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ボリューム ライセンス サービス センターの概要  

Microsoft ボリューム ライセンスのお客様は、ボリューム ライセンス サービス センター (VLSC) から自

身のライセンス契約を表示し管理することができます。  

Microsoft とのライセンス契約は、製品の使用方法、使用期間、およびお客様がビジネス環境で製品

を展開する方法を指定するものです。たとえば、ライセンス契約または利用資格には、マルチ アクティ

ベーションが可能な単一ソフトウェア製品のリース契約の詳細が記載されていることがあります。さらに、

カスタマーは、無料製品アップグレードやサービス チケットのセット番号など、マイクロソフトとのライセ

ンス契約関係の特典を提供する、ソフトウェア アシュアランスなどのサービス契約を購入することがで

きます。 

マイクロソフトからソフトウェアを購入およびダウンロードする際、マイクロソフトの知的財産を使用する

権限は、選択したボリューム ライセンス契約およびサービスに基づいて付与されます。  

 

ボリューム ライセンス サービス センターに登録する  

注意   登録するには、有効な勤務先電子メール アドレスおよび Microsoft アカウントが必要です。

Microsoft アカウントの作成に関する説明は、「付録 A」を参照してください。  

複数の契約番号の管理プロセスを合理化するため、登録には、Microsoft アカウントと有効な勤務先

電子メール アドレスが求められています。ここに示す手順に従うことで、複数の契約番号を追跡および

管理するプロセスをより簡単にすることができます。 

VLSC に登録するとき、サイトでは、マイクロソフトからの招待メールを使用して、勤務先電子メール アド

レスを有効化することが求められます。契約または発注の署名に使用したのと同じ勤務先電子メール 

アドレスを使用する必要があります。  

ペアレント契約の管理者である場合は、VLSC への同意を初めて行うときに、[VLSC 管理者権限の引き

継ぎオプション] ページが表示されます。オプトインを選択すると、自動的に、ペアレント契約と関連付

けられているすべての下位契約の管理者になります。  

ボリューム ライセンス サービス センター (VLSC) への登録方法 

1. www.microsoft.com/licensing/servicecenter で VLSC にアクセスします。 

2. [ボリューム ライセンス サービス センターにようこそ] ホーム ページで、[サインイン] をクリック

します。 

3. お使いの Microsoft アカウントとパスワードを入力します。  

4. [サインイン] をクリックします。 

https://www.microsoft.com/licensing/servicecenter
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注意   以前からのユーザーが VLSC の使用方法に関する概要を確認する場合は、「ボリューム ライセ

ンス サービス センターで操作を行う」セクションを参照してください。 

5. 初めてのユーザーは、勤務先電子メール アドレスを入力する必要があります。勤務先電子

メール アドレスを、[勤務先の電子メール] フィールドおよび [勤務先電子メールの確認] フィー

ルドの両方に入力します。 

[送信] をクリックします。 

 VLSC への招待電子メールを受け取った場合は、招待が送信された電子メール アドレ

スを入力します。 

 [送信] をクリックします。入力された勤務先電子メール アドレスが実際に所有されてい

ることを確認するための電子メールが Microsoft から送信されます。 

6. 入力した勤務先電子メール アドレスの受信トレイを開きます。 

a. ボリューム ライセンス サービス センターからの確認用の電子メール メッセージを開き

ます。 

b. 電子メール メッセージ中のリンクをクリックし、自分が入力した勤務先電子メール アド

レスであることを確認します。 

注意   電子メール通知が送信されない場合、電子メール プログラムの迷惑メール フォルダーを確認し

てください。信頼できる差出人のリストに @microsoft.com を追加しておいてください。  

 

新規 Open License カスタマー契約に同意する 

VLSC にサインインするとき、利用条件にまだ同意されていない Open License 契約がないか確認されま

す。未同意の Open License 契約がある場合は、契約への同意を確認するメッセージが表示されます。 

Open License カスタマー契約への同意方法 

1. [Microsoft ボリューム ライセンス] ページで、次の操作を行います。  

a. [Open License の種類] フィールドで、下矢印をクリックしてメニューを開き、メニューか

ら項目を選びます。 

b. [使用国] フィールドで、下矢印をクリックしてメニューを開き、メニューから項目を選びま

す。 

c. [言語] フィールドで、下矢印をクリックしてメニューを開き、メニューから項目を選びます。 

2. [実行] をクリックします。 

Open License 契約が表示されます。 

3. 氏名を入力し、[同意する] をクリックします。 

取引条件に合意されないと、セッション中に、プロファイルからすべての Open License が削除

されます。すべての利用条件タイプに対して、1 回の同意のみが必要です。これは、ユーザー

に割り当てられる、現在および将来の Open License 契約に適用されます。 
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ボリューム ライセンス サービス センターで操作を行う 

VLSC は、ユーザーが必要とするライセンス管理にアクセスしやすいように設計されています。以下の

操作を実行できます。  

 製品およびキーのダウンロード 

 1 つの場所からすべてのライセンス情報にアクセス 

 契約一覧およびライセンス契約の詳細の表示  

 組織内のすべての契約または購入内容の表示 

 加入契約のステータスの確認 (今後の契約期限切れ情報を含む)  

 最近のダウンロード活動の表示  

 すべての利用資格を製品およびバージョンごとに示した、ライセンスの概要の受け取り 

 管理者として、保留中のリクエストの表示  

 ヘルプおよびトレーニング リソースの検索  

 ボリューム ライセンス サービス センターに関する最新情報またはアップデートの表示 

 

表示可能なメニュー オプションおよび通知は、ユーザーの役割によって異なります。VLSC ホーム ペー

ジのメイン ナビゲーション バーを使って、以下の操作を実行できます。  

 Open License の表示 

 ソフトウェアのダウンロードおよびプロダクト キーへのアクセス 

 ソフトウェア アシュアランス特典へのアクセス 

 サブスクリプションの表示  

 Online Services のアクティブ化 (オープンのお客様のみ) 

 管理タスクの実行 

 VLSC に関するヘルプの入手 
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VLSC ホームページには、次のタスクの実行に役立ついくつかのオプションが表示されます。 

番号 名称 目的 

1 メイン ナビゲーション 

バー 

メイン ナビゲーション バーを使用して、[ライセンス]、[ダウ

ンロードとキー]、[ソフトウェア アシュアランス]、[サブスク

リプション]、[管理]、および [ヘルプ] ページにアクセスしま

す。 

2 必要な情報の検索  リンクをクリックして、以下の操作を実行できます。  

 ソフトウェアのダウンロード 

 プロダクト キーの検索 

 VLSC アクセス許可の確認 

3 ライセンス情報の管理  リンクをクリックして、ライセンスの概要や契約一覧情報を

表示したり、プロファイルに Open License を追加したりで

きます。 

4 保留中のリクエスト数の

リンク 

管理資格を持っている場合は、このリンクによって保留中

のリクエストの合計数が表示されます。リンクをクリックし

て、[ユーザー管理] ページを開きます。ここで、アクセス

許可の表示や編集および保留中のリクエストの処理を行

うことができます。 

5 利用資格の使用  このセクションを使用して、特典に応じた利用資格のタイ

プを表示します。  
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6 新機能  VLSC サイトの更新および新機能について学習します。 

7 詳細情報  一般的な VLSC タスクに関するビデオを表示し、他のト

レーニングおよびリソースを検索します。 

VLSC の管理タスク 

管理者役割が付与されている場合は、追加機能およびタブが VLSC の [管理] ページに表示されます。 

管理のみ: 

 ユーザーの追加 

 ユーザー管理 

 Open License の追加 

ユーザーおよび管理: 

 環境設定 

 権限をリクエスト 

 アクセス権限 

 Open License の追加 

 

[マイ環境設定] ページ 

[管理] を選択し、上部のナビゲーション バーから [マイ環境設定] を選択して、通知やアラートの管理、

および管理 FAQ の表示を行います。 

環境設定オプションを選択するには 

通知およびアラートを受け取るには、[アクセス権限が変更されたときに、管理者から VLSC 電子メール

通知を受け取ることを希望します。] ボックスをオンにします。アクセス許可に変更が加えられたときに、

管理者から通知が送信されます。 

[管理者向けの FAQ] セクションで、次を選択することで、管理者役割のオプトインまたはオプトアウトを

行うこともできます。  

 オプトイン: ユーザーがプライマリ コンタクトまたは通知送付先担当者およびオンライン 

アクセス コンタクトとして指名されている MBSA または Select/Enterprise 契約に基づ

いて追加される、将来のすべての加入契約に対する管理役割を受け取ります。 

 オプト アウト: ユーザーがプライマリ コンタクトまたは通知送付先担当者およびオンライ

ン アクセス コンタクトとして指名されている MBSA または Select/Enterprise 契約に基

づいて追加される、将来のすべての加入契約に対する管理役割を解除します。 

注意   オプト アウトを選択する場合、現在および将来のボリューム ライセンス契約に対するアクセス許

可を失うことがあります。 
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ユーザーの環境設定オプションを選択したら、[保存] をクリックします。アクセス許可を表示して、ビュー

からライセンスを削除することができます。  

注意   管理者である場合は、[保存] をクリックして、アクセス許可の変更を保存します。 

 
 

番号 名称 目的 

1 ユーザー情報 ユーザー名および電子メール アドレスが表示されま
す。 

2 凡例 [個別のアクセス権限] 列で使用されているアイコンお
よびチェック ボックスの説明が表示されます。 

3 [現在のアクセス権限]  このセクションを使用して、ボリューム ライセンスのア
クセス許可を表示します。[MBSA]、[ライセンス契約の
種別]、[ライセンス ID] に一覧表示されている加入契
約、および [組織] からの情報を階層で表示できます。
[管理者] および [個別のアクセス権限] 列では、管理
者ステータスを付与したり、ユーザーのアクセス許可を
変更したりできます。 

4 [MBSA] 列 この列は、一覧表示されている上位プログラムおよび
利用資格の Master Business Service Agreement 

(MBSA) 番号を表示します。 
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5 [ライセンス契約の種別] 列 この列は、上位契約のタイプおよび番号を表示しま

