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このガイドの内容

このガイドの対象読者

はじめに

© 2019 Microsoft Corporation. このドキュメントに記載された内容は情報提供のみを目的としており、明示または黙示にかかわらず、これらの情
報についてマイクロソフトはいかなる責任も負わないものとします。ソフトウェア アシュアランス特典の対象資格はオファーおよび地域により異な
り、変更されることがあります。マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムにおけるお客様の権利および義務の詳細については、該当する
ボリューム ライセンス契約の契約条件を参照してください。( 2019 年 2 月 発行)

このプログラム ガイドには、Enterprise Agreement (EA) の概要およびそのしくみ
に関する情報が記載されています。このガイドは、EA のライフサイクル全体におけ
るお客様向けのリソースとして設計されています。

• EA の購入を検討していて、そのしくみの詳細を知りたいとお考えのお客様

• EA を購入したばかりで、EA の契約期間全体での契約の管理方法のガイドをご希
望のお客様

• EA をお持ちで契約に関する特定の質問があるお客様

注: このプログラム ガイドは定期的に更新されます。
常に最新バージョンを確認してください。
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概要 基本事項 加入契約 FAQ
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割引 - デバイス/ユーザー

Enterprise Agreement

Enterprise Agreement では、Select Plus に
比べて 15% ～ 45% のコスト節約が可能です。

すべてのエンタープライズ製品
およびエンタープライズ

オンライン サービスの割引レベル

テクノロジの急速な変化は、今日の組織に対して機会と課題の両方
をもたらしました。この変化によって、世界中の組織では、クラウ
ドを今日の現実として受け入れるかどうか、従業員が求める柔軟な
ワーク スタイルを実現すべきかどうか、またはビジネスに関する
意思決定の促進に役立つ膨大な量のデータを活用する戦略に取り組
むべきかどうかという決断を強いられています。

マイクロソフトは、このような機会に対応する俊敏性を必要とする
組織の将来がテクノロジのライセンスによって左右されることを理
解しています。そのため、Microsoft Enterprise Agreement は、
テクノロジの変化に応じて 1 つの契約でクラウド サービスとソフ
トウェアのライセンスを柔軟に購入できる管理可能なボリューム
ライセンス プログラムを必要とする組織に最高の価値を提供しま
す。

最高の価値

マイクロソフト テクノロジへの投資を最適な価格オプション
とメリットで最大限に活用できます。
• 組織全体で共通の IT プラットフォームを導入することに

よってコストを大幅に削減できます。
• 年中無休 (24x7) のテクニカル サポート、導入計画サービス、

エンドユーザー向けおよび技術者向けトレーニングに加えて、
ソフトウェア アシュアランスで提供される固有のテクノロジ
を利用できます。

• 価格を固定し、3 年の年額払いで一括払いのコストおよび予
算を効果的に最小化できます。

柔軟性

最新バージョンのクラウドおよび自社運用ソフトウェアにアク
セスできるので、テクノロジの変化に対応できます。

• 組織の規模およびテクノロジのニーズに基づいて組織固有の要
件を満たすことができます。

• ソフトウェア アシュアランスで最新のソフトウェアおよびテ
クノロジに自動的にアクセスできます。

• マイクロソフトのクラウド サービス、自社運用ソフトウェア、
またはその両方の組み合わせを選択して、希望するスケジュー
ルに沿って移行できます。

管理性

組織全体をカバーする単一の契約でライセンス管理が円滑にな
ります。
• クラウド サービスおよび／またはソフトウェアの単一の契約

によって、予測可能な支払金額で購入手続きを簡素化できます。
• オンライン管理ツールで購入を一元的に追跡し、ライセンスの

管理を行うことができます。
• 契約期間全体にわたってマイクロソフト認定パートナーまたは

マイクロソフトの担当者がライセンス管理をお手伝いします。
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ソフトウェア
アシュアランス

EA の管理 リソース 用語集

＊一般企業のお客様は、ユーザー／デバイス
数の最小契約数が500となります。サーバー
およびクラウド加入契約(SEC)、政府機関の
お客様へは適用外です。公共機関のお客様の
最小契約数は250 ユーザー/デバイス数です。
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EA は 3 年契約なので、最長 3 年間のソフトウェア テクノロジ コストを事前に予測できます。全額前払いではなく 3 
年の年額払いオプションも用意されているので、テクノロジ コストを柔軟に管理できます。このオプションでは、初期
コストを削減し、ソフトウェアに関する年間予算を予測できます。

