
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リモート デスクトップ サービス (旧称: ターミナル サービス) は、あらゆるデバイスへのデスクトップとアプリケーションの展開

を迅速化し、拡張することによって、リモート ワーカーの効率を高めるとともに、重要な知的財産の保護と法令順守の簡略化を促進

します。ユーザーは、リモート デスクトップ サービスが実現する仮想デスクトップ インフラストラクチャ (VDI)、セッション ベー

スのデスクトップ、およびアプリケーションを使用することで、あらゆる場所で作業できるようになります。 

Microsoft RDS では展開の選択肢を 3 つ提供しているため、お客様はユーザーに適した種類の VDI デスクトップを柔軟に選択し

て展開できます。どれについても単一のプラットフォームから展開可能です。お客様は次のいずれかをホスティングできます。 

セッション ベースのデスクトップ プールされた仮想マシン (VM) パーソナル仮想マシン (VM) 

複数のユーザー セッションを持つ共有

の Windows Server インストール 

非専用/非固定の個別 Windows  

クライアント VM 

専用の Windows クライアント VM 

 

ライセンスの概要 

RDS は Windows Server ソフトウェアに付属して出荷され

ますが、ライセンスについてはクライアント アクセス ライ

センス (CAL) を通じて別途供与されます。つまり、Microsoft 

VDI インフラストラクチャにアクセスするには、アクセスす

る側のエンド ポイント (ユーザーまたはデバイス) ごとに 

RDS ライセンスが 1 つ必要です。また、この CAL は追加で

必要になります。つまり、お客様は、Windows Server CAL 

に加えて、次のいずれかまたは両方の操作を行うユーザーま

たはデバイスごとに Windows Server RDS CAL を 1 つ取

得する必要があります。 

 RDS 製品のいずれかの機能への直接または間接的なアク

セス 

 RDS の機能または他のサード パーティ テクノロジを使用

した、サーバー ソフトウェアのグラフィカル ユーザー イ

ンターフェイスとの直接または間接的な対話操作 

たとえば、Windows Server 2012 R2 で RDS の機能にアク

セスするには、サーバー ソフトウェアのライセンスと共に、

Windows Server 2012 CAL と Windows Server 2012 RDS 

CAL が必要です。 

注: サーバーごとに最大 2 人の同時ユーザーが、RDS CAL を

必要とすることなく、Windows Server オペレーティング シ

ステムにリモートからアクセスして管理機能を実行できます。

追加の管理ユーザーには適切な RDS CAL が必要です。 

ライセンス オプション 

 RDS CAL は、最も包括的なライセンスであり、セッション 

ベースのテクノロジと仮想デスクトップ インフラストラ

クチャ (VDI) テクノロジを含むフル機能を備えています。

RDS CAL は、ボリューム ライセンス、OEM、およびリテー

ルの各プログラムを通じてすべてのチャネルでご利用可能

です。 

 VDI Suite は、System Center Virtual Machine Manager 

を使用した管理機能を含む、コスト効率の良いサブスクリ

プション オプションです。機能は仮想デスクトップ インフ

ラストラクチャ (VDI) テクノロジのみに限定されています。 
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 RDS CAL エクスターナル コネクタは、エンド ポイントへ

