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はじめに 

このたび、マイクロソフト製品/サービス契約 (MPSA) という新しい合理的なライセンス契

約が導入されました。MPSA では、お客様が購入するオンライン サービス、ソフトウェ

ア、ソフトウェア アシュアランスのすべてが 1 つの契約上で管理されます。 

この MSDN 管理者向けガイドは、MSDN 管理者が MSDN サブスクリプションを理解し、

割り当てや管理を正しく行えるようにすることで、貴社が購入した MSDN サブスクリプシ

ョンの価値を余すところなく活用できるようにするために作成されました。 

MPSA 契約では MSDN の管理方法がこれまでとは異なる点があります。MPSA ライセンス

の管理には、新しいマイクロソフト ボリューム ライセンス センター (MVLC) と新しい 

MSDN 管理ポータルを使用し、その他のライセンス契約の管理には、引き続きボリューム 

ライセンス サービス センター (VLSC) を使用していただくことになりますので、ご注意く

ださい。 

このガイドの内容についてご不明な点がある場合やサポートが必要な場合は、MSDN サブ

スクリプション サポートまでお問い合わせください。 

MSDN 管理者の役割と責務 

マイクロソフトの製品およびサービスを割引料金でご利用いただける代わりに、お客様には 

MSDN サブスクリプションに関する一定の責務と制限事項に合意していただくことになり

ます。詳細については、VLSC の MSDN 管理者向けガイドをご確認ください。 

MSDN 管理者の主な責務は以下の 4 点です。 

1. MSDN サブスクリプションのメリットと制限事項を正しく理解する。クラウド サー

ビスを使用してハードウェア コストを削減したり、運用前環境にユーザー単位のライ

センスを活用してソフトウェア コストを削減したりするには、MSDN のメリットを

正しく理解している必要があります。  

2. 個人を具体的に指定して MSDN サブスクリプションを割り当て、使用を促進する。

この契約では、MSDN サブスクリプションを割り当てるユーザーを具体的に指定する

必要があります。割り当てた後は、MSDN サブスクリプションの特典がアクティブ化

され、最大限に活用されているかを確認するなど、ユーザーをフォローアップしま

す。 

3. 運用前環境の正確なインベントリを作成する。この作業は、MSDN ライセンスが付与

されたソフトウェアを利用するすべてのユーザーに対して、それぞれ個別の MSDN 

サブスクリプションが適切に割り当てられていることを確認するために必要です。  

4. ユーザーの割り当てに対する変更を把握し、追加のライセンスは期日どおりに取得す

る。マイクロソフト ボリューム ライセンス契約では、MSDN サブスクリプションの

使用方法や割り当て方法を柔軟に選択することができます。その代わりに、ソフトウ
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ェアの利用状況やユーザーの割り当てに対する変更を把握し、追加のユーザーについ

ては契約に記載されている期日どおりに発注を行うことが求められます。 

 

MSDN サブスクリプションの特典と制限事項 

MSDN サブスクリプションでは、他のソフトウェアの設計、開発、テスト、評価、デモを

行えるように、開発チームのメンバーによるソフトウェアのインストールと使用を許可して

います。MSDN のソフトウェアのライセンスでは、運用環境における使用は許可されてい

ません。 

 