補正発注

補正発注では、毎回報告または購入する必要はなく、契約において事前に合意した条件および価格でクラウド サービス、
ソフトウェア、ユーザー、およびデバイスを必要なときに Enterprise Agreement に柔軟に追加できるので、ビジネス
の成長を促進できます。補正発注は、1 年間で追加した製品、サービス、ユーザー、およびデバイスの年次のインベント
リです。

マイクロソフト ファイナンシングの
支払いオプションによる予算制限の排除

マイクロソフト ファイナンシングの支払いオプションのメリット:
• 予算、キャッシュ フロー、または導入スケジュールに合わせた支払構造で

ソフトウェアを購入できます。
• 通常の予算サイクル外で既存の契約に新製品、アップグレードまたはコン

サルティング サービスを随時追加できます。
• 完全なソフトウェア、サービス、およびハードウェア ソリューション (マ

イクロソフト以外の製品を含む) の資金調達に包括的なソリューションを活
用できます。

条件および構造

Enterprise Agreement は、ユーザー数またはデバイス数が 500* 以上で、3 年以上の期間で、ソフトウェアおよびク
ラウド サービスのライセンスを3 年以上の期間で取得したいと考えている組織向けに設計されています。

契約の構造

Microsoft Business & 
Services Agreement

エンタープライズ加入契約

サーバーおよび
クラウド加入契約

Enterprise Agreement

コスト削減

このプログラムは、15% ～ 45% のコスト削減に加えて、包括的なソフトウェア ア
シュアランス特典を提供します。1 つまたは複数の EA 加入契約を購入した場合、追加
のコスト削減および特典を利用できます。

アップグレードの権利

EA では、ライセンスを取得した製品の新しいソフトウェア バージョンがリリースされ
ると、ソフトウェア アシュアランス特典により追加コストなしですぐにアクセスできる
ようになります。

ステップアップ オプション

ステップアップ オプションでは、下位エディションから上位エディションに低価格で
アップグレードできます。上位エディションのソフトウェアのコストを全額支払う代わ
りに、ステップアップでの差額だけを支払うことにより、プレミアム エディションで強
化された機能およびテクノロジを利用できます。

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使用すると、柔軟で手
頃な価格の支払いプランで IT の購買力を高め、キャッシュ フローを向上させる
ことができます。予測可能な支払い方法は、予算に合わせて支払いを行うことが
でき、クラウド導入の簡易化やビジネスの移行にフォーカスすることができます。
マイクロソフト ファイナンシングの支払いオプションでは、次にあげる柔軟な
支払いオプションから選択することにより、お客様のニーズを満たす支払プラン
をカスタマイズして作成できます。

分割払い (月払い、四半期払い、半年払い):
12 ～ 60 か月にわたって均等額を分割払いする支払
方法です。多額の初期費用を抑え、コスト予測が可能
になります。

据置払い:
事前に合意された期間の初期支払いに従い、インフラ
が整った時もしくは予算時期に合わせて支払いができ
ます。

不均等払い:
実現するメリットと共に二IT投資の費用を密接に結び
つけ、初期費用を抑え展開の段階が進むにつれて支払
額を増やすことができます。

$ $ $1 年目 2 年目 3 年目

補正
発注

補正
発注

補正
発注

ソフトウェア
アシュアランス

EA の管理 リソース 用語集

＊一般企業のお客様は、ユーザー／デバイス数の最小契約数が500となります。
サーバーおよびクラウド加入契約(SEC)、政府機関のお客様へは適用外です。公
共機関のお客様の最小契約数は250 ユーザー/デバイス数です。

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/how-to-buy/financing.aspx


エンタープライズ

加入契約

概要 基本事項 加入契約 FAQ

エンタープライズ加入契約
エンタープライズ加入契約では、最新バージョンの Office、Windows、および クライアント アクセス ライセン
ス (CAL) スイートを組織全体に割り当てて標準化できます。この組織全体の契約には、最適な価格と使用条件、
ユーザー/デバイス単位またはハイブリッドのライセンス オプション、簡素化されたライセンス管理をはじめとす
る多くのメリットがあります。さらに、エンタープライズ加入契約では、組織全体にクラウド サービスを展開する
か、自社運用ソフトウェアを展開するか、またはその両方を選択できます。

