A 社

仮想 OSE

C 社

仮想 OSE

B 社

ハードウェア/OS

ソフトウェア アシュアランス付きのライセンスで解決できます
エンド ユーザーが ソフトウェア アシュアランス (SA) 付きのライセンスをサービス プロバイダーに持ち込み、SA 特典のライセンス モビリティを
利用することにより解決できます。サービス プロバイダーは、エンド ユーザー専用の環境および専用アプリケーションとして展開することで、
IaaS を提供することが可能です。

OEM 製品、フルパッケージ製品、その他のボリューム ライセンスは共有環境で利用できません
Windows Server や SQL Server のライセンスを OEM (Original Equipment Manufacturer) 製品やフルパッケージ製品 (FPP) 、
その他ボリューム ライセンスで調達し、共有環境で使用することはできません。

エンド ユーザーはインストール作業を行うことはできません
サービス プロバイダーが、Windows Server や SQL Server のライセンスを SPLA で調達する場合、特定のエンド ユーザー専用の環境であっても、
アプリケーションなどのインストール作業をエンド ユーザーが実施することはできません。

クラウド コンピューティング サービスの IaaS を提供する場合は?
クラウド コンピューティング サービスの中でも、CPU やメモリ、ハード ディスク、OS などのインフラをサービスとして提供する IaaS 　(Infrastructure as a 
Service) は多くの企業に利用されています。IaaS では、エンド ユーザーは何もインストールされていないサーバー環境上に必要なサーバー ソフトウェアを
インストールすることになるため、IaaS を提供するサービス プロバイダーは次のような注意が必要です。
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ライセンス モビリティの詳細は、P.22 の青枠内「ソフトウェア アシュアランスによるライセンス モビリティ (Web サイト)」のリンクをご覧ください。

エンド ユーザー保有のボリューム ライセンスを SPLA 環境に持ち込む場合は?
サービス プロバイダーが SPLA で取得したサーバー OS 上に、エンド ユーザーが他のボリューム ライセンスで取得したサーバー アプリケーションを持ち込む
場合、物理的にも仮想的にもエンド ユーザー組織専用の環境である必要があります。なお、Windows Remote Desktop Service CALについては、占有
環境であっても持込対象外となります。

共有ハードウェア環境にライセンスを持ち込む場合、ソフトウエア アシュアランス (SA) が必要
エンド ユーザー保有のライセンスをサービス プロバイダーの共有ハードウェア環境で使用するには、ソフトウエア アシュアランスが必要になります。ソフトウェア 
アシュアランスの特典であるライセンス モビリティを利用することで、サービス プロバイダーの共有ハードウェア環境への展開が許諾されます。なお、 
Windows Server、Windows クライアント、Office などのデスクトップ アプリケーションのソフトウエア アシュアランスには、ライセンス モビリティの特典が含ま
れておりません。SQL Server、Exchange Server、Lync Server、System Center Server、SharePoint Server、Dynamics CRM などが対象となります。

● 他のライセンスプログラムにより取得したライセンスを利用して第三者へのサービスを目的としたソフ
トウェア サービス提供を行うことはできません。(セルフ ホスト アプリケーションは可能*)

● 企業は、社内での使用または自社の業務遂行を目的とした場合にのみ、上記ライセンスを取得でき
ます。

● ホスティング、レンタル、リースは禁止されています。(セルフ ホスト アプリケーションは可能*)
● 通常、ボリューム ライセンスで取得したライセンスや使用権を第三者に譲渡することはできません。

  * 「セルフ ホスト アプリケーション」の詳細については製品条項 (PT) を参照してください。

● 顧客 (エンド ユーザー ) が他のボリューム ライセンスを通じてすでにライセンスを購入しており、その
ライセンスが次の条件を満たす場合はサービス プロバイダーが該当顧客に対し、該当ソフトウェアに
てサービスの運用、管理を行うことが可能です。

1. サーバー ライセンスと CAL の両方が該当顧客によってすでに取得されている
2. ライセンスの使用が該当顧客の環境に限定される 

(共有型のソフトウェア サービスには適用できません。)
3. ライセンスの利用方法が製品条項 (PT) に準拠している

ソフトウェア アシュアランスによるライセンス モビリティ (Web サイト)
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx#tab=1

Microsoft 製品条項 (PT) 
http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=1

● ボリューム ライセンスのエンド ユーザーは、「ライセンス モビリティ確認フォ̶ム」を提出する必要があります。

● サービス プロバイダーは、SPLA 契約の他に「ライセンス モビリティ追加契約」を締結し、認定モビリティ パートナーになる必要があります。
詳細については以下をご確認ください。

［ボリューム ライセンスの適用範囲］

● ライセンス プログラム: SPLA
● ライセンス取得者: サービス プロバイダー
● ハードウェア所有者: サービス プロバイダー

● ライセンス プログラム: ボリューム ライセンス
● ライセンス取得者: エンド ユーザー
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FAQ

