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サーバーおよびクラウド加入契約 (SCE) は、マイクロソフト エンタープライズ アグリーメントの下での新しい加入契

約です。SCE では、お得意様向けに、マイクロソフトの 1 つ以上の主要なサーバーおよびクラウド テクノロジでの

広範な標準化を可能にする新たなオプションを提供します。 

クラウド対応 
 

標準化と簡略化  コストの削減と特典  

必要に応じてクラウドに柔軟に移行

でき、既存の環境に築いた価値を失

うことなく組織を拡大可能 

展開とライセンス管理を簡略化しな

がら、最新のテクノロジを採用可能 

最適な価格および割引と、サーバー/

クラウド テクノロジをサポートする

追加特典を利用可能 

 

SCE がお客様にもたらす特典 

SCE に加入するお客様には、インストール ベース全体

で 1 つ以上のコンポーネントの契約を行っていただき

ます。つまり、SCE コンポーネントのインストール ベー

ス全体でソフトウェア アシュアランスを包括的にご契

約いただく必要があります。System Center 導入環境

では、コア インフラストラクチャ スイート (CIS) を通

じて Windows Server インストール ベースで System 

Center を包括的にご契約いただく必要があります。 

この契約を行っていただく代わりに、SCE では、クラウ

ド向けに最適化された新たなライセンス オプションや、

簡略化されたライセンス管理、最適な価格や条件などの、

さまざまな特典をお客様に提供します。 

クラウド対応 

SCE では、Windows Azure の最低価格、クラウドへの

アプリケーション ライセンス モビリティ、および 

System Center を使用した Azure リソースの管理の新

たな特典を提供します。また、お客様は、ワークロード

の廃止、統合、またはクラウドへの移行時の柔軟性を高

める、サブスクリプション ベースの新たなオプションも

ご利用になれます。 

標準化と簡略化 

SCE のお客様は、すべての展開で最新のテクノロジと特

典を利用できるだけでなく、標準化された SKU セット

を通じて簡略化されたライセンスをご利用いただけます。

さらに、SCE で CIS を契約されたお客様には、社内と 

Azure 全体で標準化された管理プラットフォームが確保

されます。 

コストの削減と特典 

SCE では、新規ライセンス、ソフトウェア アシュアラ

ンス、および Azure の割引など、サーバーおよびクラウ

ド製品を対象とするマイクロソフトの最適な価格と特典

を提供します。該当するお客様には、無制限のサポート

などのプレミアム特典のご利用資格も提供されます。 

サーバー 
および 
クラウド 
加入契約 
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  主な特典: 

 新規ライセンスおよびソフトウェア アシュアランス

購入時の 15% の割引 

 ソフトウェア アシュアランス更新時の 5% の割引 

 System Center を使用した Windows Azure リソー

スの管理機能を含む (CIS 契約の場合*) 

 SCE 製品に対する最適な条件と計画性 

 新たなサブスクリプション オプションを利用可能 

 展開済みのすべてのライセンスに対する、ソフトウェ

ア アシュアランスの全特典 (新バージョンの権利を

含む) 

 資格を持つお客様向けの、無制限の製品サポート 

仕組み 

サーバーおよびクラウド加入契約では、コア インフラス

トラクチャ、アプリケーション プラットフォーム、開発

者プラットフォーム、Windows Azure の 4 つのコン

ポーネントを提供します。お客様は、必要に応じて、こ

れらのコンポーネントの任意のものを個別に選択するこ

とも、組み合わせることもできます。最初の 3 つのコン

ポーネントのいずれかを選択されたお客様は、最適な価

格で Windows Azure もご利用いただけます。 

 

 

 

コア インフラ 

ストラクチャ 
 

製品 

CIS SKU  

(Windows Server 

+ System Center) 
 

要件 

すべての Windows 

Server に対する CIS の 

適用 

 
アプリケーション  

プラットフォーム 
 

製品 

SQL Server 

BizTalk Server 

SharePoint Server 
 

要件 

すべてに SA を適用 

 
開発者 

プラットフォーム 
 

製品 

Visual Studio Ultimate  

および Premium 

 
 