また、ニーズに合わせて自社運用サービスおよびオンライン サービスの組み合わせを維持する柔軟性もあるので、
ビジネスの優先度の変化に応じて自社運用ライセンスから同等のオンライン サービス (Microsoft 365 など) に移
行できます。このような組織全体での実装により、デバイスとユーザーを管理およびサポートするコストが削減さ
れ、EA の標準のボリューム価格レベルより低い価格で利用できます。エンタープライズ加入契約の下で
Enterprise Platform および Microsoft 365 を購入する場合、追加の割引価格が適用されます。

エンタープライズ加入契約の対象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、Windows オペレーティング システム、Office Professional Plus、該当するクライア
ント アクセス ライセンス (CAL Suite) といったマイクロソフトの主要な PC およびデバイス製品の自社運用ライ
センスが含まれます。EA では、エンタープライズ製品を組織全体でライセンスを取得する必要があります。各製
品は個別に購入するか、Enterprise Platform という製品のグループで購入できます。現在、 Microsoft 365 は
ユーザー サブスクリプション ライセンス (USL) または Enterprise Platform のアドオンとして利用できます。

CAL スイート

クライアント アクセス ライセンス (CAL) 
では、特定のマイクロソフト サーバー ソ
フトウェアへのアクセスが提供されます。
CAL をマイクロソフト サーバー ソフト
ウェア ライセンスと組み合わせて使用す
ることによって、ユーザーおよびデバイス
がそのサーバー ソフトウェアのサービス
にアクセスして利用できます。

EA を通して CAL スイートのライセンス
を取得する場合は、組織全体でのライセン
スとなります。

Enterprise CAL スイートは一括購入する
か、Core CAL スイートからの “ステップ
アップ” として購入できます。また、EA 
を通して CAL スイートを取得するお客様
は、ソフトウェア アシュアランスも取得
するため、サーバー製品を更新する際に
CAL ライセンスを更新してライセンスの
整合性を維持できます。

エンタープライズ加入契約:
マイクロソフトのエンドユーザー テ
クノロジをユーザー単位、デバイス単
位、またはハイブリッド ベースで購
入する際に最適な価格を利用できます。
また、ライセンス管理が容易になり、
Microsoft 365 を追加するとユーザー
単位のライセンスも利用できます。

サーバーおよびクラウド加入契約
(SCE): マイクロソフトが提供する 1 
つまたは複数のサーバーおよびクラウ
ド テクノロジのライセンス契約で、
最適な価格、クラウドに最適化された
ライセンス オプション、および簡素
化されたライセンス管理を利用できま
す。

Enterprise Agreement 加入契約

加入契約では、組織の目的を満たすマ
イクロソフト ソリューションをコスト
効果の高い方法でライセンスし、追加
のコスト削減と特典を利用できます。

加入契約の構造には追加の割引が含ま
れ、新しい製品、サービス、およびラ
イセンス オプションを容易に追加して、
将来のライセンスおよびシナリオ展開
を適切にサポートできます。

サブスクリプション加入契約:
マイクロソフト製品のライセンスを購
入するのではなく、サブスクリプショ
ンを希望するお客様向けのプログラム
です。

注: Enterprise Agreement で提供されるすべての Windows オペレーティング システム ライセンスは、アップグレード ライセンスです。したがって、
Windows アップグレード ライセンスを使用するデバイスには基本となる Windows オペレーティング システム ライセンスが必要です。Windows Enterprise 
オペレーティング システムにアップグレードするオプションも用意されています。
注: Desktop Platform では、Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) を追加して、展開およびデバイス管理を円滑にできます。

Enterprise CAL Suite

*データ損失防止 (DLP) および Exchange Online Protection が
含まれます。
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ソフトウェア
アシュアランス

EA の管理 リソース 用語集

(サービス付き)*

サブスクリプション

加入契約
サーバーおよび

クラウド加入契約

(サービス付き)*

Office Professional Plus
Enterprise CAL Suite
Windows Enterprise

Enterprise Platform
デバイス単位/ハイブリッド



製品

すべての Windows Server に

CISを適用

概要 基本事項 加入契約 FAQ

サーバーおよびクラウド
加入契約 (SCE)

SCE は、Microsoft Enterprise Agreement (EA) に基づく加入契約で、お客様はこの加入契約により、マイクロソフトが提供
する 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 ベースの全体契約を締結することで、最適な価格および使用条件
だけでなく、クラウドに最適化されたライセンス オプションや簡素化されたライセンス管理などのさまざまな特典を利用できま
す。

