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Microsoft Enterprise Agreement 

Microsoft Enterprise Agreement (EA) では、お客様は、組織の規模に応じた最適な価格でソフトウェア アシュアランスのすべ

ての特典を利用できるだけでなく、全組織規模で契約を締結することによってライセンス管理を簡略化することができます。また、

クラウド サービスを導入する企業の増加に対応して、EA では、自社運用ソフトウェアとクラウド サービスの両方のライセンス

をすべて 1 つの契約で容易に取得することができます。お客様は 1 件の契約で、ユーザーの種類や展開のシナリオに応じて柔軟

にソフトウェアおよびクラウド サービスを選択したり、IT やユーザーのニーズに合わせてテクノロジ予算を最適化できるだけで

なく、マイクロソフトから購入したすべてのソフトウェアやサービスについて、ソフトウェア コンプライアンスおよび資産の管

理を効率的に行うことができます。 

Enterprise Agreement のしくみ 

Enterprise Agreement は、PC 数やデバイス数またはユーザー数が 250 を超える、3 年以上の契約期間で自社組織向けにソフト

ウェアおよびクラウド サービスのライセンスを取得したいと考えているお客様に適しています。EA のお客様は規模に関係なく、

Microsoft Business and Services Agreement と、お客様の選択する加入契約を 1 件以上締結します。 

加入契約を通じた購入 

加入契約は、お客様の組織が自社運用ライセンスおよびクラウド サービスとして提供されるマイクロソフト ソリューションのラ

イセンスを取得しやくするためのものです。加入契約により、非常にコスト効果の高い方法で組織の主な目的に対処するソフト

ウェアおよびソリューションを購入し、PC やデバイス テクノロジを標準化したり、セキュリティで保護され、適切に管理された

データセンターを構築したり、IT スタッフによる最新のアプリケーション プラットフォーム構造の構築、管理、および維持を支

援したりすることができます。加入契約は IT のさまざまな側面に対応すると同時に、新しい製品、サービス、およびライセンス 

オプションを簡単に追加できる契約構造になっているため、将来のライセンスおよび展開シナリオを適切にサポートできます。 

各加入契約を比較すると、通常、利用できる製品やサービス、最小購入要件、価格、購入スケジュール、その他の特典など、主要

な購入条件が異なっていることがおわかりいただけます。これらの加入契約を通じて、EA では以下のことが可能になります。 

 既に使用しているソフトウェアやクラウド サービスを新しいユーザー、デバイス、およびサーバー機器に割り当て、年 1 回

の年次調整プロセス (補正発注) を通じてこれらの変更を申請することができます。 

 EA のボリューム価格レベルに加えて大幅な割引が提供されます。 

 EA に含まれるソフトウェア アシュアランス特典は、ハイブリッド/クラウド展開オプションや従業員所有のデバイス オプ

ションの使用、展開計画の立案、ユーザーへの新しいソフトウェアのトレーニング、マイクロソフト製品やサービスの追加コ

ストなしのサポートに使用することができます。 

 エンタープライズ加入契約とサーバーおよびクラウド加入契約を通じて提供される製品はサブスクリプション プログラムで

も購入できます。 

エンタープライズ加入契約 

エンタープライズ加入契約は、最新バージョンの Windows オペレーティング システム、Office Professional Plus、Client 

Access License (CAL) Suite を組織全体に割り当てて、ユーザーやデバイスを Microsoft Server 製品に接続する際の管理機能を

強化し、コストを大幅に削減します。 

 さらに、エンタープライズ加入契約では、自社運用ソフトウェアとオンライン サービス (Office 365 や Windows Intune など) 

の両方のライセンスを取得できるので、組織全体で PC と デバイス用のソフトウェアを実行するかクラウド サービスを実行する
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かを選択できます。また、ニーズに合わせて自社運用とオンライン サービスを柔軟に組み合わせたり、ビジネス上の優先事項の

変更に応じて自社運用ライセンスから同等の Online Services に移行することができます。このように組織全体で実装することに

よって、デバイスやユーザーの管理コストとサポート コストを削減できるだけでなく、Enterprise Agreement の標準のボ

リューム価格レベルよりも有利な価格設定を利用することができます。 

サーバーおよびクラウド加入契約 (SCE) 

サーバーおよびクラウド加入契約は、Enterprise Agreement に基づく加入契約で、お得意様はこの加入契約により、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図ることができます。サーバーおよびクラウド