以下の表に、MSDN サブスクリプションの使用が許可または禁止されている事項の詳細を

示します。 

ユーザー単位の

ライセンス 

MSDN Platforms や MSDN サブスクリプション付きのすべての

レベルの Visual Studio は、ユーザー単位でライセンスが提供さ

れます。開発チームのメンバーがこれらの製品に含まれるソフト

ウェアを利用 (インストール、構成、アクセス) する場合は、各

メンバーに個別の MSDN サブスクリプションが必要になりま

す。 

無制限 

インストール 

ライセンスが付与された各ユーザーは、他のソフトウェアの設

計、開発、テスト、評価、デモを行うために、任意の数のデバイ

スにソフトウェアをインストールして使用することができます。

例外として、Microsoft Office はデスクトップ 1 台にのみライセ

ンスが付与されます。MSDN ライセンスが付与されたソフトウ

ェアは、職場、家庭、学校のデバイスのほか、顧客所有のデバイ

スや、サードパーティによってホストされている専用ハードウェ

アにインストールして使用することができます。 

運用環境での 

使用は不可 

MSDN のソフトウェアのライセンスでは、運用環境における使

用は許可されていません。受け入れテストやフィードバック以外

の目的でエンド ユーザーがアクセスできる環境や、運用データ

ベースに接続されている環境、障害復旧または運用環境のバック

アップをサポートする環境、アクセス ピーク時に運用環境とし

て使用される環境などが該当します。例外としては、「Visual 

Studio と MSDN のライセンス ホワイト ペーパー」に記載され

た特定のサブスクリプション レベルの特典などが挙げられま

す。 

https://www.visualstudio.com/ja-jp/products/msdn-subscriptions-vs
https://www.visualstudio.com/ja-jp/products/msdn-subscriptions-vs
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ライセンスの 

再割り当て 

ユーザーがチームから外れ、ライセンスが不要になった場合、90 

日が経過した後にライセンスを別のユーザーに割り当て直すこと

ができます。 

エンド ユーザー

向けの例外 

ソフトウェア開発プロジェクトの終了時には、通常エンド ユー

ザーがアプリケーションのレビューを行い、リリースに必要な基

準を満たしているかどうかを判断します。このプロセスは、ユー

ザー受け入れテスト (UAT) と呼ばれます。ビジネス スポンサー

や製品マネージャーなどのチーム メンバーは、エンド ユーザー

の代理人の役割を務めることができます。ソフトウェアの使用が 

MSDN のその他すべてのライセンス条項に準拠している場合、

MSDN サブスクリプションを所有していないエンド ユーザー

は、ソフトウェアにアクセスして UAT を行うことができます。

ただし、ソフトウェアの設計、開発、テストを主要な業務とする

人物が「エンド ユーザー」の資格を満たすケースはほとんどあ

りません。 

 

運用前環境のインベントリの作成 

MSDN サブスクリプションでは、デバイスではなくユーザーの数を確認するため、資産管

理が簡単です。 

メモ: MSDN 管理者は、個人を具体的に指定して MSDN サブスクリプションを割り当てる

必要があります。Dev1、Dev2、Dev3 などという命名規則は認められません。 

以下に、運用前環境のインベントリを簡単に作成する方法を紹介します。 

• ユーザーの割り当て状況を確認する。マイクロソフトが提供する MSDN 管理ポータ

ルでは、MSDN サブスクリプションの割り当て状況を確認することができます。 

• Active Directory を使用してユーザーをリスト化する。Active Directory を使用し

てユーザー アクセスを管理している場合、ディレクトリのメンバーシップから開発

およびテスト ユーザーを特定することができます。 

• 自動化ツールを使用してシステムのインベントリを作成する。企業によっては、ソフ

トウェア資産を管理したり、運用前環境と運用環境を区別したりするために、ソフト

ウェア インベントリ ツールを使用している場合があります。Microsoft System 

Center をご利用のお客様の多くは、命名規則を作成し、インベントリの作成プロセ

スのこの部分を自動化しています。 

• 手動による調整を支援してもらう。開発環境やテスト環境への開発ユーザーおよびテ

スト ユーザーの調整を社内スタッフに支援してもらいます。  
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大規模なチームや社外の請負業者の管理 

MSDN 管理者は、MSDN ライセンスが付与されたソフトウェアを利用する各ユーザーに対

して、それぞれ個別の MSDN サブスクリプションが適切に割り当てられていることを確認

する義務があります。  

社内チーム 

今日のソフトウェア企業では、プロジェクトに複数のチームが関与することが一般的になっ

ています。この場合、ユーザーのインベントリや変更の管理を支援してくれる各チームの担

当者を確認しておきます。  

企業ごとに異なりますが、開発に携わるチームとして一般的に以下が挙げられます。 

• ソフトウェア エンジニアリング チーム  

• プロダクト オーナーやビジネス アナリストを含むビジネス チーム 

• プロジェクト管理チーム  

• 品質チーム (QA スタッフや手動テスト担当者など) 

• IT 運用チーム (運用前環境やラボ環境のインフラストラクチャ マネージャーなど) 