最高の価値: 新しいライセンス、ソフトウェア アシュアランス、および Microsoft Azure の割引をはじめとして、サーバーおよ
びクラウド製品を最適な価格および使用条件で利用できます。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
ンス特典 (アップグレードの権利を含む) が提供されます。資格を満たすお客様は、無制限の問題解決サポートを利用できます。

柔軟性: SCE では、クラウドへのアプリケーション ライセンス移行は、 ソフトウェア アシュアランスを通して行うことができ
ます。Microsoft Azure ハイブリッド特典に基づき、ソフトウェア アシュアランス付きのWindows Server ライセンスをお持
ちのお客様は、Microsoft Azure に所有のWindows Server イメージをアップロードして使用することができます。 SCE には
サブスクリプション ベースのライセンスが含まれており、 ワークロードの廃止、統合、またはクラウドへの移行を柔軟に行う
ことができます。

管理可能: 標準化によって簡素化されたライセンス管理を活用して、全体的な展開および管理を円滑にできます。SCE で提供さ
れる標準化された使用条件および割引に加えて、SCE の コア インフラストラクチャ スイート (CIS)  を締結すると自社運用と
Microsoft Azure にまたがる標準化された管理プラットフォームを利用できます。

SCE のコンポーネント: しくみ
この加入契約を締結するには、4 つの SCE コンポーネントの 1 つまた
は複数に関するインストール ベースの全体契約または Microsoft 
Azure の場合は前払いコミットメントが必要です。以下の要件も必要で
す。

• Enterprise Agreement: EA を締結する必要がありますが、
SCE を契約するためにデスクトップ向けのエンタープライズ
加入契約は必要ありません。

• 年次契約: 加入契約を行う各製品ファミリのインストール ベース
に対するソフトウェア アシュアランスまたはサブスクリプション
を全面的にご契約いただきます。これには、プログラムの加入契
約時点でソフトウェア アシュアランス未適用のライセンスも含ま
れます。

SCE の詳細については、『SCE プログラム ガイド』をダウンロード
してください。

追加購入製品

追加購入製品は様々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。追加購入製品は、最初に追加するか、加入契約期間中に随時
追加することが可能なので、特定のニーズを抱える部署や部門を容易に
サポートしつつ、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、デバイス単位のライセンス、ユーザー単位のライセ
ンス、クラウド サービス、プロフェッショナル サービス、および組織
の IT 環境をサポートするその他のライセンス (CAL など) を含めるこ
とができます。

使用権の保証

お客様は使用権の保証により、EA の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。
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ソフトウェア
アシュアランス

EA の管理 リソース 用語集

エンタープライズ

加入契約

サブスクリプション
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プラットフォーム
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プラットフォーム

コア

インフラストラクチャ

Microsoft Azure へのアクセスが含まれます。
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ライセンス可能

すべてに SA を適用 すべてに SA を適用
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SQL ServerCIS SKUs 
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Cloud Services
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概要 基本事項 加入契約 FAQ

EA 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。これらの
サービスは、標準の購入プロセスを使用するか、Office 365、Microsoft Intune、および Enterprise Mobility + Security 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、EA に追加できます。

エンタープライズ
サブスクリプション加入契約

Enterprise Agreement には、マイクロソフト製品のライ
センスの購入ではなく、ライセンスのサブスクリプション
を希望するお客様向けのサブスクリプション加入契約があ
ります。

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

その他のオンライン サービス

サブスクリプション加入契約
では、他の EA 加入契約と同
様のメリットが提供されるの
で、3 年のサブスクリプショ
ン期間で初期費用を抑えるこ
とができます。また、毎年サ
ブスクリプション数を増減す
ることもできます。サブスク
リプション数の増減が可能な
ので、特に従業員数や IT 要
件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
を保有する標準の EA 加入契約とは異なり、エ
ンタープライズ サブスクリプション加入契約で
マイクロソフトのソフトウェアを利用できるの
はサブスクリプション期間中のみです。サブス
クリプション契約を更新しない場合は、加入契
約の「買い取り」オプションを利用して永続ラ
イセンスを取得しない限り、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。

これは、「製品条項」でその他のオンライン サービスとして記載されているサービスです。その他のオンライン 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。

Microsoft Dynamics 365 Customer Engagement Plan を利用すると、マーケティング効果の向上、売上の増加、および顧客サービスを
強化するための機能を完備したアプリケーションを、ユーザー ベースのサブスクリプションで利用できます。