要件 

すべてに SA を適用 

 
Windows  

Azure 
 

製品 

すべての  

Windows Azure クラウド  

サービス 
 

自動的に利用可能 

単独でのライセンスも 

可能 

+ Windows Azure へのアクセス 

 

ご利用の開始方法 

サーバーおよびクラウド加入契約は、マイクロソフト エ

ンタープライズ アグリーメント (EA) の下で締結される 

3 年間の契約です。 

お客様は、SCE 固有の特典だけでなく、マイクロソフト 

ボリューム ライセンス プログラムで提供されるボ

リューム ディスカウントや、きわめて柔軟で計画性の高

い条件などの独自の EA 特典をご利用になれます。 

SCE は随時購入していただけますが、既存の EA または 

SA 契約が満了するタイミングで、SCE がサーバーおよ

びクラウドのニーズを満たす適切な手段となるかどうか

評価することをお勧めします。 

販売店にご連絡いただくことで、すぐにご利用を開始で

きます。 

リソース 

SCE リソース 

サーバーおよびクラウド加入契約 (SCE) の詳細: 

 http://aka.ms/sce 

Windows Server 2012 R2 および System Center 

2012 R2 

これらの製品の R2 リリースのライセンスの詳細 

 http://aka.ms/r2licensing 

 

http://www.microsoft.com/ja-JP/server-cloud/products/windows-server-2012-r2/default.aspx
http://www.microsoft.com/ja-JP/server-cloud/products/windows-server-2012-r2/default.aspx
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Q: SCE とは何ですか。 

A: サーバーおよびクラウド加入契約 (SCE) は、マイク

ロソフト エンタープライズ アグリーメントの下で提供

される新たなライセンス手段であり、お客様がマイクロ

ソフトの 1 つ以上のサーバーおよびクラウド テクノロ

ジでの標準化を行えるようにするものです。 

SCE に加入するお客様には、インストール ベース全体

で 1 つ以上のコンポーネントの契約を行っていただき

ます。つまり、SCE コンポーネントのインストール ベー

ス全体でソフトウェア アシュアランスを包括的にご契

約いただく必要があります。System Center 導入環境

では、コア インフラストラクチャ スイート (CIS) を通

じて Windows Server インストール ベースで System 

Center を包括的にご契約いただく必要があります。 

この契約を行っていただく代わりに、SCE では、以下に

示す、増加し続ける大きな価値と特典をお客様に提供し

ます。 

 