仮想環境に Windows 8 や Windows 7 をインストールしてサービス提供することは可能ですか?Q.
A. いいえ。SPLA では、クライアント OS 環境のホスティング利用はできません。ホスティングで提供可能な仮想デスクトップ環境のシナリオは以下の 2 つとなります。

1. Windows Server をデスクトップ用 OS として利用し、ターミナル サービスで仮想デスクトップ環境を提供
• ライセンス プログラム: SPLA
• 必要となるライセンス: Windows Server プロセッサ ライセンス ＋ Remote Desktop Service SAL

2. エンド ユーザー所有の Windows VDA をハウジングする形で、専用ホスティング環境にて仮想デスクトップ環境を提供　
 サーバーは物理的にエンド ユーザー専用である必要があります。

• ライセンス プログラム: ボリュームライセンス＋SPLA
• 必要となるライセンス: Windows SA または Windows VDA (ボリュームライセンス)、Windows Server プロセッサ ライセンス (SPLA)

SPLA 利用時のヒント

他のボリューム ライセンスと SPLA ライセンスを混在して利用することは可能ですか?Q.
A. はい。混在での利用は可能です。ただし、サーバーは物理的にも仮想的にもボリューム ライセンス所有のユーザー専用で提供する必要があります(ソフトウェア 

アシュアランスによるライセンス モビリティの場合は、共有ハードウェア環境での提供が可能です)。 また、同一サーバーに対するアクセス ライセンスを SAL
(SPLA) と CAL (ボリューム ライセンス)で混在利用することはできません。RDS CAL は Windows Server と同一ファミリーのため、SPLA にて提供される必要
があります。

SPLA では特定のバージョンの製品しか使用できないのですか?Q.
A. いいえ。SPLA ではバージョンの指定はありません。サービス プロバイダーのサービスに合わせて最新バージョンから旧バージョンまでご利用いただけます。

データのバックアップを目的としたサーバーに対するライセンスの報告は必要ですか?Q.
A. サービスの一環としてデータを該当サーバーに保存している場合、ライセンス報告の対象となります。

SPLA を締結しているサービス プロバイダーは、そのサービスを自社内で利用することができますか?Q.
A. SPLA は顧客 (エンド ユーザー) 向けに提供するサービス専用のライセンスですが、以下の条件をすべて満たす場合に限り、サービス プロバイダーは本製品を自社 

(MBSA で定義されている関連会社を含む) の内部で使用できます。

1. かかる内部使用について月次使用報告において報告し、支払を行うこと
2. かかる内部使用が、各月において貴社のエンド ユーザーによる当該本製品の総使用量の 50% 未満 (各本製品別に計算) であること。

3. SPLA で当該本製品の内部使用を制限していないこと。

※ 内部使用の定義は、ソフトウェア サービスとして外向けに提供されているサーバーのみならず、インターナル向けに独立しているサーバーであっても適用です。

値上げや値下げなど、価格の変更はいつあるのでしょうか?Q.
A. 貴社のリセラー (SPLA 流通会社) に請求する製品の価格を引き下げる場合は、随時値下げを行います。値上げを行う場合は年 1 回、毎年 1 月のみ行います。

ただし、為替レートの変動による値上げ/値下げを適宜行う場合があります。

エンド ユーザーが保有する Office 365 ProPlus を持ち込むことはできますか?Q.
A. はい、Shared Computer Activation (SCA) という Office 365 ProPlus ユーザーが同一ハードウェアを共有できる機能を使用し、以下の環境で動かすことができます。

※ 認定クラウドパートナーはこちらからご確認ください。
 http://download.microsoft.com/download/6/F/D/6FDCFCD3-6E8C-4DA0-B7FD-D3D83B5E6ACB/Authorized%20SCA%20Partner%20List.pdf

1. Microsoft Azure 2. エンド ユーザーの
オンプレミスの専有環境

3. サービス プロバイダーの
専有ホスティング環境

4. 認定クラウド パートナーの
共有環境

製品に関するお問い合わせは、次のインフォメーションをご利用ください。

※電話番号のおかけ間違いにご注意ください。

ご購入に関するお問い合わせは、マイクロソフト認定パートナーへ。

●記載されている、会社名、製品名、ロゴ等は、各社の登録商標または商標です。 ●製品の仕様は、予告なく変更することがあります。予めご了承ください。

■ マイクロソフト認定パートナー http://www.microsoft.com/ja-jp/partner/

■ インターネット ホームページ http://www.microsoft.com/ja-jp/
■ マイクロソフト カスタマー インフォメーションセンター 0120-41-6755 （9:00～17:30  土日祝日、弊社指定休業日を除きます） 

■ マイクロソフト ボリューム ライセンス コールセンター 0120-737-565 （9:00～17:30  土日祝日、弊社指定休業日を除きます） 

「SPLA」に関する最新情報は、http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/licensing-options/spla-program.aspx をご覧ください。