Microsoft 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なクラウド プラットフォームを使用できます。また、Microsoft Azure 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を使用します。

これは、「製品条項」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。

EA 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、一度に 1 つの部署または部門の従業員をクラウド サービスに移行するとします。この移行を支援す
るため、同様の機能に二重に支払うことなく Office 365 および Enterprise Mobility + Security サービスにユーザーを移動するために役立つ
規則が確立されています。

さらに将来、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し
たい場合は、プログラムのガイドラインに従って、戻すことができます。
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展開と管理

導入計画サービス Windows Enterprise
サイドローディング

Microsoft Desktop 
Optimization Pack (MDOP)

エディションの拡張特典
Windows/Windows Embedded

Windows Software Assurance 
per User アドオン

エンタープライズ ソースコード
ライセンス プログラム

Windows Virtual Desktop 
Access の権利

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

Windows RT Companion VDA の
権利

SQL Server の
パッシブ セカンダリ インスタンス

Windows To Go の使用権 Office ローミング使用権

Windows Thin PC Microsoft Azure ハイブリッド使用特典

トレーニング

トレーニング受講券

E-Learning

自宅使用プログラム

サポート

年中無休 (24x7) の問題解決
サポート

サーバー 障害復旧の権利

System Center グローバル
サービス モニター

障害復旧を目的とするバックアップ

概要 基本事項 加入契約 ソフトウェア
アシュアランス

FAQ

ソフトウェア アシュアランス

Enterprise Agreement (EA) に含まれるソフトウェア アシュアランスでは、お客様の IT 投資の最大の価値を引き出すこと
を支援する幅広い特典を提供します。ソフトウェア アシュアランスは、マイクロソフト製品を効率的に展開、管理、使用でき
る固有のテクノロジ、サービス、および権利が含まれた包括的なプログラムです。そのため、お客様は常に最新のバージョン
を利用できるので、変化、新たな課題および機会にすばやく対応できるようになります。利用可能なソフトウェア アシュアラ
ンス特典の詳細については、 www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/licensing-programs/software-assurance-defaultを参
照してください。

ソフトウェア アシュアランスの主なメリットには、以下のものが含まれます。
• ソフトウェアとサービスのコスト削減に役立つ、最新のソフトウェア リリースとコスト効率の高いアップグレードの権利
• 新しい自社運用 IT イニシアチブやクラウドベースの IT イニシアチブの導入計画を行う体系的なコンサルティング サービス
• 運用効率化のサポートに役立つ、固有テクノロジへのアクセスと使用権
• 生産性の向上を目的とした、IT プロフェッショナル向けのインストラクター主導のトレーニングとエンドユーザー向けのオ

ンライン ラーニング
• 予算に応じた購入費用の年額払い

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

Microsoft Services の Premier サポートを利用して、IT インフラストラク
チャの価値を最大限に活用できます。マイクロソフトの専任サポート チーム
が実践的な支援を継続的に提供し、緊急の問題を直ちにエスカレートするの
で、問題を短時間で解決してミッションクリティカルなシステムを維持でき
ます。マイクロソフトはお客様の IT の正常性を評価し、正常性を維持する
ためのトレーニングやツールも提供します。

EA 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とリ
アクティブのサポートを受けることができます。Premier サポートは、EA 
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。

Premier サポートは、EA 加入契約の期間中に年間で割り当てられたサポー
トを提供します。Premier サポートの補正発注はありませんが、必要に応じ
て追加のサポート時間を購入して、サービスの特定のレベルを補完できます。
Premier サポートを利用するには、マイクロソフトのサービス担当者にご連
絡ください。

デジタル アドバイザリ サービス

マイクロソフト デジタル アドバイザーは、お客様のデジタル ビジネスを構
築することを目的として、その変革プログラムを推進するために必要な専門
知識、取り組み、リソースをお客様に提供します。お客様との協力のもと、
お客様が望む未来を想像し、それをビジョン化し、経済的価値やさまざまな
アイデアを検討したうえで優先順位を決定していきます。また、共同チーム
として設計段階を通じて共にアイデアを洗練させ、依存関係を特定し、問題
を克服していきます。このプロセスが最初に成功してから、デジタル時代の
価値を捉えた体系的な統合アプローチに成長するまで、お客様のデジタルの
文化とプラットフォームに支えられながら、チームで継続的にイノベーショ
ンを実現します。