す。 

6 [ライセンス ID] 列 この列は、利用資格および識別番号を表示します。 

7 [組織] 列 この列は、組織名を表示します。 

8 [管理者] 列 現在割り当てられているライセンスの詳細およびアク

セス許可のタイプを表示します。 

9 [個別のアクセス権限] 列 この列を使用して、別の VLSC ユーザー役割を表示し

ます。アイコン上をマウスでポイントして、説明を表示

することができます。 

ライセンス ID へのアクセス許可を削除するには、赤

色の X をクリックして、そのライセンス ID へのアクセ

ス許可を削除します。 

注意   ライセンスへのアクセス許可を削除しても、

VLSC からユーザーは削除されません。その勤務先

電子メールは、ライセンスのアクセス許可がない場合

でも、契約に常に関連付けられています。 

ソフトウェア アシュアランス マネージャー、オンライン 

サービス マネージャー、およびサブスクリプション マ

ネージャー役割については、ポップアップが表示さ

れ、個別の役割を選択することができます。[すべてを

選択] を選択すると、すべての役割が選択されます。 

注意   個別の役割を選択する機能は、現在使用でき

ません。1 つずつ役割を選択する場合、すべての役

割が選択されます。 

ユーザー役割を削除すると、ライセンス ID へのアク

セス許可を再取得するために、管理者にアクセス許

可をリクエストする必要があることを示すポップアップ 

ウィンドウが表示されます。 
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[アクセス権限のリクエスト] ページ 

アクセス許可への変更および新しいライセンス ID へのアクセス権をリクエストすることができます。  

  

 

番号 名称 目的 

1 ライセンス ID の入力  [プログラム] ドロップダウン メニューから、ボリューム ライ

センス プログラムの種類 (例: [キャンパス/スクール]) を選

択し、[加入契約番号] を関連するテキスト フィールドに入

力します。 

2 [ボリューム ライセン

ス プログラム リファレ

ンス]  

[ボリューム ライセンス プログラム リファレンス] セクション

を使用して、各プログラム タイプに対するライセンス ID の

タイプを識別します。詳細については、「付録 B – 用語集」

を参照してください。 

3 アクセスの選択  適切なチェック ボックスをオンにして、ライセンス ID に対し

てリクエストする役割を指定します (例: [プロダクト キー])。 
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[ソフトウェア アシュアランス管理者]、[オンライン サービス

管理者]、および [サブスクリプション管理者] の役割は、選

択するとポップアップ ウィンドウが表示されます。[すべてを

選択] を選択してすべてのオプションを選択するか、オプ

ションを個別に選択することができます。 

注意   個別の役割を選択する機能は、現在使用できませ

ん。1 つずつ役割を選択する場合、すべての役割が選択さ

れます。 

[OK] をクリックして変更を保存します。必要に応じて、各役

割に対して繰り返します。 

4 [確認して送信] テキ

スト入力フォーム 

必要に応じて、コメントを追加します。最大文字数は、500 

文字です。 

5 [送信] ボタン ステップ 1 から 3 を完了した後、[送信] をクリックして、承

認を受けるため、管理者にリクエストを送信します。 

 

保留中のリクエストを処理するには 

ユーザーがアクセス許可をリクエストすると、リクエストがそのライセンス ID を管理する管理者に承認

のために電子メールで送付されます。詳細については、VLSC にサインインしてから [VLSC アクセス許

可の確認] を選択してください。ユーザーが管理者の場合は、すべての保留中のリクエストを [ユー

ザー管理] ページから処理することができます。保留中のリクエストの詳細については、「[ユーザー管

理] ページ」セクションを参照してください。  

 

[新規ユーザーの追加] ページ 

ユーザーが管理者の場合は、新しいユーザーを追加し、新しいユーザーの勤務先電子メールを使用し

てアクセス許可を割り当てることができます。  

注意   新しいユーザーを追加して、アクセス許可の変更を保存するには、必ず [追加] をクリックして、

新しいユーザーの追加を完了する必要があります。 
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番号 名称 目的 

1 [新しいユーザー情報]  そのユーザーの勤務先電子メール アドレスおよび

氏名をテキスト フィールドに入力します。入力内容と

ユーザーの情報は一致している必要があります。 

2 [凡例]  [個別のアクセス権限] 列で使用されているアイコン

およびチェック ボックスの説明が表示されます。 

ヒント  アイコン上でマウスをポイントして、その説

明のポップアップを表示することができます。 

3 アクセス許可割り当て  
この領域を使用して、新しいユーザーのアクセス許

可をリクエストできます。  
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4 MBSA  この列は、一覧表示されている上位プログラムおよ

び利用資格の Master Business Service Agreement 

(MBSA) 番号を表示します。 

5 上位プログラム  
この列は、上位契約のタイプおよび番号を表示しま

す。 

6 ライセンス ID  この列は、利用資格および識別番号を表示します。 

7 組織  
この列は、組織名を表示します。 

8 管理者  
現在割り当てられているライセンスの詳細およびア

クセス許可のタイプを表示します。 

9 個別のアクセス権限  管理者に関連付けられているすべてのライセンスが

表示されます。各ライセンス ID について、対応する

チェック ボックスをオンにして、新しいユーザーの

ユーザー役割およびアクセス許可を割り当てます。  

[ソフトウェア アシュアランス管理者]、[オンライン 

サービス管理者]、および [サブスクリプション管理

者] の役割については、「[アクセス権限のリクエスト] 

ページ」セクションを参照してください。  

各ライセンス ID について、対応するチェック ボック

スをオンにして、新しいユーザーのユーザー役割お

よびアクセス許可を割り当てます。アクセス許可割り

当てを加入契約に適用する 2 つのオプションがあり

ます。 

 アクセス許可割り当てを表示されているすべ

てのライセンスに適用する場合、[管理者] 列

または [個別のアクセス権限]] 列にある役割 

(例: [サブスクリプション管理者]) のすぐ下の

チェック ボックスをオンにします。 

 アクセス許可割り当てを表示されている単一

のライセンスに適用するには、利用資格と同

じ行のチェック ボックスをオンにする必要が

あります。  

注意   必ず [追加] をクリックして、プロセスを完了し

てください。 

 



 MICROSOFT ボリューム ライセンス サービス センター ユーザー ガイド  

 

15 

 

新しいユーザーには、VLSC のライセンスへのアクセ

ス権が付与されたことを通知する電子メールが送信

されます。 

 

新規ユーザーの追加方法 

1. メイン ナビゲーション バーで、[管理] を選択し、[ユーザーの追加] を選択します。 

2. [新しいユーザー情報] ボックスで、ユーザーの [電子メール]、[名]、および [姓] を入力します。 

3. [アクセス許可割り当て] セクションで、ユーザーに割り当てるアクセス許可を選択します。  

4. [追加] をクリックします。 
新しいユーザーは、電子メール通知を受け取ります。新たに割り当てられたアクセス許可が有
効になるには、最大で 2 時間要する場合があります。  

 

[ユーザー管理] ページ 

[ユーザー管理] ページを使用して、自身がライセンスの管理者となっているユーザーからの保留中の
リクエストを表示したり、既存のユーザーを表示したりすることができます。ユーザー名や電子メール ア
ドレスを選択して、アクセス許可を表示します。  

 

 

番号 名称 目的 

1 保留中のリクエスト  別のユーザーがライセンスのアクセス許可をリクエ

ストした場合は、[保留中のリクエスト] ヘッダーの下

のフィールドに表示されます。 
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2 ユーザー管理  姓、名、または電子メール アドレスを選択して [ユー

ザー権限の編集] ウィンドウを開き、選択したユー

ザーの現在のアクセス許可への追加、編集または

変更を行います。  

3 新規ユーザーの追加  [新規ユーザーの追加] リンクをクリックして、[新規

ユーザーの追加] ページに移動します。 

 

ユーザーのアクセス許可を編集するには 

ユーザーの役割およびアクセス許可は、各ライセンス ID ごとに列挙されています。役割の説明の凡例

を確認することができます。更新されたアクセス許可を持つユーザーは、管理者の操作が行われたこ

とを通知する電子メールを受け取ります。 

1. メイン ナビゲーション バーで、[管理] を選択し、[ユーザー管理] を選択します。 

2. 姓、名または電子メール アドレスを選択して、アクセス許可を編集します。 

[ユーザー権限の編集] ページが表示されます。 

3. 役割を変更するには、役割の下のチェック ボックスをオンにします。  

4. [追加] をクリックして、更新を保存します。 

アクセス許可が更新されたユーザーは、管理者の操作が行われたことを通知する電子メール

を受け取ります。 

 

アクセス許可リクエストを承諾または拒否するには 

1. メイン ナビゲーション バーから、[管理] を選択し、[アクセス権限詳細] を選択します。 

2. [ユーザー管理] ページで、[保留中のリクエスト] セクションに保留中のユーザー リクエストが表

示されます。 

ユーザーのリクエスト番号を選択して、リクエストの詳細を表示します。  

3. [VLSC アクセス権限リクエスト] ウィンドウが表示されます。[管理操作] で、[承諾] または [拒

否] を選択します。 

4. 必要に応じて、メッセージをリクエスト提出者に追加します。 

5. [OK] をクリックします。ユーザーは、リクエスト ステータスを知らせる電子メール通知を受け取

ります。 

 

[Open License の追加] ページ 

新しい Open License 発注が提出されると、Microsoft は、エンド カスタマーとリセラーの両方の詳細を

取り込みます。  

 発注が処理されると、お客様およびリセラーの両方に自動的に新しい Open License 契約への

アクセス権が付与されます。  
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 通知電子メールが契約の管理者に送付され、ようこそ電子メールがカスタマーとリセラーの両

方に送付されます。  

 管理者には、契約へのリセラーのアクセス権を拒否するオプションもあります。  

この機能は、Open License カスタマーの代わりにライセンスを管理するリセラー用の代替手段として用

意されています。この機能は、アクセス許可のリクエストの代わりに使用すべきではありません。 

 