加入契約の 1 つ以上のコンポーネントについてインストール ベース全体契約を締結することで、最適な価格および条件だけでな

く、クラウドに最適化されたライセンス オプションや簡略化されたライセンス管理などのその他の特典をご利用いただけます。 

お得意様はこのサーバーおよびクラウド加入契約 (SCE) により、マイクロソフトの 4 つの主要なサーバーおよびクラウド テクノ

ロジの 1 つ以上で広範な標準化を図ることができます。SCE コンポーネントを全社規模でご契約いただくことで、クラウドに最

適化された新しいライセンス オプションやシンプルなライセンス管理、魅力的な価格や条件などのさまざまな特典をご利用いた

だけます。SCE は、コア インフラストラクチャ加入契約 (ECI) とアプリケーション プラットフォーム加入契約 (EAP) に代わる

ものです。 

Enterprise Subscription プログラムのオプション 

 Enterprise Agreement では、3 年のサブスクリプション期間に基づく低い初期コストのオプションをご利用いただけます。毎

年サブスクリプション数を増減することもできます。このようにサブスクリプション数の増減が可能なため、特に従業員数や IT 

要員の大幅な変動が見込まれる企業に適しています。ただし、購入したライセンスの永続的な使用権を保持できる標準の 

Enterprise Agreement の加入契約とは異なり、これらのサブスクリプション プログラムでマイクロソフトのソフトウェアをご

利用いただけるのはサブスクリプション期間中のみです。更新しない場合は、プログラムの「買取り」オプションを利用してライ

センスを取得することを選択しない限り、お客様はソフトウェアの使用権を放棄することになります。 

注: サブスクリプション プログラム オプションでは、アプリケーション プラットフォーム加入契約 (EAP) はご利用いただけま

せん。 

注: クラウド サービスのサブスクリプション ライセンスは、「マイクロソフト製品表」および「製品使用権説明書」で別途規定

されていない限り、いかなる状況でも永続的なものにはなりません。 

ソフトウェア アシュアランス 

マイクロソフト ソフトウェア アシュアランスは、24 時間年中無休のサポート、導入計画サービス、トレーニング、および最新

のソフトウェア リリースと独自のテクノロジのすべてを 1 つにまとめたプログラムです。お客様は、オンライン トレーニングや

自宅使用ライセンスを使用して、ユーザーのマイクロソフト ソフトウェアの習熟期間を短縮し、スキルを向上させることにより、

生産性を向上させることができます。ソフトウェア アシュアランスでは、IT スタッフがマイクロソフトの製品とサービスを効率

的に実装し管理できるように、技術トレーニングと最新ソフトウェア リリースへのアクセスが提供されます。また、Windows 

Enterprise Edition オペレーティング システムと Microsoft Desktop Optimization Pack に含まれる独自のテクノロジにアクセ

スすることができます。さらにソフトウェア アシュアランスでは、既存のサーバー アプリケーション ライセンスを共有データ 

センターに展開できる拡張ライセンス権の付属した多様なクラウドやハイブリッド展開オプションがサポートされています。

Windows 8 の新しい特典では、多くの種類のデバイスから Windows デスクトップ環境にアクセスできるため、BYOD (Bring 

Your Own Device: 個人所有デバイスの業務利用) シナリオと従業員のデバイスに対応できます (ソフトウェア アシュアランス特

典の説明一覧については、「付録 C」を参照してください)。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=1
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利用可能なソフトウェアとクラウド サービス  

Enterprise Agreement では、ソフトウェア ライセンスとクラウド サービスを個別に発注できます。また、デスクトップ プラッ

トフォームや Core Infrastructure Suite などの製品グループを購入すると、これらの製品を個別に購入する場合に比べて追加の

割引を受けることができます。 

組織全体の購入契約で利用可能なエンタープライズ製品と、このような契約を通常は必要としない追加購入製品およびエンタープ

ライズ オンライン サービスは区別されます。 

エンタープライズ製品の一覧は「マイクロソフト製品表」に記載されています。 

エンタープライズ製品およびプラットフォーム 

エンタープライズ製品には、マイクロソフトの中心的な PC およびデバイス製品 (Windows Enterprise Edition オペレーティン

グ システム、上位エディションの Office スイート) の自社運用ライセンスと該当する Client Access License (CAL Suite での提

供) が含まれます。Enterprise Agreement では、エンタープライズ製品は個別の製品として発注するか、デスクトップ プラット

フォームと呼ばれる製品グループで発注することができますが、エンタープライズ製品のライセンスは組織全体の PC 台数分を発

注する必要があります。 

デスクトップ プラットフォーム 

プロフェッショナル デスクトップ プラットフォームには、以下のものが含まれます。 

 Windows Pro/Windows Enterprise アップグレード 

 Office Professional Plus、および 

 Core Client Access License (CAL) Suite 

エンタープライズ デスクトップ プラットフォームには、以下のものが含まれます。 

 Windows Pro/Windows Enterprise アップグレード 

 Office Professional Plus、および 

 Enterprise Core Access License (CAL) Suite 

注: Enterprise Agreement に基づいて提供される Windows オペレーティング システム ライセンスはすべて、アップグレード 

ライセンスです。つまり、Windows アップグレード ライセンスを使用する予定のデバイスについて、基本 Windows オペレー

ティング システム (OS) ライセンスが別途必要になります。Windows Pro または Windows Enterprise オペレーティング シス

テムへのアップグレードを選択することができます。 

注: どのデスクトップ プラットフォームでも、Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) を追加して、展開およびデバイ

ス管理を効率化することができます。 

アプリケーション プラットフォーム製品 

SQL Server、Visual Studio、SharePoint、BizTalk Server などのアプリケーション プラットフォーム製品は、新しいアプリ

ケーションの迅速な開発と総コストを下げながら生産性の大幅な向上に役立つ、統合ツールとテクノロジのセットを提供します。

これらの製品および関連 Client Access License (CAL) のライセンスは、アプリケーション プラットフォーム加入契約 (EAP) を

通じて取得できます。また、魅力的なアップグレード条件を利用して、製品を割引価格で購入することができます。 

Core Infrastructure Suites 

Core Infrastructure Suite では、Windows Server と System Center サーバー管理製品のライセンスが 1 つの簡素化されたプ

ロセッサ ベースのライセンス モデルに統合されます。お客様はサーバーおよびクラウド加入契約を通じて、Core Infrastructure 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
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Suite Datacenter エディションまたは Standard エディション、あるいはこの両方の組み合わせ (プライベート クラウドのプロ

セッサ数と仮想化要件に基づく) のライセンスを選択できます。 

追加購入製品 

追加購入製品は広範なマイクロソフト製品およびサービスの中から選択できます。最初に、または Enterprise Agreement の契

約期間中の任意の時点で追加できるため、特定のニーズを抱える部署や部門を容易に構築および維持しつつ、有利なボリューム価

格設定や年次支払いオプションを利用できます。追加購入製品には、デバイス ベースのライセンス、ユーザー ベースのライセン

ス、クラウド サービス、プロフェッショナル サービス、および IT 環境をサポートするその他のライセンス (CAL など) が含ま

れる場合があります (CAL およびエンタープライズ IT 環境での使用の詳細については、「付録 C: Client Access Licenses Suite」