のライセンス供与の代替方法を提供するものであり、ユー

ザーまたはデバイスごとではなく、サーバーごとにライセ

ンスを供与します。このオプションでは、社内業務に関連

するアプリケーションやワークロードを実行している、ボ

リューム ライセンスご利用のお客様のサーバーへの外部

ユーザー/デバイスからのアクセスの確保に限定して、フル

機能を提供します。 

 RDS サブスクリプション アクセス ライセンス (SAL) は、

サービス プロバイダーによって提供されるライセンスで

あり、マルチテナント ホスティング環境に配置されたこの

プロバイダーの共有サーバー ソフトウェア上にある RDS 

サービスへのアクセスを可能にします。RDS SAL は、

Microsoft SPLA プログラムを通じて、サービス プロバイ

ダーによって取得されます。 

ライセンス  

オプション 

ユーザー 

ごと 

デバイス 

ごと 

サーバー 

ごと 

サブスクリプ

ションのみ 

RDS CAL ● ●   

VDI Suite*  ●  ● 

RDS CAL  

エクスターナ

ル コネクタ** 

  ●  

RDS SAL ●   ● 

*VDI Suite は、RDS CAL (VDI に限定) と System Center Configuration 

Manager (SCCM) クライアント管理ライセンス (VMM の使用に限定) を提供し

ます。 

VDI Suite 以外のライセンスはいずれも、リモート デス

クトップ セッション/ターミナル サーバー テクノロジ

と共に App-V を使用する権利を含みます。 

価格の概要 

RDS クライアント アクセス ライセンス (L) の単価は、次の

とおりです。 

Open NL 参考価格  

デバイス CAL (L) 19,500 円 

ユーザー CAL (L) 22,400 円 

MDOP なしの VDI Suite (1 か月) 205 円 

RDS エクスターナル コネクタ (L) 1,960,000 円 

Open No Level (NL) 参考価格。個別価格については、マイクロソフト製品販売

店にお問い合わせください。 

マイクロソフトは、お客様が販売店から入手するライセンスの価格や支払条件に

ついて決定いたしません。 

ソフトウェア アシュアランスによる RDS ユーザー CAL 拡張

権利 

現在、RDS CAL は、お客様の社内のサーバーで実行されて

いる Windows Server GUI (グラフィカル ユーザー イン

ターフェイス) へのリモート アクセスを可能にします。

Windows Server GUI が共有サーバー環境で実行されてい

る場合は、RDS SAL (サブスクライバー アクセス ライセン

ス) がこの GUI へのリモート アクセスを可能にします。

2014 年 1 月 1 日からは、RDS ユーザー CAL で、ソフトウェ

ア アシュアランスによる拡張権利が利用可能になります。

RDS ユーザー CAL をお持ちのお客様は、RDS SAL を別途

取得することなく、社内でのアクセスに加えて、Windows 

Azure またはサード パーティの共有サーバー上で実行され

ている Windows Server GUI にもアクセスできます。 

お客様がこの特典を利用するためには、次の要件を満たす必

要があります。 

 RDS ユーザー CAL でソフトウェア アシュアランスの適用

を維持する 

 Windows Azure またはサード パーティの共有サーバーで、

VOSE (仮想オペレーティング システム環境) を使用する 

 共有サーバー環境で実行される Windows Server セッ

ション ベース デスクトップ、アプリケーション、またはこ

の両方にアクセスする 

 社内ユーザー (会社の従業員、ベンダー、および契約社員) 

のみにアクセスを制限し、顧客などの外部ユーザーにはア

クセスさせない 

 社内の各 RDS ユーザー CAL を Windows Azure または

サード パーティの共有サーバー上の同じ名前のユーザー

に割り当てる 

この RDS ユーザー CAL ソフトウェア アシュアランス特典に

よって、各ユーザーは、それぞれの社内サーバーに加えて、1 つ

の共有サーバー環境 (Windows Azure またはサード パーティ

のサーバー) のみの RDS 機能にアクセスできます。同じユー

ザーが別の共有サーバー環境の RDS 機能にアクセスする必要

がある場合、お客様は追加の RDS SAL (サブスクライバー ア

クセス ライセンス) を取得する必要があります。 

この特典をご利用になる場合は、ライセンス モビリティ確認

フォームに必要事項を入力して、Windows Azure、またはホ

スティングされるグラフィカル ユーザー インターフェイスの

実行場所の認定モビリティ パートナーにフォームを提出して

ください。詳細については、PUR (製品使用権説明書) のソフ

トウェア アシュアランス特典に関するセクションの付録 2 を

参照してください。 
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RDS CAL のバージョン 

旧バージョンの RDS CAL を使用して新バージョンの対応す

るサーバー ソフトウェアにアクセスすることはできません。

ただし、新しいサーバー ソフトウェアが R2 リリースの場合

は例外で、この規則は適用されません。たとえば、Windows 

Server 2012 RDS CAL を使用して、Windows Server 2012 

R2 サーバー ソフトウェアにアクセスできます。 

反対に、相互運用性マトリックス (次の URL を参照) に定義

しているように、新バージョンの RDS CAL を使用して旧バー

ジョンのサーバー ソフトウェアにアクセスすることは可能です。

http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/article

s/14988.rds-and-ts-cal-interoperability-matrix.aspx 

リソース 

 ライセンス要件の詳細: 

http://www.microsoft.com/licensing/about- 

licensing/briefs/terminal-services.aspx 

 最新の製品使用権説明書の検索: 