[Open License の追加] ページにアクセスする方法 

[Open License の追加] ページにアクセスするには 2 つの方法があります。 

 メイン ナビゲーション バーで、[管理] を選択し、ドロップダウン メニューから [Open License の

追加] を選択します。 

 VLSC ホームページの [ライセンス情報の管理] のセクションで、[プロファイルに Open License 

を追加] リンクをクリックします。 

Open License 契約の所有者またはリセラーである登録済み VLSC ユーザーは、Open License 契約

のみに対する限定的なアクセス許可をリクエストすることができます。これらのアクセス許可には次が

含まれます。 

 Open License 契約の表示 

 ライセンス済みソフトウェアのダウンロード 

 プロダクト キーへのアクセス 

 ソフトウェア アシュアランスの要約の表示 

 Microsoft サブスクリプションの表示または管理 

 

注意   この機能では、完全な管理者アクセス許可 (ユーザーを管理する機能など) は付与できません。

ライセンスの管理者として追加するには、[管理] を選択し、[アクセス権限のリクエスト] を選択します。 
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番号 名称 目的 

1 ライセンス番号  Open License を追加するには、テキスト フィー

ルドにライセンス番号を入力します。 

2 ライセンス認証番号 Open License 認証番号をテキスト フィールドに

入力します。 

注意   登録済みの場合には、名前フィールドは

表示されません。 

3 私は . . . ことを認めま

す。 

次のことを認める場合は、[私は . . . ことを認めま

す。] チェック ボックスをオンにします。 

 登録リセラーである。 

 Open License の所有者である。 

 Open License の所有者によって特定の

アクセス許可が付与されている。 

4 送信  このボタンは、番号を [ライセンス番号] および 

[ライセンス認証番号] フィールドに入力するまで

は使用できません。番号を入力してから、[送信] 

をクリックしてリクエストを完了します。同じ手順

を繰り返して、別の Open License をプロファイ

ルに追加します。 

ライセンスおよび認証番号が認証された場合、

処理のためにリクエストが送信され、24 時間以

内にリクエストが確認されることを示すメッセージ

が表示されます。 
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 通知メールが、そのライセンスの管理者

に送信されます。 

 管理者が操作を行わない場合、アクセス 

リクエストは自動的に承認されます。 

 管理者がアクセス要求を拒否するには、

通知メールにあるリンクをクリックしま

す。  
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[製品の一覧] および [契約の一覧] 情報を表示する 

メイン ナビゲーション バーで、[ライセンス] を選択して、表示および管理する権限が付与されている契

約について、[製品の一覧] および [契約の一覧] 情報を表示することができます。VLSC では、ライセン

スに 3 つの階層があります。[ライセンス] ページを使用して、Master Business Service Agreement 

(MBSA)、上位契約、およびライセンス ID を表示することができます。 

a. MBSA は、ソフトウェアの使用に関して所有する契約タイプを定義し、すべてのマイクロソフ

ト ライセンス契約を管理する方法を指定します。MBSA は、選択した特典および利用資格

のタイプの詳細を決定するペアレント契約を制限します。MBSA レベルでは購入は行われ

ません。 

b. MBSA の下位契約として、上位契約は、プログラム レベルの各ライセンス ID または利用

資格について、1 つまたは複数の契約の使用を制限します。ペアレント契約は、マイクロソ

フトと交わした契約のステータスの詳細を表示します。つまり、開始日と終了日、ソフトウェ

ア アシュアランスなどの選択した特典、オープン ライ センス ビジネス契約の場合には、マ

イクロソフトとの電子で同意された契約を表示します。 

c. ライセンシング プログラムのタイプによって参照される内容に応じて、各ライセンス ID、利

用資格、および加入契約は、上位契約との子関係を確立します。ライセンス ID は、上位契

約に基づいて発注する実際のソフトウェア、ライセンス キーや加入契約などの、最終品目

です。 

 

[製品の一覧] ページ 

[製品の一覧] ページは、すべてのボリューム ライセンス プログラム全体でライセンス許可された 

Microsoft 製品の詳細情報を提供します。すべての有効および無効な Microsoft Live ID 全体に対す

る有効なライセンス数を表示できます。[製品の一覧] には、表示および変更する権限が付与されてい

るすべてのライセンスが表示されます。  

検索結果をフィルターする 

最初の検索で表示される結果が多すぎる場合は、検索条件を使用して結果を絞り込むことができま

す。  
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検索結果を絞り込むには、[この製品一覧をライセンス ID でフィルターする] をクリックし、検索するライ

センスについて次のフィールドを 1 つまたは複数設定します。 

 組織  

 ライセンス ID 

 市区町村 

 国 

 MBSA 

 上位プログラム (キャンパス/スクール、Enterprise、または政府機関) 

 

フィールドを設定したら、[検索] をクリックします。 

 

 
 

[製品の一覧] には、各ライセンスに関する情報を示す 6 つの列から成る表が表示されます。  
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 契約の一覧表示 - 3 つの選択肢の製品タイプ (アプリケーション、サーバーおよびシステム) を

示します。  

 製品ファミリー - 製品名。 

 バージョン - 製品のバージョン。  

 有効なライセンス数 - ボリューム ライセンス利用資格数。これは、使用される製品の最も高い

バージョンを示します。ボリューム ライセンス カスタマーは、すべてのライセンスをまとめて以

前のバージョンをインストールしたり、古いバージョンと新しいバー ジョンのソフトウェアとで展

開を分離したりすることができます。  

 単体で購入した Software Assurance 数 - 基本ライセンスがないアップグレード ライセンスの

数。  

 有効な SA 数 - ソフトウェア アシュアランスの優待特典が適用されるライセンス数。  

 

注意   単体で購入した Software Assurance 数は、次のような場合に発生します。 

- アップグレード ライセンスをカスタマーが購入したが、完全ライセンス製品の基本ライセンスを購入し

ていないか、基本ライセンスが見つからない。 

- 小売店でカスタマーが OEM ソフトウェアがインストールされているコンピューターを購入したが、

Microsoft Windows や Office ライセンスなどの OEM ソフトウェアが同梱されて出荷されているため、

VLSC が基本ライセンスを認識できない。ボリューム ライセンス以外の基本ライセンスが存在する場合、

ボリューム ライセンスを使用してボリューム ライセンスではない OEM 製品をアップグレードできる。単

体で購入した Software Assurance 数を [有効なライセンス数] 列に追加できる。 

[有効な SA 数] は、優待製品アップグレードを受けるソフトウェア アシュアランスのお客様向けのもの

です。 
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その他のライセンス情報 

[製品の一覧] ページでは、ライセンス表の上にさらに 3 つの項目が表示されます。 

 

 製品の一覧に関する FAQ 

 契約の一覧の表示 (次のセクションで説明します) 

 ライセンス情報のダウンロード  

 
 

[契約の一覧] ページ 

[契約の一覧] ページは、Microsoft とお客様のビジネス関係のサマリーを提供します。ボリューム ライ

センス契約などの、カスタマーが表示するアクセス許可を持つすべてのライセンス契約の詳細、ライセ

ンス ID、加入契約の詳細、および上位プログラムの詳細を表示します。  

また、このページを使用して、契約の開始日と終了日のステータス詳細、利用資格、ソフトウェア アシュ

アランスの特典、ビジネスに関連するライセンス詳細 (組織およびビジネス コンタクト情報)、契約ス

テータス、組織情報、ライセンス ID、MBSA、および上位プログラム情報を表示することもできます。  

 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Help/Faq.aspx
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番号 名称 目的 

1 フィルター表示  [ライセンス契約の種別] および [ステータス] ドロップダウ

ン メニューを使用して、表示または管理するライセンス ID 

を選択します。 

a. [ライセンス契約の種別] の下矢印をクリックして、

[発注数] 表示にフィルターをかけ、タイプごとに上

位プログラムを表示します (例: [Select])。 

b. [ステータス] 検索結果を並べ替えるには、[ステー

タス] の下矢印をクリックして、メニューからオプ

ションを選択します (例: [有効])。 

c. フィルター オプションを設定してから、[実行] をク

リックします。 

2 すべてのライセンス

情報をダウンロード  

このリンクを使用して、このページのすべてのライセンス情

報をローカル ドライブにダウンロードします。 

3 ライセンス ID  この列を使用して、ライセンス ID の加入契約タイプを表示

します。番号のリンクをクリックし、選択した加入契約番号

の [登録詳細] ページに移動して、契約内容、コンタクト、

ライセンス、プロダクト キー、および発注確認などの、加入

契約の詳細および契約内容の情報を表示することができ

ます。 

4 注文  この列は、利用資格を持つ発注の合計数を表示します。

発注には、1 つ以上の、必要な数の加入契約を含めること

ができます。発注には、1 つまたは複数の製品を含めるこ

とができます。 

5 組織  この列を使用して、加入契約のビジネス組織詳細を表示し

ます。 

6 市区町村  加入契約が署名された都市を表示します。  

7 国  加入契約が署名された国を表示します。 

8 終了日  加入契約および特典の終了日を表示します。 

9 ステータス  契約の状態を[有効]、[期限切れ]、または [契約解除] で

表示します。 

10 上位プログラム  契約のタイプおよび加入契約詳細や契約内容などの詳細

情報を表示します。番号のリンクをクリックし、[登録詳細] 

ページにアクセスして、[契約内容]、[連絡先]、および [発

注確認] 情報などの、選択したプログラム番号の上位プロ

グラムの詳細を表示します。  

11 MBSA  企業の部門に特有の Microsoft とのビジネス関係を記述

する Master Business Service Agreement (MBSA) です。 



 MICROSOFT ボリューム ライセンス サービス センター ユーザー ガイド  

 

25 

 

[ライセンス ID] の [登録詳細] を表示する 

[ライセンス ID] 列のライセンス ID 番号リンクをクリックし、[登録詳細] ページを使用して、選択したライ

センス ID に関連付けられた Microsoft アプリケーション、サーバー、およびシステム契約内容、コンタク

ト、ライセンス、プロダクト キー、および発注確認を表示できます。MSDN または TechNet 加入契約が

ある場合、これらの加入契約タイプを表示および管理するリンクが [契約の一覧] 領域に表示されます。  

[登録詳細] ページでは、[更新発注] および [Software Assurance ステップアップ] 列は、Open License 

契約の場合のみ表示されます。Open License は、現金店頭売りのペーパーレス プログラムであるた

め、使用国および言語を選択してから [表示] を選択して、Open License 契約を表示することができま

す。 

 