を参照してください)。 

使用権の保証 

お客様は使用権の保証により、Enterprise Agreement 加入契約の下でライセンスを取得した製品について、どのような使用権が

あるかを正確に把握することができます。使用権はマイクロソフトにより適宜変更される場合がありますが、これらの変更は、

Enterprise Agreement による製品の購入時に有効となっているお客様の使用権には影響しません。つまり、Enteprise 

Agreement のお客様は初回購入時の使用権を行使することも、お客様の初回発注以降にマイクロソフトが改定した新しい使用権

を行使することもできます。 

クラウド サービス 

Enterprise Agreement では、クラウド サービスは通常、エンタープライズ オンライン サービスと追加のオンライン サービス

の 2 種類に分けられます。これらは、標準の購入プロセスを使用するか、Office 365 と Windows Intune の場合はエンタープ

ライズ製品から同等のエンタープライズ オンライン サービスにユーザーを移行することで、Enterprise Agreement 契約に追加

が行えます。 

エンタープライズ オンライン サービス 

これは、「マイクロソフト製品表」でエンタープライズ オンライン サービスと記載されているサービスです。これらのサービス

は通常、既存の自社運用エンタープライズ製品相当の機能を持つため、組織全体のライセンス要件の評価とボリューム価格レベル

の設定時に、両者を同等と見なすことができます。 

Enterprise Agreement では、契約期間を通して、選択した自社運用ライセンス (エンタープライズ製品) を同等のクラウド サー

ビス (エンタープライズ オンライン サービス) に移行できます。たとえば、1 度につき 1 つの部署または部門の従業員をクラウ

ド サービスに移動するとします。この移動を支援するため、同様の機能に二重に支払うことなく Office 365 および Windows 

Intune サービスにユーザーを移動するために役立つトランジション規則という手段が確立されています。 

さらに将来、プログラムのガイドラインに従い、エンタープライズ オンライン サービスからエンタープライズ加入契約を通じて

購入した自社運用ソフトウェアにユーザーを戻すことができます。 

追加のオンライン サービス 

これは、「マイクロソフト製品表」で追加のオンライン サービスとして指定されているサービスです。追加のオンライン サービ

スには、一連のクラウド プラットフォームおよびサービスが含まれています。これらは、現在の加入契約を通じて追加購入製品

を購入するのと同様の方法で、必要に応じて加入契約を通じて購入できます。 

Dynamics CRM Online を利用すると、組織は、マーケティング効率の向上、売上の増加、およびお客様向けサービスの顧客満足

度向上を実現するための機能を完備した CRM アプリケーションを入手できます。 

Windows Azure では、マイクロソフトが管理するデータセンターのグローバル ネットワーク上でアプリケーションをすばやく

構築、展開、および管理できる、オープンで柔軟性のあるクラウド プラットフォームを使用できます。また、Windows Azure 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
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が提供する一連のクラウド コンピューティング、データ管理、およびネットワーク サービスでは、ユニット単位の従量課金制モ

デルが使用されます。 

Enterprise Agreement を通じて購入すると、ボリューム価格割引が適用されます。これは、初年度の約定額のレベルと、

Enterprise Agreement の契約期間中に追加する Windows Azure サービスの容量の両方に対して適用されます。 

サポートおよびコンサルティング サービス 

Premier サポート サービス 

Enterprise Agreement では、さまざまなマイクロソフト Premier サポート サービスを追加して、目的のマイクロソフト ソ

リューションに最適なレベルのプロアクティブ サポートとリアクティブ サポートを受けることができます。Premier サポートは、

Enterprise Agreement の補完としてお客様の購入決定をサポートし、全体的な契約の一部として管理できます。 

Enterprise Strategy サービス 

Microsoft Enterprise Strategy Program (ESP) では、専任のマイクロソフト エンタープライズ アーキテクトを割り当てて、

Enterprise Agreement の契約期間を通してテクノロジの使用を最適化することにより、ビジネスへの影響とビジネス価値の向上

に取り組みます。また、ESP はマイクロソフトの社内知識ベースやその他の膨大なリソースへのアクセスを提供するのに加えて

プログラム的アプローチを提供して、ビジネス変革への対応を可能にし、リーダーシップを持ってテクノロジを前進させ、イノ

ベーションを促進し、マイクロソフトの製品とサービスの価値を最大化する支援を行います。 

Enterprise Agreement プログラムの詳細 

価格設定 

ボリューム ライセンスの価格設定原理 

Enterprise Agreement ではライセンス単位の年間価格を採用しているため予算の予測が可能であり、ソフトウェア テクノロジ

にかかわるコストを最長で 3 年先まで予測することができます。初回発注に基づき支払いは、年 1 回、Enterprise Agreement 

加入契約の契約応当日に行います。契約期間中にハードウェアまたはユーザーを追加した場合、ライセンスあたりのコストは同様、

もしくはプログラムのボリューム価格レベルのしきい値を超えるとさらに低くなる場合があります。 

加入契約と価格設定 

加入契約の開始時点に階層型のボリューム ディスカウント構造によって価格が設定されるので、購入契約の規模が大きいほど

個々のライセンスに対して支払う金額を低く抑えることができます。同様に、Windows Azure サービスに初回契約を上回る追加

を行う場合は、より安価なユニット価格が適用されます。 

年額払い 

契約時に購入した製品およびサービスの支払いは、年次契約応当日に対応する 3 年の分割払いにすることができます。これは、

Enterprise Agreement に付属するソフトウェア アシュアランスの特典で、手数料のかからないオプションの支払い条件として

提供されます。 

マイクロソフト ファイナンシングの支払いオプション 

マイクロソフト ファイナンシングの支払いオプションは、IT の購買力を拡大し、簡単で柔軟性のある手頃な支払いプランによっ

てキャッシュ フローの改善に役立ちます。支払いオプションはすべての Enterprise Agreement の購入に適用でき、お客様のビ

ジネス要件に合わせて支払い方法を調整することができます。 
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マイクロソフト ファイナンシングの支払いオプションを利用すれば、以下のような柔軟な支払いオプションから選択し、ニーズ