社外の請負業者とパートナー 

社外の請負業者は、MSDN ライセンスが付与されたお客様の環境で作業を行うためにライ

センスを持参する場合があります。また、マイクロソフト認定パートナーには、社内使用を

目的とした無料の MSDN サブスクリプションが多数提供されています。ただし、これらの

サブスクリプションは、顧客向けのカスタム ソフトウェア開発など、収益が発生する作業

には使用できません。パートナーが提示するライセンスとお客様が調達する必要のあるライ

センスについて記載した内容証明書を送付するように、パートナーに依頼してください。 
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ユーザーの割り当てに対する変更を把握し、 

期日どおりに発注する 

MSDN 管理者には、MSDN の利用状況を把握し、利用が拡大した場合にはマイクロソフト 

ボリューム ライセンス契約に記載されている期日どおりに発注を処理することが求められ

ます。 

最大利用数 

お客様の企業で MSDN サブスクリプションを購入する義務は、以下の時点で直ちに発生し

ます。 

• ユーザーにライセンスが割り当てられた 

• ユーザーが MSDN ソフトウェアを利用した 

購入が必要な総数は、最大利用数によって決まります。この使用数には、毎日のユーザーの

割り当て数と MSDN ソフトウェアを利用するユーザー数の多い方が採用されます。 

1. MSDN 管理者が MSDN サブスクリプションを個人に割り当てることにより、最大利

用数が増える可能性があります。 

2. MSDN 管理者は、サブスクリプションを割り当ててから 90 日が経過した後に、その

サブスクリプションを別のユーザーに割り当て直すことができます。最大利用数がつ

り上がることを防ぐためにサブスクリプションを割り当て直す場合には、必ず既存の

サブスクリプションを削除してから新しいサブスクリプションを追加してください。 

3. MSDN 管理者は、個人に割り当てられたサブスクリプションのレベルを変更すること

ができます。あるサブスクリプションはレベルを引き下げたり、別のサブスクリプシ

ョンはレベルを引き上げたりできます。ユーザーに割り当てられたサブスクリプショ

ンのレベルを引き下げた場合、そのユーザーは直ちに上位レベルのサブスクリプショ

ンにのみ含まれるソフトウェアの使用を停止し、アンインストールする必要がありま

す。  

MSDN 管理者向けの関連資料 

MSDN 管理者向けのリンクと関連資料は以下のとおりです。 

 MPSA ライセンスの管理: ボリューム ライセンス センター  

 MPSA ライセンス以外の管理: ボリューム ライセンス サービス センター 

 MPSA 向け MSDN 管理ポータル 

 マイクロソフト製品/サービス契約の Web サイト 

 MSDN ライセンスの Web サイト 

 MSDN サブスクリプションの概要 

 ボリューム ライセンスおよび製品使用権説明書 (PUR) 

 MSDN サブスクリプションの特典の比較 

https://licensing.microsoft.com/Customer/
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://msdnadmin.visualstudio.com/_apis/Home/Redirect
https://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/mpsa/default.aspx
https://msdn.microsoft.com/ja-JP/subscriptions/cc150618.aspx
http://msdn.microsoft.com/subscriptions/aa718661.aspx
https://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/products/products.aspx
http://www.visualstudio.com/ja-jp/products/msdn-subscriptions-vs#AdditionalPageSections_1
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 MSDN サブスクリプションに関するヘルプ 

一般的な展開シナリオにおけるライセンス要件の詳細については、Visual Studio と MSDN 

のライセンス ホワイト ペーパーをご覧ください。 

 

MSDN 管理ポータルへのアクセス 

マイクロソフト ボリューム ライセンス センター (MVLC) への 

アクセス 

1. MVLC の Web サイト (https://licensing.microsoft.com) にアクセスします。 

 

2. MVLC ユーザー ID (テナント ID) を使用してサインインします。 

 

 

 

http://msdn.microsoft.com/subscriptions/aa948874.aspx
https://www.microsoft.com/ja-JP/download/details.aspx?id=13350
https://www.microsoft.com/ja-JP/download/details.aspx?id=13350
https://licensing.microsoft.com/
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アカウント管理者、マネージャー、ビューアーの割り当て 

MVLC には、ライセンス、ダウンロード、特典、注文を確認できるさまざまなツールが用

意されています。MSDN 管理者は、この情報や MSDN サブスクリプションの管理を別のユ

ーザーに委任することができます。 

1. MVLC の [Dashboard (ダッシュボード)] ページから [Manage Users (ユーザーの管

理)] をクリックします。ボリューム ライセンス契約の管理を委任するユーザーに対して

アクセス許可の割り当て、削除、調整を行うことができます。 

 