番号 名称 目的 

1 
[登録詳細]  [ライセンス契約の種別] や [MBSA] など、選択したライセ

ンス ID の契約階層を表示します。[ステータス]、[開始

日]、[終了日]、および [更新日] が表示されます。当該ラ

イセンス ID に MSDN や TechNet 契約が含まれている

場合は、これらの契約を管理するためのリンクが表示さ
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れます。  

2 契約内容 

(Enterprise 契約お

よび Select 契約の

みに表示される) 

次の列が [契約内容] ヘッダーに表示されます。  

 [契約内容] は、タイプを表示する [ライセンス製

品群] ごとにグループ化されます ([アプリケー

ション]、[サーバー]、または [システム])。 

 [レベル] 列は価格レベルを表示します。一般に、

若い文字であるほど、より高い割引が適用され

ます。若い文字であるほど、より多くの製品が発

注されています。 

 [開始日] および [終了日] 列は、契約内容の開

始日と終了日を表示します。 

 [ステータス] 列は、契約内容のステータスの詳細

を表示します ([有効]、[期限切れ]、または [契約

解除])。 

 [ソフトウェア アシュアランスの有資格者] 列は、

製品が、アップグレードやサポートなどの、ソフト

ウェア アシュアランス特典を受ける資格がある

かどうかを示します。 

Open License および Select Plus 契約の場合、[契約内

容] には、契約内容のステータスを示す [アーカイブ済み

ユニット数]、[レベル維持に必要なユニット数]、および 

[次のレベルに必要なユニット数] 列も表示されます。 

 [アーカイブ済みユニット数] は、主要登録関連会

社に含まれるすべての関連会社が購入したユ

ニット合計数を示します。 

 [レベル維持に必要なユニット数] は、既存の価

格レベルを維持するために必要なユニット数で

す。 

 [次のレベルに必要なユニット数] は、次の価格レ

ベルに到達するために必要なポイント数です。 

3 連絡先  加入契約に署名した会社の連絡先のタイプ (または役

職) を表示します。[市区] および [国] 列は、加入契約が

署名された場所を詳細に表示し、最後の列は、署名した

コンタクトの名前を表示します。 
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4 ライセンス  [製品の一覧] タブに似た内容を表示しますが、選択した

ライセンス ID に限定される点が異なります。  

5 プロダクト キー  選択したライセンス ID のプロダクト キーに関する詳細を

表示します。  

a) [製品] 列は、製品を一覧表示します。 

b) [プロダクト キー] 列は、プロダクト キーを表示し

ます。 

c) [種類] 列は、ライセンス キーのタイプを説明しま

す。選択肢は、[ボリューム ライセンス キー]、

[KMS]、および [MAK] です。  

d) [MAK 認証化使用済み/使用可能] 列では、使用

済みおよび使用可能なマルティプル アクティ

ベーション キー (MAK) アクティベーションの数を

表示できます (たとえば、使用可能な 2500 個の

キーのうち 235 個のキーが使用された、など)。 

また、[すべてのプロダクト キーのダウンロード] リンクを

クリックして、利用資格に表示されているキーをローカル 

ドライブにダウンロードすることもできます。 

6 発注の確認  このタブを使用すると、確認詳細情報を表示して、ボ

リューム ライセンス プログラムで選択した加入契約番号

で購入したソフトウェア、アプリケーション、またはサービ

スの領収書を確認できます。  

7 製品使用権説明書  [製品使用権説明書] リンクをクリックして、Microsoft の

知的財産の利用条件に関する詳細を確認します。 

8 更新発注 (Open 

License および 

Select Plus 契約の

みに表示される) 

Select Plus プログラムの場合、品目にフィルターをかけ

て、3 年更新オプション、自動更新ステータス、更新期間

および補償終了日、ソフトウェア アシュアランスの終了

日、および支払いオプションなどに関する詳細を表示で

きます。契約期間の代わりに、Select Plus プログラムに

は、利用期限のない永久契約が用意されています。更新

契約の 3 回目の応当日には、契約を継続するか、異な

る契約タイプに変更するかを選択することができます。 

9 SA ステップアップ 

(Open License およ

び Select Plus 契約

のみに表示される) 

ソフトウェア アシュアランス プログラムの一部として、ス

テップアップの処理を行うことにより、製品全体を購入す

る代わりに、製品バージョンの差額のみを支払うことがで

きるようになります。お使いのライセンスで使用可能な

バージョン アップグレードを表示できます。 
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[製品の一覧] ページ 

[製品の一覧] ページのライセンスを選択すると、[製品の一覧] ページに、選択した Open License の 

[製品の一覧]、[連絡先]、[ライセンス]、[プロダクト キー]、および [発注確認] が表示されます。  

 

 

番号 名称 目的 

1 ライセンス詳細  [ライセンス契約の種別]、[ステータス]、[開始日]、および 

[終了日] など、選択した Open License ID の契約階層を表

示します。当該ライセンス ID に MSDN や TechNet 契約が

含まれている場合は、これらの契約を管理するためのリンク

が表示されます。 

2 連絡先  加入契約に署名した会社の連絡先のタイプ (または役職) 

を表示します。[市区] および [国] 列は、加入契約が署名さ

れた場所を詳細に表示し、最後の列は、署名したコンタクト
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の名前を表示します。 

3 ライセンス  [製品の一覧] タブに似た内容を表示しますが、選択したライ

センス ID に限定される点が異なります。 

4 プロダクト キー  選択したライセンス ID のプロダクト キーに関する詳細を表

示します。 

a) [製品] 列は、製品を一覧表示します。 

b) [プロダクト キー] 列は、プロダクト キーを表示しま

す。 

c) [種類] 列は、ライセンス キーのタイプを説明しま

す。選択肢は、[ボリューム ライセンス キー]、

[KMS]、および [MAK] です。 

d) [MAK 認証化使用済み/使用可能] 列では、使用済

みおよび使用可能なマルティプル アクティベーション 

キー (MAK) アクティベーションの数を表示できます 

(たとえば、使用可能な 2500 個のキーのうち 235 個

のキーが使用された、など)。 

また、[すべてのプロダクト キーのダウンロード] リンクをク

リックして、利用資格に表示されているキーをローカル ドラ

イブにダウンロードすることもできます。 

5 発注の確認  このタブを使用すると、確認詳細情報を表示して、ボリュー

ム ライセンス プログラムで選択した加入契約番号で購入し

たソフトウェア、アプリケーション、またはサービスの領収書

を確認できます。 

6 Open License  

契約  

Open License 契約を持っている場合、ダウンロード可能な

購入済み製品が表示されます。 

7 製品使用権説明書  [製品使用権説明書] リンクをクリックして、Microsoft の知

的財産の利用条件に関する詳細を確認します。 
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[ダウンロードとキー] ページを使用する  

VLSC ダウンロードにアクセスするには、エンド ユーザーは、プロファイル内でライセンス ID に関連付

けられた次の少なくとも 1 つ以上の役割を持っている必要があります。 

 管理者 

 ダウンロード 

 ソフトウェア アシュアランス管理者  

 

Open License 契約を持っている場合、ダウンロード可能な購入済み製品が表示されます。Select、

Select Plus、Enterprise、キャンパスまたはスクール契約の場合、ボリューム ライセンス製品カタログ全

体を表示できます。  

製品検索フィルターを使用して、製品およびプロダクト キーを検索できます。[フィルター] ペインで、製

品名を入力したり、チェック ボックスを使用して検索結果を絞り込んだりすることができます。また、

ページ下部のページング コントロールを使用して、ページに表示される製品数を制御できます。フィル

ター設定を変更して、単一ページに表示される製品数を増やして、検索結果のページ数を減らすことが

できます。このコントロールの既定値は 16 です。 

このページを使用して、次を行うことができます。 

 製品のダウンロード 

 製品の説明の表示 

 キーの説明の表示 

 キーが必要な製品の決定 

 製品用の適切なキーの検索 

 メディア キットの購入 

 

プロセスの手順 

製品のダウンロードおよびキーの取得方法 

1. [製品] テキスト ボックスに製品名を入力して製品を検索するか、[製品タイプ] チェック ボックス

を使用して製品にフィルターをかけます。 

2. 結果から製品を選択し、説明を表示します。 

3. インストールする製品でプロダクト キーが必要かどうかを決定し、製品のプロダクト キーのタイ

プを表示します。 

4. 製品をダウンロードします。 
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番号 名称 目的 

1 フィルター  製品名を [製品] テキスト ボックスに入力するか、一覧の

並べ替えを使用して検索結果を製品タイプごとに制限しま

す。[製品] テキスト ボックスには、入力された文字から考

えられる製品名が表示されます。候補を選択して、テキス

ト ボックスに入力します。 

既定では、[すべての製品] チェック ボックスがオンになっ

ています。このチェック ボックスをオフにして、検索結果を

絞り込みます。製品名がわからない場合、または入力中に 

[製品] テキスト ボックスに候補が表示されない場合、[製

品] 検索テキスト ボックスにソフトフェア名を入力してから、

検索アイコンをクリックします。 

注意  特定の製品ファミリーを選択してから (例: Windows 

Server)、別の製品ファミリーに属する製品名をフィルター 

ボックスに入力して [入力] をクリックした場合、検索結果に

は何も表示されません。 
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2 製品  検索結果で、製品を選択します。検索結果が 1 ページより

も多くなる場合、ページの下部にある矢印を使用して検索

結果の次のページに進むことができます。 

ヒント  ページにさらに多くの検索結果を表示するには、

[製品] 列の右下にある [ページあたりの項目数] コント

ロールを選択します。 

3 詳細 製品の [説明] リンクをクリックして、バージョン、リリース日

および製品説明を表示します。 

4 ダウンロード  製品の [ダウンロード] リンクをクリックして、特別な指示、

ダウンロード設定 (ダウンロード方法を含む)、言語、および

オペレーティング システムの種類を表示します。 

5 キー  製品の [キー] リンクをクリックして、以下の情報を表示しま

す。 

 プロダクト キー 

 ライセンス ID 番号 

 組織 

 ライセンス キー 

 種類 

 ボリューム ライセンス認証の初期ライセンス認証

数から残っているライセンス認証数 

 オンライン サービス キーに、ライセンス認証数で

はなくシート数が表示されます。また、キーのス

テータスも表示されます。  

製品のサービス パックがある場合、プロダクト キー情報の

下に表示されます。 

[製品] 列の上にある [すべてのキーをエクスポート] リンク

をクリックして、Microsoft Excel スプレッドシートでプロダク

ト キー リストをローカルで開くことができます。 

 