に合わせて支払いプランをカスタマイズできます。 

 月払い、四半期払い、または半年払い: 12 か月 ～ 60 か月にわたって低額の均等分割払いを行うことで、多額の先行投資を

回避し、支払いを予測することができます。 

 据置払い: 初回の支払いを最大 6 か月据え置くことで、直ちに展開を開始し、IT 投資によるメリットを実現できます。お支

払いは予算が準備できてからで構いません。 

 逓増支払い: 支払いを段階的なテクノロジの展開に合わせることで、より戦略的にキャッシュフローを管理できます。最初は

支払い額を低く設定して、展開が進むにつれ支払い額を増やし、同時に従来のテクノロジを徐々に減らします。 

マイクロソフト ファイナンシングの支払いオプションを利用すれば、以下を実現することができます。 

 予算、キャッシュ フロー、または展開スケジュールに合わせた支払い方法を利用してソフトウェアを購入する。 

 通常の予算サイクル外で、任意の時点で新しい製品、アップグレード、補正発注またはコンサルティング サービスを既存契

約に追加する。 

 マイクロソフト以外の製品を含む、ソフトウェア、サービス、およびハードウェアのすべてのソリューションを対象とした 

トータル ソリューション ファイナンシングを利用する。 

注: マイクロソフト ファイナンシングは、マイクロソフトが金融パートナー企業とともに展開するファイナンス サービスであり、

マイクロソフトやその関連会社がファイナンスを提供するものではありません。お客様がファイナンスを受けるには、金融パート

ナー企業による与信審査を経て、金融パートナー企業との間でファイナンスの契約をご締結いただく必要があります。 

日本におけるパートナー企業やお客様との契約窓口は、株式会社 JECC および昭和リース株式会社です。 

サービスの詳細は http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/how-to-buy/financing.aspx をご覧ください。 

契約応当日: 年次調整 

EA の契約期間中、既にライセンスを取得したソフトウェアやオンライン サービスを追加のハードウェア、デバイス、またはユー

ザーに割り当て、年次調整プロセス (「補正発注」と呼ばれます) を通じてこれらの変更内容を申請することができます。

Enterprise Subscription プログラムで加入契約を締結している場合、このプロセスは年次発注と呼ばれ、この発注を通じてライ

センス サブスクリプション数を増減できます。 

年 1 回、Enterprise Agreement のライセンスを確認し、過去 12 か月間に追加したライセンスの合計数を申請する必要があり

ます。この作業が結果的に、年間を通じて組織で追加または使用されたすべての対象デバイス、ユーザー、およびプロセッサ ユ

ニットを調整する発注 (または、ライセンス数に変更がない場合にお客様が提出する補正報告) となります。年次調整発注 (また

は補正報告) は加入契約応当日の 60 ～ 30 日前までに行う必要があります。これにより、マイクロソフトは年次請求書を発行す

る前に、お客様によるライセンスの移行またはライセンス数の削減の内容を確認することができます (詳細については、

『Enterprise Agreement 補正発注ガイド』を参照してください)。 

加入契約の更新 

マイクロソフトとお客様の間で Enterprise Agreement の更新について確認のうえ、保有する契約の個々の加入契約ごとに更新

の決定を行います。お客様によっては Enterprise Agreement に、エンタープライズ加入契約とサーバーおよびクラウド加入契

約など、複数の契約が含まれる場合もあります。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/how-to-buy/financing.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/download/details.aspx?displaylang=ja&id=14452
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加入契約の更新オプション 

3 年の加入契約期間の満了時に、契約を 3 年間延長することができます。当初の 3 年間の契約期間が終わると、自社運用ソフト

ウェア ライセンスの更新価格はソフトウェア アシュアランスのみに基づいて設定されるため、自社運用ライセンスのエンタープ

ライズ価格に比べて低価格で更新できます。 

Enterprise Subscription プログラムで加入契約を締結している場合、この更新は、自社運用ソフトウェア ライセンスの更新価格

がライセンスとソフトウェア アシュアランスの合計に基づいているという点で異なります。さらに、ライセンスを取得済みの自

社運用ソフトウェアの永続的な権利の保持を希望するお客様向けに、買取りオプションがあります。 

年次調整プロセスと同様、重要なライセンス権利、クラウド サービスの継続性、および他の特典を失うことがないように、マイ

クロソフト アカウント担当者またはパートナーと協力して、契約期間満了の 30 日前に更新発注を提出することが重要です。 

Enterprise Agreement の管理 

製品およびクラウド サービスの追加 

Enterprise Agreement の契約期間を通して、マイクロソフトの自社運用ソフトウェアおよびクラウド サービスのライセンスを

以下の 2 つの方法で調整できます。 

 新規ユーザーまたは新規デバイスを追加した場合は、それらのユーザーまたはデバイスに既に使用しているソフトウェアとク

ラウド サービスを割り当て、次回の契約応当日に年次調整プロセス (補正発注) を通じてこれらの変更を申請することができ

ます。 

 新しい製品またはクラウド サービスが必要な場合は、契約期間中の任意の時点でマイクロソフトのリセラーに発注すること

ができます。 

ソフトウェア資産管理 (SAM) 

ソフトウェア資産管理 (SAM) は、コスト管理と組織全体のソフトウェア投資の最適化に役立つ、業界のベスト プラクティスです。

継続的な計画を通じて管理される SAM を使用すると、保有している内容、実行している場所、および冗長性が存在する可能性が

あるかどうかを容易に識別できます。マイクロソフトは、SAM プラクティスを確立または改善するために使用できる複数のリ

ソースを提供しています。 

マイクロソフトの SAM サイトには、SAM 最適化キットが用意され、展開の検出に役立つ複数の SAM セルフサービス ツールへ

のリンクや、専門家によるソフトウェア資産管理計画の改変と実装を希望する場合に直接問い合わせることができるマイクロソフ

ト認定 SAM パートナーの一覧が掲載されています (詳細については、マイクロソフト ソフトウェア資産管理 Web サイトを参照

してください)。 

CAL の追跡 

Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit は、次のサーバー製品の使用状況に関するレポートを提供する IT ベースの 

Software Usage Tracker 機能を備えています: Windows Server、Exchange Server、SQL Server、SharePoint Server、お

よび System Center Configuration Manager。 

この自動化されたソフトウェア資産管理関連機能は、マイクロソフト ボリューム ライセンスのお客様向けに設計されています。

Software Usage Tracker では、サーバーの実際の使用量のビューが提供されるため、購入済み CAL との比較や補正発注および

契約更新の検討に役立ちます。CAL の詳細については、「付録 B: Client Access License Suite」を参照してください。MAP 

Toolkit の詳細については、http://technet.microsoft.com/ja-jp/solutionaccelerators/dd537566.aspx を参照してください。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/sam/default.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/solutionaccelerators/dd537566.aspx
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VLSC における製品のフルフィルメント 