2. 契約に割り当てられているユーザーの一覧が表示されます。[Add User (ユーザーの追

加)] をクリックします。新しいユーザーにこのデータの管理を委任するプロセスが開始

されます。 

 

3. [Add User (ユーザーの追加)] ページで、委任するユーザーについて以下の情報を入力し

ます。 
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 Contact Email Address (連絡先の電子メール アドレス): ユーザーの連絡先電

子メール アドレス。 

 User ID (ユーザー ID): ユーザーが MVLC へのアクセスに使用するユーザー ID 

(テナント ID)。 

o 既定では、この ID のドメインは契約データに記載されたお客様の企業の

プライマリ ドメインになります。 

 Password Recipient Email Address (パスワード受信用電子メール アドレ

ス): ユーザーの初回の一時パスワードを送信する電子メール アドレス。連絡先

電子メール アドレスと同じでも構いません。 

 First Name (名) 

 Last Name (姓) 

 Preferred Language (優先する言語): ユーザーが使用する言語。 

 Country/Region (国/地域): ユーザーが居住する国または地域。 

 Role (役割): ユーザーに付与するアクセス許可のレベル。以下のいずれかを選

択できます。 

o Account Admin (アカウント管理者)/Agreement Admin (契約管理

者): 割り当てられた購入アカウントまたは契約に関連するすべてのダウ

ンロード、キー、サブスクリプション、特典、サービス、ユーザーを管

理できます。 

o Account Manager (アカウント マネージャー): MVLC の契約ユーザー

の管理を除き、管理者と同様の操作を実行できます。 
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o User Administrator (ユーザー管理者): MVLC の契約ユーザーの管理

のみを実行できます。 

o Account Viewer (アカウント ビューアー): 割り当てられた購入アカウ

ントに含まれるすべての契約のライセンス、注文、レポート、特典を表

示できます。 

o Report Viewer (レポート ビューアー): 割り当てられた特定の契約の

ライセンス、注文、レポート、特典を表示できます。 

4. 入力が完了したら、[Submit (送信)] をクリックします。アカウントの新しいアクセス

許可について通知する電子メールがユーザーに送信され、初回のサインインに使用する

一時パスワードが提供されます。ユーザーは初回のサインイン時に、パスワードを変更

する必要があります。 

 

MSDN サブスクリプション契約情報の確認 

MSDN 管理ポータルにアクセスし、MSDN サブスクリプション契約の情報を確認するには

以下の手順を行ってください。 

 

 

1. MVLC で [Licenses, Services and Benefits (ライセンス、サービス、特典)] をク

リックします。  
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2. ライセンスの一覧に表示される [Visual Studio] をクリックして、購入したサブスクリ

プションのレベルを表示します。 

 

 

3. 購入したエディションをクリックし、[Actions (アクション)] リストをクリックして 

[Manage Subscriptions (サブスクリプションの管理)] を選択します。MSDN サブ

スクリプションに関する情報が表示されます。 
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MSDN 管理ポータルの使用 

上記の手順で表示された新しい MSDN 管理ポータルでは、MPSA を通じて購入した MSDN 

サブスクリプションを管理することができます。このポータルでは、MSDN サブスクリプ

ションが割り当てられているすべてのユーザーに対して、追加、削除、管理を行えます。以

下のスクリーンショットは、新しい MSDN 管理ダッシュボードです。 

 

このポータルにアクセスするには、MVLC で [Manage Subscriptions (サブスクリプシ

ョンの管理)] をクリックするか、このドキュメントの関連資料セクションから「MPSA 向

け MSDN 管理ポータル」のリンクをクリックします。アカウント管理者または契約管理者

の役割を割り当てられているユーザーは MSDN サブスクリプションを管理することができ

ます。  
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MSDN サブスクリプションの管理 

MSDN サブスクリプションを管理するには、以下の手順を行います。 

1. MSDN 管理ポータルの [Dashboard (ダッシュボード)] ページでは、単一ユーザーの追

加、ユーザーの編集、複数ユーザーの一括アップロード (一括アップロードについては後

述します) など、多数の管理タスクを実行できます。 

2. [Subscribers (サブスクライバー)] をクリックして、ユーザーの一覧を表示します。  

 