 L+SA 製品の 15% の割引、SA 製品の 5% の割引。

Azure 以外のコンポーネントをご利用の場合、Azure 

の 5% の割引。 

 永続的ライセンスと並行して、サブスクリプション 

ベースの新たなオプションをご利用可能。このオプ

ションによって、ワークロードの廃止、統合、または

クラウドへの移行が必要になったときの柔軟性が高

まります。 

 コア インフラストラクチャ スイート (CIS) をご契約

のお客様には、System Center を使用して Azure の

仮想マシンおよびリソースを管理できる付加的な権

利が追加コストなしで提供されます。 

 Microsoft Premier Service をご利用のお客様には、

SQL Server、Windows Server お よ び System 

Center、BizTalk Server および SharePoint Server 

の無制限の製品サポートを受ける資格も提供されま

す (一定の条件あり)。 

 ソフトウェア アシュアランス (SA) の全特典。これ

には、Microsoft の多くのアプリケーションのライセ

ンス モビリティも含まれるため、クラウドへの移行

をよりシームレスに行えます。 

SCE の導入に伴い、アプリケーション プラットフォー

ム加入契約 (EAP) とコア インフラストラクチャ加入契

約 (ECI) は廃止されます。現在、インストール ベース

全体の契約を通じて EAP または ECI に加入されている

お客様 (または加入予定のお客様) は、契約を SCE に更

新することで、割引、条件、および新たなサブスクリプ

ション オプションの標準化されたセットによって、マイ

クロソフトの最適な価格および特典をご利用いただけま

す。 

Q: マイクロソフトはなぜこのような変更を行うのです

か。 

A: SCE は、マイクロソフト サーバーおよびクラウド テ

クノロジを採用されているお客様向けの標準化された高

価値ライセンス基盤の確立を目指したものです。次の 3 

つの主要特典に基づいています。 

 SCE はクラウド対応の加入契約です。SCE では、よ

り柔軟な新しい Azure 条件、より適切な Azure 価格、

SA を通じたクラウドへのアプリケーション ライセ

ンス モビリティ、Azure リソースの管理のための新

たな System Center 特典、および新たなサブスクリ

プション オプションを提供します。 

これらの特典を 1 つの加入契約にパッケージ化する

ことによって、動的な環境やハイブリッドな環境で運

用するお客様に、これまで以上に多様なオプションを

提供します。 

 SCE をご利用になることで、お客様は、マイクロソ

フト サーバーおよびクラウド テクノロジでの標準化

をより適切に行えます。SCE のお客様には、すべて

の展開でのソフトウェア アシュアランスの適用を通

じて、マイクロソフトの最新のテクノロジと特典すべ

てを利用する機会が確保されます。 

 SCE では、標準化を通じてライセンス管理が簡略化

されるため、お客様の組織の進化に対応した計画、管

理、および調整が容易化されます。 

Q: ECI の顧客にはどのような影響がありますか。 

A: これらの変更は、ECI 加入契約期間中は ECI のお客

様には影響しません。SCE を通じてコア インフラスト

ラクチャ スイート (CIS) の契約をインストール ベース

全体で行っていただくことで、ECI のお客様は、マイク

ロソフトの最適な価格、新たなサブスクリプション オプ

ション、新たな Azure 特典、および最新のテクノロジを

引き続きご利用になれます。また、System Center に

よる Azure の管理権利や、無制限のサポートの利用資格

などの新しい特典もご利用いただけます。CIS Standard 
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および Datacenter (SE と DC) 向けの SCE の割引には、

L+SA の 15% 割引と SA の 5% 割引が含まれます。こ

れらの割引は、SCE 以外のプログラムで CIS SKU 向け

に既に提供されている割引とは別に追加で適用されます。 

環境の一部のみに CIS を導入することをご希望のお客

様は、他のボリューム ライセンス プログラムを通じて

容易にニーズに対応できます。専用の契約を締結する必

要も、最小単位を満たす必要もありません。既存の ECI 

は、EA エンタープライズ加入契約のセレクト プラスや

追加製品などの他のプログラムで CIS SKU に更新でき

ます。SCE の適用外の CIS SKU では、Windows Server 

および System Center の単体製品に比べて、L+SA が 

5% 割引されます。また、Window Server 2012 R2 の

リリースに伴い、これらのプログラムで新たに 5% の割

引が CIS SA に適用されます。 

Q: EAP の顧客にはどのような影響がありますか。 

A: EAP のお客様は、SCE で、インストール ベース全体

での SQL Server、Visual Studio、BizTalk Server、お

よび SharePoint Server の契約を継続していただけま

す。一部、割引の標準化と簡略化に伴う価格のわずかな

変更があります。この変更として、ソフトウェア アシュ

アランスに対する新たな 5% の割引があります。また、

EAP 標準製品に比べて割引率が若干高くなる一方、EAP 

プレミアム製品に比べて割引率が若干低くなります。

EAP では、L+SA SKU のライセンス部分に対してのみ

割引が適用されていましたが、SCE では主要コンポーネ

ントのすべての L+SA SKU に 15% の割引が包括的に

適用されます。 

新しいサブスクリプション オプションは、“ライセンス

据え置き” の概念に代わるものであり、古い単位をサブ

スクリプションでカバーしたり、契約時に新しい L+SA 

として追加したりすることができます。 

サブスクリプションによって、お客様は、ワークロード

の統合やクラウドへのワークロードの移行に伴って、年

単位で展開を柔軟に廃止できます。サブスクリプション 

ライセンスは新しい単位にもご利用になれます。 

Q: マイクロソフトはこの変更をいつ行うのですか。 

A: この新しい契約内容は 2013 年の第 4 四半期からご

利用になれます。 

 

Q: 詳細はどこで確認できますか。 

A: 詳細については、最寄りの販売店または マイクロソ

フト アカウント チームにお問い合わせください。 

*いくつかの制限が適用されます。 