ボリューム ライセンス サービス センター (VLSC) は、マイクロソフト ボリューム ライセンスのお客様がライセンス情報を参照

し、マイクロソフト ソフトウェアをダウンロードし、ボリューム ライセンスの特典およびサブスクリプションを管理するための

ウェブサイトです。 

VLSC ライセンス ダッシュボードには、サイト アラート通知領域、ボリューム ライセンス ニュースとお知らせセクション、お

よび主なタスクへのリンクが含まれています。VLSC を使用すると、以下のリソースを使用して Enterprise Agreement による

購入を管理することができます。 

 ライセンスの概要および契約一覧から構成されるライセンス情報。 

o ライセンスの概要: VLSC を使用して、プログラムおよび契約全体の現行および過去のマイクロソフト ライセンス ス

テートメントを参照できます。 

o 契約一覧: VLSC には、ユーザーのプロファイルに関連付けられたすべてのボリューム ライセンス契約を表示するレポー

トがあります。サービス、連絡先担当者、ライセンス、および発注に関するさらなる詳細を参照することもできます。契

約一覧には、VLSC へのアクセス時にユーザーの Microsoft アカウント (旧称 Windows Live ID) に関連付けられたすべ

てのボリューム ライセンス ID がまとめて表示されます。 

o ダウンロード: 向上したダウンロード速度とシンプルで安全なユーザー インターフェイスにより、VLSC を使用して、ラ

イセンスの利用資格に応じて適切な製品をより簡単かつ安全に見つけることができます。 

o プロダクト キー: VLSC では、Windows オペレーティング システムのプロダクト キーを簡単に要求できます。また、

マイクロソフトのライセンスを取得したすべての製品のボリューム ライセンス キーを取得したり、テクニカル サポート

にアクセスしたりすることもできます。 

 ソフトウェア アシュアランス特典の概要: ユーザーのプロファイルに関連付けられたすべての契約で利用可能なソフトウェア 

アシュアランス特典を参照できます。ソフトウェア アシュアランス特典の概要には、すべての契約にわたる特典、未使用の

特典、およびまだ有効化されていない特典の合計数が記載されます。 

 オンライン サービス: Microsoft Online Services サブスクリプションとそれらの管理方法に関する詳細情報にアクセスでき

ます。 

 サブスクリプション: Microsoft Developer Network (MSDN) および TechNet サブスクリプションの詳細および管理ツール

にアクセスできます。 

 ヘルプ: VLSC サイトに関する情報、FAQ、およびサポート センターの問い合わせ先情報にアクセスできます。 

クラウド サービスの管理 

管理手順は将来的なクラウド サービスの更新にあわせて変更される場合がありますが、現時点でマイクロソフト クラウド サービ

スを管理する基本的な方法は 3 つあります。 

 組織ポータル用の Microsoft アカウントを使用して、Office 365、Windows Intune、および Dynamics CRM のサブスクリ

プションを管理します。この統合ポータルでは、オンライン サービスのサブスクリプション ライセンスを表示し、個々の

ユーザー アカウントや管理特権 (ドメインの再委任、ディレクトリ同期、シングル サインオンの管理など) を準備して管理

することができます。 

 同様に、Windows Azure エンタープライズ ポータルを使用して、アカウントの管理、さまざまな Windows Azure サービ

スのルールや設定の構成、およびレポートの生成を行うことができます。 
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 System Center を使用して、パブリックとプライベートの両方のマイクロソフト クラウド実装を管理します。System 

Center の包括的な管理機能を使用すると、従来の物理サーバー、仮想化サーバー、仮想マシン、実行中のワークロードから

サービス ベースのクラウド コンポーネントまで、IT インフラストラクチャ スタック全体を監視および管理することができ

ます。 

ソフトウェア アシュアランスの使用 

最新の Windows Enterprise Edition ソフトウェアのダウンロードや、年中無休 (24 x 7) の技術サポートの利用、従業員に対す

る Office トレーニングの実施を希望する場合は、ボリューム ライセンス サービス センター (VLSC) を通じて特典を有効化する

必要があります。 

VLSC にサインインしたら、使用する特典ごとの手順に従います。各特典の有効化および使用手順は、ソフトウェア アシュアラ

ンス Web サイトに掲載されています (詳細については、ソフトウェア アシュアランス Web サイトを参照してください)。 

Premier サポートの使用 

Premier サポートは、Enterprise Agreement の加入契約の期間を通して年次で割り当てられるサポートを提供します。Premier 

サポートには補正発注の概念はなく、サービスの特定のレベルを補完するには、必要に応じて追加時間を購入します。Premier サ

ポートを使用する場合は、割り当てられているマイクロソフト サービス担当者に連絡します。 

Enterprise Strategy Service の使用 

Enterprise Strategy Program (ESP) では、マイクロソフト製品表に説明されているように、Enterprise Agreement の契約期

間を通して年次で割り当てられるマイクロソフト エンタープライズ アーキテクトやその他のサービスを使用することができます。

3 つの異なるサービス (Connect、Founcation、Portfolio) がありますが、ESP には補正発注の概念はありません。代わりに、追

加の利用可能時間は Capacity Add-On オプションを通じて購入できます。 

リソース 

オンライン管理ツールおよび情報 

組織の指定メンバーが、Enterprise Agreement の機能を使用や管理を行う場合、次のオンライン ツールにアクセスします。 

 ボリューム ライセンス サービス センター (https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx): ボ

リューム ライセンス サービス センターでは、ライセンスを取得した製品のダウンロード、プロダクト キーへのアクセス、

ボリューム ライセンス契約の管理、およびライセンスの取得を、すべて 1 つのウェブサイトで行うことができます。 

 ソフトウェア アシュアランス特典 (http://www.microsoft.com/japan/licensing/software-assurance/default.aspx):ボ