ソフトウェア製品を検索するには 

1. メイン ナビゲーション バーで、[ダウンロードとキー] を選択します。 

2. [フィルター] パネルで、製品名を [製品] テキスト ボックスに入力します。[製品] テキスト ボック

スには、入力された文字から考えられる製品名が表示されます。候補を選択して、テキスト 

ボックスに入力することができます。既定では、[すべての製品] チェック ボックスにチェックが

付いています。このチェック ボックスをオフにして、検索結果を絞り込みます。  
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3. お使いの製品名がわからない場合、または入力時に [製品] テキスト ボックスに候補が表示さ

れない場合は、次のようにします。  

a. ソフトウェア名を [製品] に入力します。検索テキスト ボックスに入力します。 

b. 検索アイコンをクリックします。 

4. [製品] パネルで、製品を選択します。検索結果が 1 ページよりも多くなる場合、[製品] パネル

の下部にある矢印を使用して検索結果の次のページに進むことができます。 

製品説明を表示するには 

1. [ダウンロードとキー] ページで、製品名または該当する製品の [説明] リンクをクリックします。 

2. [説明] ドロップダウン パネルが開き、選択した製品の [バージョン]、[リリース日]、[製品説明]、

および [システム要件] が表示されます。 

3. [製品名] または [説明] を再度クリックして、ドロップダウン リストを閉じます。 

ソフトウェア製品をダウンロードするには 

製品を検索し、特定した後、その製品の [ダウンロード] リンクをクリックします。 

1. [ダウンロード] 設定で、[ダウンロード] をクリックします。次のオプションをドロップダウン メ

ニューから選択します。 

a. [ダウンロード方法] には、下矢印をクリックして、リストからメニュー項目を選択します。

2 つのダウンロード方法を利用できます。 

 [ダウンロード マネージャー] は、コンテンツのダウンロードに使用されるソフト

ウェア アプリケーションです。[ダウンロード マネージャー] を使用するとき、後

でダウンロードを一時停止、停止および再開することができます。 

 [Web ブラウザー] は、コンテンツをダウンロードするための、Web ブラウザー

内の埋め込みダウンロード機能です。 

b. [言語] には、下矢印をクリックして、リストから言語を選択します。 

c. [オペレーティング システムの種類] には、下矢印をクリックして、リストからメニュー項

目を選択します (使用可能な場合)。 

注意  ダウンロード可能なファイルがない場合、[メディアの発注] を選択して、物理メディアを配送させ

ることができます。物理メディアを発注するオプションは、製品、アクセス レベル、および地域制限に応

じて異なって表示されることがあります。 

2. [続行] をクリックします。[製品] セクションが展開されて、[製品]、[OS]、[サイズ]、[形式] が [製

品] セクションの下部に表示されます。 

3. ファイルの場合は、[ダウンロード]   をクリックし、ダウンロードおよびインストールの手順に

従います。 

オンラインの製品をアクティブ化するには 

「[Online Services のアクティブ化] ページを使用する」セクションを参照してください。 
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製品のキーを検索するには 

インストールした製品で、またはオンライン サービスのアクティブ化にプロダクト キーが必要な場合、

VLSC からプロダクト キーを取得できます。プロダクト キーに問題が発生したり、製品のアクティベー

ションにサポートが必要な場合、お近くの製品アクティベーション コール センターにお問い合わせくださ

い。  

1. [ダウンロードとキー] ページで、該当する製品の [キー] リンクをクリックします。 

[プロダクト キー] ドロップダウン パネルは、この製品の利用可能なキーの合計数を表示しま

す。  

2. [すべて表示] ボタンをクリックして、すべてのキーを表示します。 

ポップアップ ウィンドウには、[ライセンス ID]、[組織]、[キー]、[タイプ] および [アクティベーショ

ン] ごとに利用可能なキーが表示されます。 

3. [製品] パネルの上にある [すべてのキーをエクスポート: CSV] リンクをクリックして、スプレッド

シートでプロダクト キー リストをローカルで開くことができます。  

4. 組織によってキーを検索するには、「VLSC の組織でプロダクト キーにアクセスする」を参照して

ください。 

 

[Product Key] オプション 

プロダクト キーを利用できない場合、プロダクト キーのドロップダウン パネルに次のいずれかのメッ

セージが表示されます。 

1. プロダクト キー未割り当て - 製品のアクティベーションを行うため、選択した製品に対しプロダ

クト キーを入力する必要があります。プロダクト キーを取得するには、お近くの製品アクティ

ベーション コール センターにお問い合わせください。 

2. オンライン サービスのライセンス認証 (OSA) キー - Microsoft Online Services に対するサブ

スクリプションのアクティブ化に使用されるプロダクト キーで、1 回のみ使用できます。OSA 

キーは VLSC から電子的に配布され、Office 365 オープン アクティベーション サイトまたは 

Azure オープン アクティベーション サイトで使用できるようになります。 

3. キー不要 - この製品には、プロダクト キーは必要ありません。  

VLSC のライセンス ID でプロダクト キーにアクセスする 

ライセンス契約で購入した製品のプロダクト キーを表示する必要があるときは、[登録詳細] ページの 

[ライセンス キー] 情報を表示して、ご使用のライセンス ID に関連するプロダクト キーにアクセスするこ

とができます。[プロダクト キー] タブを使用して、選択した契約の各製品に関連するすべてのプロダクト 

キーを表示できます。 

 

ライセンス ID でプロダクト キーにアクセスするには 

1. VLSC のメイン ナビゲーション バーで、[ライセンス] を選択して、[契約の一覧] を選択します。 

2. [契約の一覧] ページで、加入契約に対する [ライセンス ID] リンクをクリックします。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/existing-customers/activation-centers.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/existing-customers/activation-centers.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/existing-customers/activation-centers.aspx
http://www.office.com/setup365
http://azure.microsoft.com/ja-jp/offers/ms-azr-0111p/
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3. [登録詳細] ページで、[プロダクト キー] タブを選択します。 

[プロダクト キー] タブに、選択した契約の各製品に関連するプロダクト キーが表示されます。  

4. OSA キーがある場合は、Office 365 オープン アクティベーション サイトまたは Azure オープン 

アクティベーション サイトにアクセスして、このサービスをアクティブ化できます。これらのサイト

で OSA キーを入力し、ユーザーのアクセスとキーを管理できるようになります。  

 

新しいアカウントは Office 365 オープン アクティベーション サイトまたは Azure オープン アクティベー

ション サイトで組織の ID を使用して作成する必要があります。 

 

VLSC の組織でプロダクト キーにアクセスする 

エンタープライズ契約を購入した場合、組織によってプロダクト キーを追跡でき、Microsoft Excel ファ

イルを開いて [組織] 列でプロダクト キーを並べ替えることができます。 

VLSC の組織でプロダクト キーにアクセスするには 

1. メイン ナビゲーション バーで、[ダウンロードとキー] を選択します。 

2. [ダウンロードとキー] ページで、[すべてのキーをエクスポート: CSV] リンクを特定します。  

3. [CSV] をクリックして、プロダクト キーをダウンロードします。 

 

 
 

4. プロンプトで、[開く] をクリックして、ファイルを Excel で表示します。 

5. [組織] 列を使用して、組織でキーを並べ替えます。 

 

VLSC で製品番号を特定する 

[ダウンロードとキー] ページを使用して、VLSC で製品番号を特定します。製品番号は、製品ダウン

ロード ファイル名の最後の 9 文字です。  

http://www.office.com/setup365
http://azure.microsoft.com/ja-jp/offers/ms-azr-0111p/
http://azure.microsoft.com/ja-jp/offers/ms-azr-0111p/
https://portal.microsoftonline.com/Commerce/ProductKeyStart.aspx
http://azure.microsoft.com/ja-jp/offers/ms-azr-0111p/
http://azure.microsoft.com/ja-jp/offers/ms-azr-0111p/
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マルティプル アクティベーション キーのリクエストおよび表示 

VLSC ユーザーが [プロダクト キー] セクションを表示するには、管理者またはプロダクト キー役割を

持っている必要があります。マルティプル アクティベーション キー (MAK) を表示するアクセス許可をリ

クエストすることができます。詳細については、「アクセス権限のリクエスト」ページを参照してください。 

プロダクト キーおよび製品アクティベーションの詳細については、「ヘルプ」または

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/activation/existing-customers/product-activation.aspx 

を参照してください。 

 

マルティプル アクティベーション キーのリクエストおよび表示方法  

1. [ダウンロードとキー] ページで、ご希望の製品を特定し、[キー] 列を表示します。 

2. [キー] リンクを選択して、[プロダクト キー] メニューを開きます。 

[プロダクト キー] メニューが表示され、[ライセンス ID]、[組織]、[キー]、[タイプ]、および [アクティベー

ション] 列が表示されます。 

3. 製品に MAK があるかどうかを確認するには、[タイプ] 列を表示して、製品に MAK があるかど

うかを特定します。 

4. [アクティベーション] 列を使用して、使用済みおよび使用可能なアクティベーション数を表示し

ます。たとえば、[アクティベーション] 列の値 27/500 は、500 個の使用可能なアクティベーショ

ンのうち、27 個のキーが MAK 用に既に使用されていることを示します。 

 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/activation/existing-customers/product-activation.aspx
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メディア キット  

[ダウンロードとキー] ページを使用して製品をダウンロードできない場合、メディア キットを発注するこ

とができます。米国、カナダ、ヨーロッパ、中東、およびアフリカの Open License のカスタマーは、

Open License プログラムで購入した製品のメディア キットを発注できます。ただし、オープン バリュー、

Select、Select Plus、Enterprise、キャンパス、またはスクール ボリューム ライセンス プログラムで製品

を購入した場合、メディア キットを利用することはできません。メディア キットが利用可能でない場合、

[メディアの発注] キーは灰色で表示されます。 
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[サブスクリプション] ページを使用する 