http://www.microsoftvolumelicensing.com/userights

/DocumentSearch.aspx?Mode=3&DocumentTypeId=

1 

 製 品 と そ の 最 新 の 機 能 の 詳 細 : 

http://technet.microsoft.com/ja-JP/library/hh831447

.aspx 

 ソフトウェア  アシュアランス  プログラムの詳細 : 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-

assurance/ 

 拡張 SA 特典を使用するための認定モビリティ パートナー

の一覧の検索: 

http://download.microsoft.com/download/7/9/b/79b

d917e-760b-48b6-a266-796b3e47c47a/Authorized_

Mobility_Partners.pdf 

 マイクロソフト パートナーを通じた RDS CAL ライセンス

の購入または更新: 

http://www.microsoft.com/licensing/how-to-buy/ho

w-to-buy.aspx 

 

よく寄せられる質問 (FAQ) 

Q: VDI を使用した Windows デスクトップ オペレーティ

ング システムのライセンス方法は、どのように行いますか。 

A: VDI インフラストラクチャから仮想クライアント OS 

(Windows) にアクセスする場合は、使用する VDI テクノロ

ジ (RDS、Citrix XenDesktop、VMware View、その他) に

かかわらず、常にライセンスが必要です。たとえば、プール

された仮想マシンやパーソナル仮想マシンに基づく展開の場

合、Windows クライアント デスクトップにアクセスします。

したがって、RDS ライセンスに加えて仮想デスクトップ用の 

Windows ライセンスが必要です。 

仮想デスクトップ用の Windows のライセンスは、アクセス 

デバイスごとに供与されます。プライマリ ワーク デバイス

では、そのデバイスが Windows Pro を使用している場合は

ソフトウェア アシュアランス (SA) をお勧めします。シン ク

ライアント デバイスまたは Windows 以外のデバイスの場

合は、仮想デスクトップ アクセス (VDA) をお勧めします。

デ バ イ ス が セ カ ン ダ リ ワ ー ク デ バ イ ス の 場 合 は 、

Companion サブスクリプション ライセンス (CSL) をお勧め

します。 

詳細については、次のページを参照してください。

http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/bri

efs/win8-virtual.aspx 

Q: RDS 環境での Microsoft Office のライセンス方法はど

のように行いますか。 

A: VDI インフラストラクチャから専用アプリケーションに

アクセスする場合は、RDS ライセンスに加えて別のライセン

スが必要になることがあります。 

マイクロソフトでは、社内のデスクトップ アプリケーション

のライセンスをデバイス ベースで供与しています。デバイス

ごとのライセンスの場合、お客様は、製品の使用場所または

アクセス元の各デバイス用のライセンスを取得する必要があ

ります。たとえば、Windows Server リモート デスクトッ

プ サービスを使用して、組織を越えてデスクトップ アプリ

ケーションにリモート アクセスする場合、通常、アクセス元

のデバイスごとに、デスクトップ アプリケーション ライセ

ンスが別途必要になります。 

RDS での Microsoft Office のライセンスの詳細については、

次のページを参照してください。

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensi

ng/briefs/remote-desktop-services.aspx 
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Q: サード パーティのテクノロジを使用する場合、RDS のラ

イセンスは必要ですか。 

A: Windows Server GUI との対話操作を直接または間接的

に行うあらゆるテクノロジに対して、RDS CAL が必要です。

このようなテクノロジには、Microsoft リモート デスクトッ

プ サービスや、Windows Server でのマルチユーザー シナ

リオに対応するその他のサード パーティ ソフトウェアが含

まれます (これらに限定されません)。このようなサード パー

テ ィ ソ フトウ ェア の例と して、Citrix XenApp、Citrix 

XenDesktop、Ericom PowerTerm WebConnect、Quest 

Virtual Access Suite、GraphOn Go-Global などがありま

す。 

Q: Microsoft リモート デスクトップ アプリのライセンス

方法は、どのように行いますか。 

A: Microsoft リモート デスクトップ アプリに対しては、別

途必要なライセンスはありません。Windows Server 2012 

RDS CAL があれば、iOS (iPhone および iPad)、Mac OS X、

および Android デバイス用にこのアプリを使用できます。直

接、またはソフトウェア アシュアランスを通じて Windows 

Server 2012 RDS CAL を取得している場合は、それぞれの

アプリケーション ストアから Microsoft リモート デスク

トップ アプリを追加コストなしでダウンロードし、アプリの

使用を開始できます。 

 

 

 