リューム ライセンス サービス センター (VLSC) を通じてほとんどの特典にアクセスすることができます。ソフトウェア ア

シュアランスの Web サイトでは、お客様が最初に必要なあらゆる情報が提供されています。 

注: マイクロソフト クラウド サービスをサブスクリプション契約すると、オンラインの管理および監視ツールを使用できます。

前述の「クラウド サービスの管理」を参照してください。 

Enterprise Agreement の購入、更新、および追加 

Enterprise Agreement における製品とサービスの購入、更新、および追加については、マイクロソフトの認定ライセンシング 

ソリューション プロバイダー (LSP) (旧称、ラージ アカウント リセラー (LAR)) にお問い合わせください。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/default.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.microsoft.com/japan/licensing/software-assurance/default.aspx
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 日本にお住まいの場合は、ボリューム ライセンス コール センター (VLCC) （電話番号：(0120) 737-565 (9:00-17:30、

土日祝日、弊社指定休業日を除く)) までお問い合わせいただくか、認定リセラーを検索してください。 

教育機関および公共機関 

教育機関または公共機関の関連組織の皆様は、上記以外にも、パートナー特典や価格上のメリットが得られるボリュームライセン

ス プログラムをご利用になれます。詳細については、マイクロソフト ボリューム ライセンス Web サイトを参照してください。 

世界各国 

お客様の地域で利用可能なボリューム ライセンス サービスについては、該当する国または地域のマイクロソフト ボリューム ラ

イセンス Web サイトをこちらで検索してください。 

詳細情報の参照先 

マイクロソフト ボリューム ライセンス: www.microsoft.com/ja-jp/licensing 

Microsoft Online Services: http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/online-services/default.aspx 

ソフトウェア アシュアランス: http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/default.aspx 

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

customers/manage-my-agreements.aspx 

マイクロソフト ファイナンシング: http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/how-to-buy/financing.aspx 

   

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/worldwide.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/worldwide.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/online-services/default.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/default.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/how-to-buy/financing.aspx
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付録 A: Enterprise Agreement の構造 

Enterprise Agreement の構造 

Enterprise Agreement は、MBSA (Microsoft Business and Services Agreement)、Enterprise Agreement、および 

Enterprise Agreement 加入契約という 3 つのコンポーネントで構成されています。MBSA は、Enterprise Agreement やサー

ビス使用条件を含む複数のマイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムを対象としたものです。Enterprise Agreement に

基づいて締結されたすべての加入契約に Enterprise Agreement が適用されます。各加入契約には、その加入契約に基づいて利

用可能な特定のサービスにのみ適用される契約条件が含まれ、発注、支払い、および価格の条件の概要が記載されます。この契約

の構造では、一般的な契約条件に一度署名すれば、加入契約を通じた追加ライセンス購入時の契約条件の再交渉が不要になるため、

ライセンス契約プロセスが簡素化されます。 

契約のコンポーネント 

Microsoft Business and Services Agreement は必須です。これは、マイクロソフト ボリューム ライセンスおよびサービス契

約に共通の契約条件を定義する基本契約です。MBSA には、Enterprise Agreement と同時、もしくはそれ以前に一度だけ締結

する必要があります。 

Enterprise Agreement は、すべての加入契約に適用されるライセンス条件を定

義します。Enterprise Agreement 加入契約は、お客様の組織が Enterprise 

Agreement の下で製品のライセンスを購入するために必要な基本的な情報を提供

します。ここでは購入要件、発注規則、請求オプション、および価格条件を定義

します。また、ライセンス契約の期間、製品、および加入契約で組織全体での購

入契約が必要かどうかなど、購入内容の詳細を定義します。さらに、加入契約関

連会社、含まれる関連会社、加入契約固有の連絡先担当者、およびライセンシン

グ ソリューション プロバイダー (LSP) (旧称：ラージ アカウント リセラー 

(LAR)) を決定します。 

追加のドキュメント 

定期的に更新されるマイクロソフト ライセンス製品使用権説明書 (PUR) には、ボリューム ライセンス プログラムを通じて入手

した特定のマイクロソフトのライセンス製品の使用権に関する詳細な情報が記載されています。マイクロソフト ボリューム ライ

センス製品表は毎月更新され、マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムを通じてライセンスを取得したマイクロソフト 

ソフトウェアおよびオンライン サービスのライセンスに関する情報を提供します (最新の製品使用権説明書またはマイクロソフト

製品表については、http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx を参照してくださ

い)。 

 

  

Microsoft Business and Services Agreement 

(MBSA)______________________ 

Enterprise Agreement (EA) 

______________________ 

エンタープライズ加入契約 (EE) 

サーバーおよびクラウド加入契約 (SCE) 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx
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付録 B: Client Access License Suite 

Client Access License (CAL) は、マイクロソフト サーバー ソフトウェアへのアクセスを許可するライセンスです。CAL は、マ

イクロソフト サーバー ソフトウェア ライセンスと組み合わせて使用し、そのサーバー ソフトウェアのサービスへのアクセスと

利用をユーザーおよびデバイスに許可します。CAL のライセンスを取得するときは、以下の点に注意してください。 

 マイクロソフトでは、Core CAL Suite (Core CAL) と Enterprise CAL Suite (ECAL) の 2 種類の CAL (Client Access 

License) Suite を用意しています。これらの CAL Suite は、さまざまなサーバー製品およびオンライン サービスに対するア

クセス権を提供するものです。EA を通じて CAL Suite のライセンスを取得する場合は、全社規模の契約となります。 

 Enterprise CAL Suite には、Core CAL Suite のすべてのコンポーネントと 他の CAL Suite コンポーネントが含まれていま

す (CAL Suite コンポーネントについては、下の表を参照してください)。* 

 Enterprise CAL Suite は、直接購入することも Core CAL Suite からのステップアップという形で入手することもできます。

また、Enterprise Agreement を通じて CAL Suite を購入するとソフトウェア アシュアランスが付属しているので、サー

バー製品の更新時に CAL ライセンスを更新して、ライセンスを適切にそろえることができます。** 

 マイクロソフトは、CAL の購入時にユーザー単位とデバイス単位の両方のライセンス モデルを引き続き提供します。 

o ユーザー CAL の場合、お客様は、ファイル ストレージや印刷などのサービスを使用するためにサーバーにアクセス

するすべてのユーザーについて CAL を購入します。サーバーへのアクセスに使用するデバイスの数は関係ありませ

ん。ユーザー CAL の購入は、企業の従業員が複数のデバイスや不特定のデバイスを使用して企業ネットワークに

ローミング アクセスする場合や、組織内のユーザーの数よりもデバイスの数のほうが多い場合に適しています。 

o デバイス CAL の場合、お客様は、サーバーにアクセスするすべてのデバイスについて CAL を購入します。サー

バーにアクセスするデバイスを使用するユーザーの数は関係ありません。デバイス CAL は、企業の従業員が、異な

るシフト勤務などでデバイスを共有する場合に、経済面および管理面で適しています。 

 