Office 365 サブスクリプションまたは Azure オープンを注文した場合、VLSC の [契約一覧] ページまた

は [ダウンロードとキー] ページにアクセスしてキーをご確認ください。 

 オンライン サービスのライセンス認証 (OSA) キーの取得後、Office 365 のサービスをアクティ

ブ化できる Office 365 オープン アクティベーション サイトまたは Azure オープン アクティベー

ション サイトにリダイレクトされます。 

 このサイトで OSA キーを入力し、ユーザーのアクセスとキーを管理できるようになります。  

 

新しいアカウントは Office 365 オープン アクティベーション サイトまたは Azure オープン アクティベー

ション サイトで組織の ID を使用して作成する必要があります。 

MSDN または TechNet サブスクリプションをお持ちの場合、サブスクリプション タイプに応じてサブス

クリプションを管理できます。 

 メイン ナビゲーション バーで [サブスクリプション] を選択し、オンラインおよび TechNet サブス

クリプションを管理します。 

 [MSDN 検索] を選択して、MSDN サブスクリプションを管理します。 

 

MSDN サブスクリプション 

MSDN サブスクリプションでは、組織が Web、デスクトップ、クラウド、サーバー、および携帯電話向け

に高品質のアプリケーションを開発するのに必要となる、Microsoft の開発プラットフォーム、ツール、

サービスおよびリソースに包括的にアクセスできます。『MSDN サブスクリプション管理者ガイド』は 

VLSC 向けトレーニングおよびリソース サイトで入手できます。 

 

TechNet サブスクリプション 

TechNet サブスクリプションは、Microsoft から直接購入したり、ソフトウェア アシュアランスの特典とし

て入手したりすることができます。ソフトウェア アシュアランスから利用可能な TechNet 特典は、他の

すべての TechNet サブスクリプションから別個にアクティベーションし管理する必要があります。詳細

については、http://technet.microsoft.com を参照してください。 

VLSC の [サブスクリプション] セクションには、ご利用のサービスとサブスクリプションの管理に関する

情報が表示されます。 

http://www.office.com/setup365
http://azure.microsoft.com/ja-jp/offers/ms-azr-0111p/
http://azure.microsoft.com/ja-jp/offers/ms-azr-0111p/
https://portal.microsoftonline.com/Commerce/ProductKeyStart.aspx
http://azure.microsoft.com/ja-jp/offers/ms-azr-0111p/
http://azure.microsoft.com/ja-jp/offers/ms-azr-0111p/
http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/vlsc-training-and-resources.aspx
http://technet.microsoft.com/
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/Subscriptions.aspx
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番号 目的 

1 このリンクをクリックすると、Microsoft Online Services ホームページに移動

します。  

2 リンクをクリックして、[オンライン サービスを含む契約の一覧] を開き、承認

済みのライセンス ID を表示し管理します。 

3 [MSDN サブスクリプション] の下のリンクをクリックして、契約一覧を表示し

ます。  

4 このリンクをクリックして、[契約の一覧] ページを表示し、TechNet サブスクリ

プションを管理するライセンス ID を選択します。 

5 [TechNet サブスクリプション] の下にある最後のリンクをクリックして、[ソフト 

ウェア アシュアランスの要約] に移動し、ソフトウェア アシュアランスの特典

の利用資格があるライセンス ID の表示および管理を行います。 
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[Online Services のアクティブ化] ページを使用する 

オンライン サービスをアクティブ化する  

Microsoft では、お客様が Online Services をアクティブ化する際に使用するプロセスの効率化と簡略

化を図りました。Online Services を新たに購入するたびにアクティベーション キーをコピーする必要が

なくなりました。  

新しい簡略化されたシステムでは、オープン プログラムのお客様は、新しい Online Services (Azure を

除く) のアクティブ化を、VLSC の [Online Services のアクティブ化] という新しいセクションでほんの数

回の手順で行うことができます。 

 
Online Services のみをアクティブ化する (他のソフトウェア製品は購入しない) お客様は、VLSC を使用

しない短時間のプロセスで Online Services をアクティブ化できます。  

 

Online Services をアクティブ化する方法の詳細については、次のガイドのいずれかを参照してくださ

い。 

 

VLSC を使用して新しい Online Services をアクティブ化する 

VLSC を使用せずに新しい Online Services をアクティブ化する 

組織のアカウントを使用してサインインする 

Office 365 などの Microsoft Online Services がアクティブ化された後、組織のユーザーは Online 

Services にサインインする際に組織のアカウントを使用する必要があります。 

組織のアカウントは、VLSC へのサインインに使用する Microsoft アカウントといくつかの点で似てい

ます。Microsoft アカウントは、ユーザーが Outlook.com 電子メールなどの Microsoft の個人向け

サービスにアクセスする際にも使用できます。組織のアカウントは、従業員が組織の Microsoft サービ

スにサインインする場合など、業務での使用のみを目的としています。   

 

  

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44946
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44946
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44945
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44945
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ボリューム ライセンスのマイクロソフト ソフトウェア アシュアランスについて 

メイン ナビゲーション バーの [ソフトウェア アシュアランス] を選択して、[ソフトウェア アシュアランスの

要約] ページに移動します。このページは、ソフトウェア アシュアランス特典 (SAB) のリストを提供しま

す。特典を選択して、[ソフトウェア アシュアランス特典の管理] ページを使用して、特典に対する資格

があるライセンス ID を表示および管理することができます。 

 

番号 目的 

1 このリンクをクリックして、[Microsoft ボリューム ライセンス、ボリューム 

ライセンス向けソフトウェア アシュアランス] ページを開き、SAB の詳細を

確認します。 

2 各特典のリンクをクリックして、[ソフトウェア アシュアランス特典の管理] 

ページを開きます。  

 

[ソフトウェア アシュアランス特典の管理] ページの使用 

[ソフトウェア アシュアランス特典の管理] ページを使用して、各 Software Assurance 特典に関連付け

られたライセンス ID を選択することができます。  
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番号 名称 目的 

1 フィルター表示  このメニューを使用して、特典オプションを選択します。 

2 ライセンス ID  製品ライセンス ID を選択して、選択された製品の特典

の要約を表示します。  

3 組織  選択したソフトウェア アシュアランス特典の組織を表示

します。 

4 市区町村  選択したソフトウェア アシュアランス特典を署名した都

市を表示します。 

 

ソフトウェア アシュアランス特典の管理方法  

1. メイン ナビゲーション バーで、[ソフトウェア アシュアランス] を選択します。 

[ソフトウェア アシュアランスの要約] ページが表示され、リンク付きのソフトウェア アシュアラン

ス特典のリストが表示されます。  

2. 特典リンクをクリックして、特定の特典の詳細を表示します。 

[ソフトウェア アシュアランス特典の管理] ページが表示されます。  

3. [ライセンス ID] を選択します。 

4. [特典の一覧] ページが開きます。リンク付きの特典をクリックして、次を行うことができます。 

 有効化された特典の表示 

 特典の有効化 

 期限切れの特典の表示 
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ソフトウェア アシュアランス特典を使用するための詳細情報および手順情報については、『VLSC ソフト

ウェア アシュアランス ガイド』をダウンロードしてください。このガイドは次のタスクを実行するのに役立

ちます。 

 特典についての情報を入手する  

 ソフトウェア アシュアランス マネージャーを設定する 

 VLSC を使用して特典を申請する 

 VLSC に関するヘルプを入手する 

  

http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44992
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?id=44992
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オンライン サービス ライセンス予約の作成および管理 

注意   次の情報および手順は、エンタープライズ契約のみに適用されます。 

VLSC を使用して、オンライン サービス (OLS) ライセンス予約を作成および管理することができます。

パートナー様の役割および権限の変更が必要になる場合があります。  

VLSC ユーザーが予約ページを表示できるようにするため、これらの役割を選択する必要があります。 

 オンライン管理者役割 (OLA): これは、発注が提出されたときに最終顧客に自動的に付与され

る既存のオンライン管理者役割です。   

 予約管理制約のある OLS マネージャー役割。 

 E6、EU または USG の契約タイプ。  

 

パートナー様の役割および権限を変更する方法 

注意    これらのタスクを実行するには、管理者権限が付与されている必要があります。 

1. メイン ナビゲーションで、[管理] を選択します。 

2. [新しいユーザーの追加] を選択し、新しいユーザーの情報を入力します。 

3. 役割を追加したい契約を選択します。 

4. 新しい制約または役割が OLS 役割 ([予約の管理]) に追加され、オンライン サービス予約に関

連する VLSC ページにアクセスできるようになります。 

 

 
 



 MICROSOFT ボリューム ライセンス サービス センター ユーザー ガイド  

 

45 

 

ライセンス予約および移行について 

ライセンス予約とは、新しい発注を作成するか、ライセンスを以前のオンプレミス購入から移行すること

による、ユーザーを Online Services (OLS) (Microsoft クラウド) 製品に移行する計画に関するお客様

による主旨書です。予約を行い、次の応当日に購入を完了することを確約することで、お客様は現在

の Microsoft クラウド製品を使用する権限を得ることができます。  

移行とは、最終顧客を以前のオンプレミス購入から新しいオンライン Microsoft クラウド製品または

サービスに移行するプロセスです。クラウド製品に移行することにより、コストをかけることなく、多くの

移行シナリオで新しい正味数として製品を購入ごとの利点を活用することができます。  

クイック スタート予約では、uEA の追加条項に署名して、固定料金を確定する前にする前に、特定の

サービスをご利用いただけるようになります。 クイック スタート予約にご契約いただくと、お客様は以下

の内容に同意したことになります。 

 補正発注または年間発注のプロセスにおける正式な支払い義務に応じる。 

 2011 年以前にエンタープライズ契約に署名した場合、更新されたエンタープライズ契約 (uEA) 

の追加条項に署名し、Microsoft Business and Services Agreement に署名したのが 2010 年

より前の場合には、オンライン サービスの利用条件に署名する。 

 必要に応じて固定価格を決定する。 

 クイック スタート適用期間 (予約したサービスの使用開始日から 30 日間) 内に上記のすべて

の条件を満たす。 

クイック スタート予約および関連情報については、このアイコン  と [クイック スタート] ラベルが表示

されます。クイック スタート予約は、純新規、移行、またはステップアップとして設定できます。 

予約で利用できるすべてのオンライン サービスに対し、uEA の追加条項、OLS の利用条件、固定価格

の設定に署名したお客様は、クイック スタート予約オプションは必要ありません。 

 