 

[Subscriber (サブスクライバー)] 一覧ページについて 

[Subscriber (サブスクライバー)] 一覧ページは、MSDN 管理ポータルの主要なコンポーネ

ントです。このページには、以下の項目を含む、ユーザーの詳細情報が表示されます。 

 各ユーザーの氏名 

 ユーザーが通知を受信する電子メール アドレス 

 ユーザーに割り当てられたサブスクリプションのレベル 

 サブスクリプションの有効期限 

 任意の説明テキスト 

 ユーザーが居住する国 

このページと [Dashboard (ダッシュボード)] ページの左側には、購入アカウントをはじ

め、購入済み、割り当て済み、割り当て可能の各サブスクリプション ライセンス数など、

契約に関する追加情報が表示されます。 
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ユーザーをクリックすると、そのユーザーに関する以下のような追加情報が表示されます。 

 ユーザーのサブスクリプションの状態 

o Assigned (割り当て済み): 管理者がこのユーザーにサブスクリプション ラ

イセンスを割り当てています。 

o Active (アクティブ): このユーザーが MSDN サイトでアカウントをアクテ

ィブ化しています。 

o Expired (期限切れ): このユーザーに割り当てられていたライセンスの有効

期限が切れています。期限切れのユーザーを特定しやすいように、名前の隣

に赤いバーも表示されます。 

 ユーザーのサブスクライバー ID 
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単一ユーザーの割り当て 

MSDN サブスクリプションの割り当て可能なライセンスを所有している場合、これらのラ

イセンスを新規ユーザーに割り当てることで、ユーザーがサブスクリプション特典を利用で

きるようになります。  

1. 単一の MSDN ユーザーを割り当てるには、表の上部から [Add (追加)] をクリックしま

す。 

 

2. 既存のユーザーの情報と同様の新規ユーザーの行が表示されます。新規ユーザーの情報

をフォーム フィールドに入力します。このユーザーが MSDN サブスクリプション ポー

タルにログインし、ダウンロードやサブスクリプション サービス (Microsoft Azure、

Visual Studio Online、Pluralsight のトレーニングなど) を利用できるようにする場合

は、[Downloads (ダウンロード)] チェックボックスをオンにします。このチェックボ

ックスをオフのままにした場合、ユーザーはチャット、サポート フォーラム、テクニカ

ル サポートのみを利用できます。入力が完了したら、[Add (追加)] をクリックしま

す。 
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3. ユーザーを追加すると、その後の手順が記載された「ようこそ」メールがそのユーザー

に自動送信されます。上部メニューの [Resend (再送信)] ボタンをクリックすれば、い

つでも「ようこそ」メールを再送信できます。 

 

 

ユーザーの情報の編集 

1. ユーザーの情報を編集して、エラーを修正したり、情報を更新したりすることができま

す。ユーザーを編集するには、表内の行にカーソルを合わせ、鉛筆アイコンを表示しま

す。 

 

2. 鉛筆アイコンをクリックして、ページ上にダイアログ ボックスを開きます。ユーザーの

情報を編集し、[Save (保存)] をクリックします。 

 

 

単一または複数のサブスクリプション ユーザーの削除 

ユーザーが退職したり、プロジェクトが終了したり、役職が変更になったりなどで、MSDN 

サブスクリプションが不要になった場合は、そのユーザーのサブスクリプションを削除でき

ます。 

1. 削除するユーザーの名前をクリックします。複数のユーザーを削除するには、Ctrl キー

を押しながら各ユーザーを選択します。 
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2. 選択したユーザーを削除するには、[Delete (削除)] をクリックします。削除するかど

うかを確認するメッセージが表示されたら、[OK] をクリックします。 
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フィルターを使用してユーザーを検索する 

MSDN 管理ポータルでは、さまざまな条件を指定して、特定のユーザーを検索することが

できます。氏名、電子メール アドレス、サブスクリプション レベルなどの条件を指定し

て、一覧に含まれるユーザーを絞り込んで表示できます。 

1. 特定のユーザーのグループを検索するには、表の上部から [Filter (フィルター)] をクリ

ックします。 

 

2. フィルターに使用できる多数のフィールドが表示されます。検索に使用する条件を選んで

入力し、[Find (検索)] をクリックします。これで、指定した条件に一致するユーザーの

一覧が表示されます。 

 