*CAL Suite コンポーネントは、新しいマイクロソフト サーバー製品およびサービスの機能をサポートするために更新される場合があります。最

新の CAL Suite 製品およびライセンス情報については、http://www.microsoft.com/ja-jp/calsuites/ を参照してください。 

**注: CAL のライセンスを取得するときは、CAL がサーバー ソフトウェアと同じバージョンまたは上位のバージョンである必要があります。つ

まり、Windows Server 2012 にアップグレードした場合、2012 Windows Server CAL のライセンスを取得する必要があります。 

E-forms/Fast Search/ダッシュボード マルチパーティー電話会議/ 

オンライン会議 

ユニファイド メッセージング/アーカイブ/

電子情報開示 

アクセスの制御/データの保護 
セルフサービス ヘルプ デスク/ 

バックアップと復元/PC 監視 

コラボレーション/コンテンツ管理 IM/プレゼンス/PC 間通話、ビデオ 電子メール/予定表/アドレス帳 

サーバー OS/Active Directory/認証 

クライアント管理/セキュリティ ソフトウェア/更新プログラム/資産の管理 

http://www.microsoft.com/ja-jp/calsuites/
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付録 C: ソフトウェア アシュアランス特典の概要 

以下の表は、自社運用ソフトウェアで利用可能なソフトウェア アシュアランス特典の概要を、種類 (新製品、導入、トレーニング、

サポート、および特定の用途向けの特典) 別に示したものです。これらの特典は、Enterprise Agreement の下で購入したライセ

ンスの数量と種類 (Windows、Server、Office など) によって異なる場合があります。 

特典 説明 利用資格の概要 

新製品   

アップグレードの権利 ソフトウェアの最新バージョンが提供され

るため、最新のテクノロジを利用できま

す。 

ソフトウェア アシュアランスの対象となるライセンスは

すべて、最新バージョンにアップグレードできます。 

利用可能なステップアップ  

ライセンス 

下位エディションから上位エディション 

(例: Office Standard から Office 

Professional Plus へ) に、ソフトウェアを

低価格で移行できます。 

ステップアップ ライセンスを取得するには、対象となる

下位レベルの製品のライセンスが必要です。最新の詳細

については、マイクロソフト製品表 

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

licensing/product-licensing.aspx#tab=2) をご覧くだ

さい。 

 

Microsoft Desktop 

Optimization Pack (MDOP) 

仮想化、ポリシー制御、診断および回復

ツールなど、一連の革新的なテクノロジを

提供します。 

Windows デスクトップ オペレーティング システムの有

効なソフトウェア アシュアランスを保有している場合、

MDOP のサブスクリプション契約を締結できます。* 

Windows 8.1 Enterprise 今日の大規模な組織におけるモバイルの生

産性、セキュリティ、管理性、および仮想

化のニーズを満たすために設計された特別

な機能を提供します。 

Windows デスクトップ オペレーティング システムの有

効なソフトウェア アシュアランスを保有していて、その

ソフトウェア アシュアランスの対象となっているデバイ

スで Windows 8.1 Pro の代わりに Windows 8.1 

Enterprise を使用できるオプションが提供されている場

合、この特典の利用資格があります。* 

導入   

導入計画サービス(計画サービ

ス) 

マイクロソフト パートナーによる構造化さ

れた計画サービスを提供することにより、

マイクロソフトのアプリケーション、シス

テムとサーバー製品、およびクラウド サー

ビスの効率的な導入を可能にします。 

ソフトウェア アシュアランスの対象となる Office アプ

リケーション、CAL Suite、およびサーバー製品の数に

応じた日数の計画サービスを受けることができます。 

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 

既存のライセンスを認定サービス プロバイ

ダーのサーバー ファームに割り当てること

で、特定のサーバー アプリケーション ラ

イセンスを自社運用またはクラウドで展開

できるようにします。 

対象サーバー アプリケーション製品のソフトウェア ア

シュアランスを移動する場合、ライセンス モビリティを

利用することができます。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
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Windows Virtual Desktop 