予約を行うには 

1. メイン ナビゲーションから、[ライセンス] を選択し、[予約をする] をクリックします。 

2. [ライセンス ID の予約をする] ページで、対象のライセンスを選択します。 

灰色表示された対象外のライセンスをポイントして、対象外となっている理由を確認できます。  
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クイック スタート アイコン  が表示されたライセンス ID は、その契約で利用できるのはクイック ス

タート予約のみであることを示します。クイック スタート予約以外を対象とするライセンス ID については、

uEA の追加条項 (2011 年以前の契約) への署名およびサービスで固定価格の設定が必要となりま

す。 
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ヒント  クイック スタート予約についての詳細は、画面の右上の  または  アイコンをマウスでポ

イントすると表示されます。 

3. 有資格のライセンス行を選択してから、[続行] をクリックします。 

4. カレンダー アイコンから予約を使用する日付を選択し、[続行] をクリックします。 

注意  使用日は、この予約の発注書のすべての項目に適用されます。 

 

 
 

5. 使用日についての規則: 

 過去の使用日を使用することはできません。 

 6 か月以上先の使用日を使用することはできません。 

 契約終了前 30 日以内の使用日を使用することはできません。 

6. 使用日規則および対応する色および動作: 

 灰色表示は、適用外の期間を示します。 

 緑色表示は、応当日の 30 ～ 60 日以内の期間であることを示します。 

 赤色表示は、終了日の 30 日以内の期間であることを示します。 

7. [使用日] を選択して [続行] をクリックすると、製品ファミリ名の形式でサービスの一覧を表示で

きます。その後、製品一覧から選択して予約します。次に表示されるサービスは、会社の契約

および署名済みの追加条項によって決定します。選択されたすべての契約に使用可能なすべ

てのサービスがあるわけではありません。 



 MICROSOFT ボリューム ライセンス サービス センター ユーザー ガイド  

 

48 

 

注意  クイック スタートとして表示されているサービスとそれ以外として表示されているサービスが混在

している場合があります。この場合、クイック スタートのラベルは、その製品には固定価格が設定され

ていないため、クイック スタート予約を利用できることを示します。 

クイック スタートのラベルが付いたすべてのサービスが表示されます。これは、更新されたエンタープラ

イズ契約 (uEA) の追加条項 (エンタープライズ契約に署名したのが 2011 年より前の場合) か、オンラ

イン サービスの使用条件 (Microsoft Business and Services Agreement に署名したのが 2010 年以

前の場合) に署名していないか、またはサービスの固定価格が設定されていないことを示します。 

サービスにクイック スタートのラベルが表示されていない場合には、クイック スタート予約の利用資格

がないか、すべてのサービスに対し、前述の要件が満たされていないことを示します。 

 

8. 予約する製品を選択します。複数の製品を予約できます。また、利用可能な場合、1 つのセッ

ションでクイック スタート予約とそれ以外のライセンス予約を行えます。 
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9. 予約全体で使用日を変更したい場合は、[カレンダー] アイコンを選択して、日付選択ウィジェッ

トを開きます。 

10. 予約対象のサービスの選択後、[アクション] ドロップダウン メニューから、[新しいライセンス] ま

たは [ステップアップ] を選択します。  

11. [ライセンス] テキスト ボックスにライセンスの数を入力してから、ドロップダウン リストから [使

用国] を選択します。 

12. 複数の製品の予約を行う場合は、別のオンライン サービスを選択してステップ 10 および 11 

を繰り返します。 

 

 
 

使用日の詳細: 

 予約に関するステップアップ品目アクションを行った後に使用日を変更する場合 (ただ

し予約を提出する前)、システムは使用日の変更によってステップアップ機会が変更さ

れたかどうかも判断します。 

 新しい使用日が元のステップアップ機会の使用日範囲外にある場合、警告メッセージ

が表示されます。[続行] を選択して日付を受け入れる場合、影響するステップアップ品

目は削除されます。 

13. Online Services ページで、[続行] をクリックします。 

14. 予約を再確認します。サービスがクイック スタートとして予約されている場合、[クイック スタート

適用期間] が赤で表示されます。この日付 (使用日の 30 日後) は、uEA 追加条項およびオン

ライン サービスの使用条件への署名および固定価格の決定の期限です。 
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15. 予約を確認後、必要に応じて修正し、[予約を送信] をクリックします。 

注意   すべての情報が正しいことを確認してください。一度送信すると、予約をキャンセルするのに 72 

時間必要になります。 予約のキャンセルの方法についての詳細を確認します。 

 

 
 

16. 3 つのポップアップ ウィンドウのいずれかが表示され、予約の利用条件を確認できます。 

 

uEA の追加条項 (2011 年以前に Enterprise 契約に署名した場合) および Online Services の

使用条件 (2010 年以前に Microsoft Business and Services Agreement に署名の場合) また

は固定価格の契約に署名していない場合、クイック スタート予約の契約内容および OLS の利

用条件を示すポップアップ ウィンドウが表示されます。これは、補正発注または年次発注にお

いてサービスに対する支払いおよび uEA 追加条項および Online Services の使用条件への

署名および固定価格の決定を予約の使用日より 30 日以内に行う法的な契約です。[同意して

送信] をクリックすると、[予約の完了] 画面が表示されます。 

 

uEA の追加条項に署名していて、固定価格には署名していない場合、またクイック スタートの

品目を予約した場合、[予約の確認とクイック スタート予約の契約内容] ポップアップ ウィンドウ

が表示されます。これは、補正発注または年次発注においてサービスに対する支払いおよび 

uEA 追加条項および固定価格の決定を予約の使用日より 30 日以内に行う法的な契約です。

[同意して送信] をクリックすると、[予約の完了] 画面が表示されます。 
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クイック スタートの品目が予約に含まれない場合、[予約の確認] ポップアップ ウィンドウが表示

されます。[予約を送信] をクリックすると、[予約の完了] 画面が表示されます。 

17. 確認用のポップアップ ウィンドウで、すべての契約の内容を確認します。社内の財務契約につ

いての担当者の場合は、ポップアップ ウィンドウの表示に従って [同意して送信] または [予約

を送信] をクリックします。 

18. または [キャンセル] をクリックして、プロセスを最初から再度開始できます。 

19. [予約の完了] 画面に、入力した予約の詳細が表示されます。その画面で、予約処理が完了し

たか、または送信エラーが発生したかを確認できます。 
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注意  1 つまたは複数の予約品目がクイック スタート予約の場合、その後で操作が必要となります。

パートナーまたは Microsoft の担当者にすぐに連絡を取り、赤色で表示されているクイック スタート適

用日付より前に uEA の追加条項または OLS の使用条件に署名するようにしてください。 

 

予約の完了後、予約の担当者に、予約内容の確認用の電子メール (該当する場合、必要なクイック ス

タート フォロー アップ品目など) がマイクロソフトから送信されます。  

この予約の前に OLS に署名していない場合、マイクロソフトから予約の担当者に、アクティベーション

用電子メールが送信されます。その電子メールには、オンライン サービス アカウント (テナント) を作成

し、ご利用のボリューム ライセンスのサブスクリプションに関連付けるための手順が記載されています。

契約で、OLS アカウント (テナント) を設定済みの場合、この電子メールは送信されません。予約したラ

イセンスは既存のアカウントに追加されます。 

予約したライセンスをユーザーに割り当てる準備ができたら、予約担当者およびオンライン サービス 

アカウントの管理者 (テナント管理者) に、サービスの準備が整い、ユーザーを割り当て、サービスを開

始できることをお知らせする通知が送信されます。 

登録 ID に対して初めてクイック スタート予約を行った場合、同日中に顧客通知用連絡先およびパート

ナー担当者に電子メールが送信されます。この電子メールには、契約内容、クイック スタート予約の要

件が記載されています。それらの要件は、予約使用日から 30 日以内に実行する必要があります。 

これらの要件が満たされるまでに、2 週間ごとに OLS 管理者、顧客通知用連絡先、パートナー担当者

に確認のための電子メールが送信されます。 
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ステップアップ予約を行う 

1. 前述の予約方法に従って行ってください。ただし、Online Services ページで、[アクション] ドロッ

プダウン メニューを選択し、次の選択を行います。 

ラベル 項目 操作 

1 [サービス] 説明 製品が予約したい製品であることを確認します。 

2 操作  [アクション] ドロップダウン メニューを選択し、[ス
テップアップ ライセンス] を選択します。 

3 ステップアップ元  ステップアップ予約に適切なソースを選択します。  

製品を選択すると、[使用可能] フィールドに数値
が入力されます。  

4 利用可能  このフィールドに表示される数値を書き留めま
す。これが予約できるライセンスの最大数です。 

5 ライセンス  必要なライセンス数を入力します。このフィール
ドに数値が入力されると、[使用可能] 列のライセ
ンス合計数が予約したライセンス数分減らされ
ます。  

この例では、200 ライセンスが使用可能でした
が、150 ライセンスが予約されています。ソース
製品用に、50 ライセンスが残っています。 

6 使用国  ライセンスが予約される使用国を選択します。 

 

すべての選択が完了すると、選択したライセンスの数が製品ロゴの下に表示されます。  



 MICROSOFT ボリューム ライセンス サービス センター ユーザー ガイド  

 

54 

 

2. [エントリを追加] をクリックして、必要に応じて別の品目を同じサービスに追加できます。 

 

 
 

3. 品目を再確認し、[続行] をクリックします。選択した各製品については、予約中のライセンスの

数が製品ロゴの下に表示されます。選択を行った他のページも確認してください。 
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4. [予約の確認] ページには、この予約に含まれるステップアップ用に選択された複数のオンライ

ン サービスが表示されます。 

5. [予約を送信] を選択します。または、[予約の編集] を選択して変更します。 

 

サービス、ライセンス ID、および予約詳細を表示する 

1. [サービス履歴] リンクを使用して、以前の予約の詳細を表示することができます。ヒントにその

他の情報が表示されます。 
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2. メイン ナビゲーションから、[ライセンス] を選択し、[予約の管理] を選択します。サービス、ライ