 

サブスクリプション ライセンスの超過の処理 

ユーザーを追加した後に注文が変更された場合、お客様の企業で所有しているライセンスよ

りも多くのサブスクリプションが割り当てられている状態になることもあります。この状況

が発生した場合、ダッシュボードに警告が表示され、詳細な情報が提供されます。 
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1. ライセンスの超過の問題を解決するには、警告のテキストをクリックします。超過して

いるサブスクリプション レベルおよび有効期限切れのライセンスが割り当てられている

ユーザーがフィルタリングされ、一覧に表示されます。  

 

2. 必要に応じてユーザーを削除し、ライセンス超過を訂正します。 
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期限切れのサブスクリプションの処理 

ユーザーのサブスクリプションの有効期限が切れた場合、ポータルでは名前の隣に赤いバー

が表示されます。それらのユーザーが MSDN サブスクリプション特典を引き続き使用でき

るようにするには、ライセンスを更新する必要があります。MSDN サブスクリプション ラ

イセンスを更新するには以下の手順を行います。 
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1. MVLC ダッシュボードにアクセスし、[Agreements (契約)] をクリックします。 

 

2. [Agreements (契約)] ページが表示され、購入アカウント番号などの MPSA ライセン

スに関する情報が表示されます。この情報はライセンスの更新に必要となります。 

 

3. ボリューム ライセンスを販売するリセラーに連絡し、MSDN サブスクリプション ライ

センスの追加を依頼します。リセラーに契約番号と購入アカウント番号を伝えます。リ

セラーが注文を処理し、新しいサブスクリプション ライセンスが利用可能になったら、

ユーザーに割り当てることができます。 
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一括割り当てによる複数ユーザーの追加 

一括アップロード プロセスを使用して、複数のユーザーを一度に割り当てることができま

す。 

一括アップロード プロセスの開始 

1. 複数のユーザーを一度に追加するには、MSDN 管理ダッシュボードにアクセスし、ダッ

シュボードから [Bulk Assign (一括割り当て)] をクリックします。メモ: この機能は、

サブスクライバー一覧の上部の [Add (追加)] ボタンの隣からも利用できます。  

 

 

一括アップロード テンプレートの入力  

1. 一括割り当てでは、Microsoft Excel テンプレートを使用してユーザーをアップロードし

ます。[Upload Multiple Subscribers (複数サブスクライバーのアップロード)] ダイ

アログ ボックスで [Download (ダウンロード)] をクリックし、テンプレートをダウン

ロードします。必ず最新バージョンのテンプレートをダウンロードしてください。以前の

バージョンを使用すると、一括アップロードが失敗する可能性があります。 

 

2. Excel スプレッドシートのフィールドにサブスクリプションを割り当てるユーザーの情報

を入力します。[Reference (参考)] は任意のフィールドです。テンプレートの一部が適

切に入力されていない場合、問題について説明したエラー メッセージが表示されます。

入力が完了したら、ハード ドライブにファイルを保存します。 
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スムーズにアップロードするために、以下のベスト プラクティスに従ってください。 

 フォーム フィールドにコンマが含まれていないことを確認します。 

 ユーザーの名前などのフォーム フィールドの前後のスペースを削除します。 

 2 単語から成る名、または姓の間に余分なスペースが含まれていないことを確認し

ます (例: システムによって余分なスペースが削除されないため、たとえば 2 単語

から成る名の “Maggie May” が “Maggie  May” とならないように入力してくだ

さい)。 

 

 

 

一括アップロード テンプレートのアップロード 

1. MSDN 管理ポータルに再びアクセスし、[Upload Multiple Subscribers (複数サブス

クライバーのアップロード)] ダイアログ ボックスで [Browse (参照)] をクリックしま

す。保存した Excel ファイルを選択します。選択したら、[Upload (アップロード)] を

クリックします。画面にアップロードの進捗状況が表示されます。  
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一括アップロード テンプレートのエラーの処理 

テンプレートにエラーが存在した場合、アップロードに失敗し、エラーが発生した場所とそ

の内容が明確に提示されます。この情報を基にテンプレートを修正し、アップロードを再試

行してください。 

 

 

アップロードが正常に完了すると、ユーザーの一覧と、アップロードが完了した旨を通知す

る確認メッセージが表示されます。 
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