Access の権利 

ライセンス取得済みデバイスで次のことを

実行できます。サーバー上で実行されてい

る Windows の最大 4 つの仮想インスタン

スにアクセスする、ライセンス取得済みデ

バイス上で Windows の仮想インスタンス

をローカルで最大 4 つ実行する、ライセン

ス取得済みデバイスからサーバー上で実行

されている Windows の 1 つの物理インス

タンスにリモート アクセスする、

Windows の物理インスタンスを最大 2 つ

実行する。 

Windows デスクトップ オペレーティング システムの有

効なソフトウェア アシュアランスを保有している場合、

Windows VDA の権利を利用できます。* 

Windows Companion 

Subscription ライセンス 

ライセンス取得済みデバイスの主要ユー

ザーが、VDI を介して会社のデスクトップ

にアクセスしたり、職場にいるときに最大 

4 つの個人所有デバイスまたは会社所有の 

x86/64 以外のデバイス上で Windows To 

Go を実行したりできます。 

Windows デスクトップ オペレーティング システムの有

効なソフトウェア アシュアランスを保有している場合、

Windows CSL のサブスクリプション契約を締結できま

す。* 

Windows RT コンパニオン 

VDA の権利 

会社所有の Windows RT コンパニオン デ

バイスが、データ センター内で実行されて

いる Windows 仮想インスタンスにアクセ

スできます。 

会社所有の Windows RT コンパニオン デバイスが、

データ センター内で実行されている Windows 仮想イン

スタンスにアクセスできます。 

Windows To Go の権利  IT 管理者が、基幹業務アプリ、設定、お

よび企業データを含む起動可能な企業の 

Windows イメージを互換性のある USB ス

トレージ デバイスでユーザーに提供できま

す。 

Windows デスクトップ オペレーティング システムの有

効なソフトウェア アシュアランスを保有している場合、

任意のデバイス上で Windows To Go の権利を利用でき

ます。* 

Windows ローミング使用権 ライセンス取得済みデバイスの主要ユー

ザーが、VDI を介してリモートで、または

個人所有 PC などの会社以外のデバイスか

ら Windows To Go を介して、会社のデス

クトップにアクセスできます。 

Windows デスクトップ オペレーティング システムの有

効なソフトウェア アシュアランスを保有している場合、

Windows ローミング使用権を利用できます。* 

Windows Thin PC 既存の PC をシン クライアントとして再利

用できるエンタープライズ対応プラット

フォームを提供することで、VDI 用のエン

ド ポイントのコストを低く抑えることがで

きます。 

Windows デスクトップ オペレーティング システムの有

効なソフトウェア アシュアランスを保有している場合、

Windows Thin PC の権利を利用できます。* 

Office ローミング使用権 ライセンス取得済みデバイスの主要ユー

ザーが、自宅の PC や契約社員が所有する 

PC などの第三者デバイスから仮想環境を

介して Office、Project、Visio にリモート 

アクセスすることができます。 

対象デバイス上で Office、Project、Visio のソフトウェ

ア アシュアランスを保有している場合、Office ローミン

グ使用権を利用できます。 
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Windows 8.1 エンタープラ

イズ サイドローディング 

Windows 8.1 アプリを公共の Windows 

ストアを通じてインストールするのではな

く、組織内でデバイスに直接展開するため

に必要な使用権とプロダクト キーを提供し

ます。 

Windows デスクトップ オペレーティング システムの有

効なソフトウェア アシュアランスを保有している場合、

必要な使用権とプロダクト キーを利用できます。* 

ソフトウェア アシュアランス

による TechNet の特典 

IT スタッフは、専門家に問い合わせたり技

術情報にアクセスするだけでなく、テスト

および評価目的で製品のベータ バージョン

や最終バージョンを使用することができま

す。 

ソフトウェア アシュアランスの対象となるサーバー製品

ごとに、組織内の 1 人のスタッフが TechNet の Online 

Concierge Chat および Managed Forums にアクセス

できます。無償の TechNet Professional サブスクリプ

ションも 1 つ提供されます。 

Microsoft Office  

Multi-Language Pack 

IT は、37 の言語をサポートする単一の 

Office イメージを展開できます。 

お客様は、ソフトウェア アシュアランスを保有している 

Office system 製品向けに最新バージョンの Office 

Multi-Language Pack を使用できます。 

トレーニング   

トレーニング受講券 IT 技術者および開発者向けの教室での詳細

な技術トレーニングを提供します。 

ソフトウェア アシュアランスの対象となる Office ライ

センスや Windows オペレーティング システム ライセ

ンスの数に応じた日数のトレーニングを受けることがで

きます。 

E-Learning インターネットまたはイントラネット経由

で、エンド ユーザーを対象にした自己の

ペースで学習できる対話型トレーニングが

提供されます。 

ソフトウェア アシュアランスの対象となる正規ライセン

ス (Office Word、Windows OS など) ごとに、組織内

の 1 名が当該製品の E-Learning コースを利用できま

す。 

自宅使用プログラム (HUP) 

（BPC/テレワーク対応） 

自宅のコンピューターでの使用を目的とし

て、低価格でダウンロードできる最新バー

ジョンの Microsoft Office を従業員に提供

します。 

ライセンスを取得した PC またはデバイスのユーザー

は、ソフトウェア アシュアランスの対象となる Office 

アプリケーション ライセンスごとに、自宅用として当該

製品の 1 つの複製を低価格で取得できます。 
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サポート   

年中無休 (24x7) の 

技術サポート 

マイクロソフトのサーバーおよびデスク

トップ製品について、年中無休 24 時間体

制の電話および Web インシデント サポー

トを提供します。 

Open License プログラムを除き、ソフトウェア アシュ

アランス (SA) の対象となるサーバー ライセンスを 1 つ

以上保有している場合、無償の電話サポート インシデン

ト 1 つに加え、SA の対象となるサーバー製品向けに無

制限の Web サポートを受けることができます。また、

システム SA とアプリケーション SA の購入額 

24,000,000 円ごと、およびサーバー SA と Client 

Access License SA の購入額 2,400,000 円ごとに、追

加の電話サポート インシデントを利用できます。 

延長ホットフィックス サポー

ト 

標準の製品サポートが終了した後も、お客

様のインシデントごとに特定の製品の修正

プログラムを提供します。 

通常延長サポート契約の一環として請求される年間利用

料は免除されますが、この特典を利用するには、関連す

る製品群のソフトウェア アシュアランスと Premier サ

ポート契約の締結が前提条件になります。 

特定の用途向けの特典   

障害復旧を目的とするコール

ド バックアップ 

障害復旧用にオフライン ("コールド") バッ

クアップとして使用するサーバーのライセ

ンスを提供します。 

ソフトウェア アシュアランスおよび関連 CAL の対象と

なる正規のサーバー ライセンスごとに、障害復旧を目的

として "コールド" サーバーでソフトウェアの 1 つのイ

ンスタンスを実行することができます。 

エンタープライズ ソース  

ライセンス プログラム 

社内での開発やサポート用に Microsoft 

Windows ソース コードへのアクセスを提

供します。 

この特典を利用するには、購入したすべてのシステム製

品群について SA を保有している必要があります。ま

た、ソフトウェア アシュアランスの対象となるデスク

トップが 1,500 台以上必要です。 

年額払い ライセンスおよびソフトウェア アシュアラ

ンスの支払いが、3 年間の均等な分割払い

となります。 

Open License を除くすべてのボリューム ライセンス プ

ログラムで利用できます。 

* これらの特典は、Windows Intuneおよび/またはWindows VDA サブスクリプションのライセンスをお持ちのお客様もご利用

いただけます。 

※特典の内容や提供状況、提供条件は変更になる場合があります。最新の情報は「マイクロソフト製品表」でご確認ください。 
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