センス ID、および予約ページごとに [予約の管理] を表示できます。  

[サービス] ボタンをクリックして、すべての予約を表示します。 

 [予約] 列の番号を選択して、予約詳細を表示します。 

 [キャンセル] をクリックして、予約の送信後 72 時間以内にキャンセルすることができま

す。 

 [ライセンス ID] 列のライセンス ID を選択すると、ライセンス詳細ページが表示されま

す。 

 サービスに対して [ステータス] が有効になっていて、予約が完了しているとして示され

ていても、Microsoft コマース プラットフォームでプロビジョニングされるまでサービス

が有効になります。 

 [閉じる] をクリックすると、サービス セクションが閉じられます。 
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3. ライセンス ID を選択して、ライセンス ID ごとに予約を表示します。  

 [ライセンス ID] 列の番号を選択して、予約詳細を表示します。 

 [予約] 列の番号を選択して、選択されたライセンス ID に対する予約情報を表示しま

す。 

 

 
 

 予約番号リンクをクリックすると、ページによって [予約] ビューが開かれ、[ライセンス 

ID] ビューが閉じられます。予約日ごとに、または降順で予約情報を表示できます。  

 予約に 1 つまたは複数の品目がクイック スタート予約として含まれている場合、クイッ

ク スタート アイコン  が表示されます。 
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ヘルプのご利用 

[ヘルプ] ページにアクセスして、FAQ の検索、テクニカル サポートの問い合わせ、または VLSC Web サイ

トのメイン ナビゲーション バーの概要の確認を行うことができます。[よく寄せられる質問] ページの下部に

ある [お問い合わせ先] をクリックして、VLSC ヘルプ ページに移動します。 

メイン ナビゲーション バーから、[ヘルプ] をクリックして [よく寄せられる質問] ページを表示したり、[お

問い合わせ先] をクリックしてお近くのサポート センターの詳細な問い合わせ情報を表示したりできま

す。 

 

番号 名称 目的 

1 [サポート センター情報] ドロップダ

ウン リスト  

ドロップダウン リストから国を選択して、サ

ポート センター情報を表示できます。 

2 インタラクティブ マップ 地域を選択して、[サポート センター情報] ド

ロップダウン リストのエントリ数を制限しま

す。 

3 サポートの連絡先情報  連絡先情報、サポート センターの営業時間

を表示します。 
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地域サポート センターの特定方法 

インタラクティブな世界地図を使用して、直近のサポート センターを特定することができます。 

1. [ヘルプ] ページの地図で、該当する地域をマウスでポイントしてからクリックします。 

2. [サポート センター情報] ドロップダウン メニューのサポート センターの選択肢が選択した地域

に制限されます。 

3. [サポート センター情報] ドロップダウン メニューを選択します。 

4. リストから項目を選択します。 

[サポート センター情報] ボックスに、電話番号、電子メール アドレス、およびサポート センター

の営業時間が表示されます。 
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付録 A – Microsoft アカウントのサインアップ  

VLSC を使用するには、Microsoft アカウントにサインアップする必要があります。また、Microsoft アカ

ウントを使用すると、他の Microsoft サービスにアクセスすることもできます。  

Microsoft アカウントのサインアップ方法  

注意   グループ エイリアスまたはパブリック電子メール アカウントを VLSC で使用することは推奨され

ていません。  

1. VLSC ホームページから、[サインイン] をクリックします。 

2. [今すぐ登録] をクリックして、新しい Microsoft アカウントのサインアップを行います。 

3. [初めての利用] ページが開きます。  

4. お使いの電子メール アドレスを [メール アドレス] フィールドに入力します。 

5. パスワードを [パスワード] および [パスワードの確認入力] フィールドに入力します。パスワード

安全性インジケーターによって、選択したパスワードの安全性が表示されます。  

6. パスワードのリセット時に使用する質問を [秘密の質問] ドロップダウン リストから選択します。 

7. 質問の答えを [秘密の質問の答え] フィールドに入力します。 

8. テキスト ボックスに確認用文字を入力します。  

9. リンクをクリックして [Microsoft 使用条件] および [Microsoft オンライン プライバシーに関する

声明] を読みます。  

10. [同意します] をクリックします。[電子メール アドレスの確認] ページが表示されます。指示に

従って電子メール アカウントにアクセスし、電子メール アドレスを検証します。   

11. 勤務先電子メール アカウントで、確認の電子メールを探して開きます。  

12. 記載されているリンクをクリックして、お使いの Microsoft アカウント アドレスの所有権を確認し

ます。 

13. [メール アドレスの確認が完了しました] というメッセージが表示されます。[完了] をクリックしま

す。 

 

  

http://www.microsoft.com/licensing/servicecenter
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付録 B – 用語集 

期間 定義 

Commerce Technology 

Platform (CTP) 

これまでは、Online Commerce Platform と呼ばれていました。これは、

オンライン サービスをプロビジョニングするポータルです。 

Enrollments (加入契約) 加入契約は、一部のライセンスプログラムではライセンスとして、他の

プログラムでは契約として言及されます。加入契約は、発注が提出さ

れる実際の最終アイテムを示します。  

Licensing ID (ライセンス 

ID) 

特定のMicrosoft ボリューム ライセンス プログラムに応じて、ライセン

ス ID は、加入契約 (Enterprise または Select プログラム)、関連会社 

(Select Plus プログラム)、契約 (オープン バリュー プログラム)、また

はライセンス (オープン ライセンス プログラム) となります。ライセンス 

ID には、上位プログラムとの子関係があり、実際のアプリケーション、

ソフト ウェア、またはサービスが発注されます。 

MBSA Master Service Business Agreement (MSBA) は、実際のすべての契

約の提携規則を定義します。MBSA を使用して、別の上位プログラム

子契約を成立させることができます。同一の MBSA 契約によって管理

する、1 つまたは複数の上位プログラム契約を持つことができます。  

各契約は、企業の部門に固有になります。MBSA は、カスタマーが 

Enterprise、Select、または Select Plus 契約を締結している場合に利用

できる特典を概説します。MBSA は、すべての Enterprise 契約および 

Select 契約をカバーできるプログラムです。 

MSDN Microsoft Developer Network (MSDN) は、サブスクリプション パッ

ケージを提供し、これを使用して、市場にリリースされているほとんど

すべての Microsoft ソフトウェアを使用するためのライセンスにアクセ

スすることができます。  

ただし、MSDN ライセンス契約は、ソフトウェアをビジネスの実稼働環

境で使用することを許可していません。開発用途で、必要な数だけア

クティベーションすることができます。MSDN サブスクリプションは、年

次ベースで、ソフトウェアを使用するライセンスが期限切れになること

はありません。1 年以降には製品をアップグレードする資格はありま

せん。 



 MICROSOFT ボリューム ライセンス サービス センター ユーザー ガイド  

 

62 

 

Parent Program (上位プロ

グラム) 

上位プログラムは、ボリューム ライセンス契約構造で、MBSA への子

関係を持ちます。上位プログラムは、その製品が発注される実際のプ

ログラムを定義します。上位プログラムは、Microsoft が購入用に提供

する契約内容、および発注数に応じてカスタマーが利用できる割引レ

ベル (例: A、B、および C) を表示します。一般に、文字が若くなるほど、

購入するアプリケーション、システムおよびサービスの割引率が高くな

ります。各上位プログラム (たとえば、エンタープライズ) には、すべて

の有資格の利用資格および契約条件を管理し説明する固有の上位プ

ログラムがあります。  

ボリューム ライセンス ID には、ライセンス ID および上位プログラムご

とに関連付けられる異なる名前があります。下記の表を使用して、お

使いのライセンス ID または上位プログラムに対応するボリューム ライ

センス プログラムの名前を特定してください。  

ボリューム ライセンス 

プログラム 

ライセンス ID のプログ

ラム名 

上位プログラム名 

Select、Enterprise、

キャンパス、スクール 

登録 基本契約 

Select Plus パブリック カスタマー

番号 

契約 

オープン バリュー、

オープン バリュー サブ

スクリプション 

契約 該当なし 

Open License ライセンス数 ライセンス認証番号 
 

Performance Summary 

(達成率の要約) 

達成率の要約情報は、Select 契約の見積もり目標に対する進捗状況

を、Microsoft が最新の発注を受けた時点での目標達成度としてパー

セントで具体的に示します。 

Planning Services (計画

サービス) 

計画サービス (別名、パッケージ サービス) は、効率的な展開を可能

にするマイクロソフト パートナーからの構造化された計画サービスを

提供します。これは、デスクトップ (Office および Windows)、

SharePoint、Exchange、ビジネス価値計画サービスをカバーします。

マイクロソフト コンサルティング サービスまたは有資格のマイクロソフ

ト パートナーから、単純明快な利用券作成および引き換えプロセスに

よる、オンサイト展開計画のサポートを受けることができます。 
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Software Assurance (ソフト

ウェア アシュアランス) 

カスタマーが無料の製品アップデート、限定された数量の無料のサー

ビス チケット、および当該製品の E ラーニングを受講する機会を利用

できるようにする、Microsoft のサポート プログラムです。一般に、ソ

フトウェア アシュアランス契約は 3 年ごとに更新されます。 

Step-Up Licensing (ステッ

プアップ ライセンス) 

ステップアップ ライセンスを利用すると、下位レベルから上位レベルの

ソフトウェア エディションに低コストでアップグレードできます。より高い

レベルのソフトウェア エディションの全額を支払うよりも、ステップアッ

プ ライセンスを使用することで、差額のみを支払うことができます。 

ステップアップ ライセンス特典を使用してソフトウェアを購入するに

は、当社担当者またはリセラーに問い合わせる必要があります。購入

後は、VLSC からソフトウェアをダウンロードすることができます。  

TechNet Benefits 

(TechNet 特典) 

Microsoft TechNet は、Microsoft のプログラムの 1 つで、IT 分野の

専門家に技術情報、ニュース、イベント情報を提供します。TechNet 

は、IT およびヘルプ デスクのスタッフが、技術情報だけでなく、テスト

や評価用の製品のベータおよび最終バージョンにアクセスできるよう

にします。TechNet は、IT 専門家コミュニティ向けのサイト群であり、

Microsoft と大多数のコミュニティの両方によって承認された情報、ド

キュメント、およびディスカッションを提供します。  

TechNet の詳細: http://technet.microsoft.com/ 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://en.wikipedia.org/wiki/Information_technology
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