DAS では、年間で割り当てられたマイクロソフト デジタル アドバイザーへ
のアクセスを提供します。また、EA の契約期間を通して「製品条項」に記
載されているその他のサービスを利用できます。3 つのサービス (Connect、
Foundation、および Portfolio) が提供されていますが、DAS には補正発注
のコンセプトはありません。その代わり、Capacity アドオン オプションを
通して追加のサポートを購入できます。 11
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概要 基本事項 加入契約 EA の管理 FAQ

(1/3 ページ)
Enterprise Agreement の管理 VLSC を通じた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の参照、マイクロソフトソ
フトウェアのダウンロード、およびボリュームライセンスの特典やサブス
クリプションの管理を行うことのできるWeb 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、ライセンスの概要と契約
一覧のライセンス情報を基に、EA による購入を管理できます。

・ 取得済ライセンス一覧: VLSC を使用して、プログラムおよび契約
全体の現在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。

・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含まれます。ま
た、サービス、連絡先担当者、ライセンス、および発注に関する詳細情
報を参照することもできます。契約一覧には、VLSC にアクセスすると
ユーザーのMicrosoft アカウントに関連付けられたすべてのボリュー
ムライセンスID の統合された情報が表示されます。

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。
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することや、テ
クニカルサポートにアクセスすることもできます。
ソフトウェアアシュアランス特典一覧: 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
表示されます。
オンラインサービス: Microsoft Online Services サブスクリプションおよ
び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) 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 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

EA 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、マイクロソフ
トのリセラーに発注できます。発
注は、契約期間中の煮にの時点で
行えます。

クラウド サービス
および製品の追加

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
通じた管理によって、SAM では、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特定できます。
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
の策定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
産管理の Web サイトを参照してく
ださい)。

ソフトウェア
資産管理

Microsoft Assessment and 
Planning (MAP) Toolkit は、サー
バー製品 (Windows Server、
Exchange Server、SQL Server、
SharePoint Server、および System 
Center Configuration Manager) の
使用状況に関するレポートを提供す
る IT ベースのソフトウェア使用状況
の追跡機能を備えています。

この自動化されたソフトウェア資産
管理関連の機能は、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
際の使用状況が確認できるため、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。
(MAP Toolkit の詳細については、
https://technet.microsoft.com/jaj
p/library/bb977556.aspx (英語)

を参照してください)

CAL の追跡
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概要 基本事項 加入契約 FAQ

(2/3 ページ)

クラウド
サービス

Enterprise Agreement の管理

クラウド サービスの管理

管理手順は将来的なクラウド サービスの更新に合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、Microsoft Intune、
Enterprise Mobility + Security 、およびMicrosoft Dynamics 365 Customer
Engagement Plan 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の表示に加えて、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) 、プ
ロビジョニングおよび管理を行うことができます。

• 同様に、Microsoft 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Microsoft 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。

• Microsoft System Center を使用すると、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できます。System Center の包括的な管理機能では、従来の物理
サーバーをはじめとして、仮想サーバー、仮想マシン、そして実行中のワークロード、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可能です。

ソフトウェア アシュアランスの使用

展開の計画を行う場合、年中無休(24x7) のサポートを利用する場合、または従業員にト

レーニングへのアクセスを提供する場合は、ボリュームライセンスサービスセンター

(VLSC) を通じてソフトウェアアシュアランス特典を有効化する必要があります。

VLSC にサインインした後、使用を希望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)。

ソフトウェアアシュアランスのクレジット
新規または既存のエンタープライズ加入契約で、ソフトウェアアシュアラ
ンスの契約期間が終了する前に、1 つの加入契約または登録フォームからソ
フトウェアアシュアランスを更新する際、ソフトウェアアシュアランスの
重複を解消するため、マイクロソフトは、ソフトウェアアシュアランスの
クレジットを提供することがあります。
このクレジットは新規発注におけるソフトウェアアシュアランスの割引価
格として適用されるので、マイクロソフトから提供される顧客価格シート
(直接モデル) またはチャネル価格シート(間接モデル) が必要です。さらに、
ソフトウェアアシュアランスのクレジットはプログラムに基づくものでは
ないので、マイクロソフトの裁量によりクレジットが提供されない場合があ
ります。
要件
• EA の加入契約(永続ライセンス) のみがクレジットの対象です。
• マイクロソフトの事前承認が必要です。
• クレジットを使用するには、契約期間が1 か月以上残っている必要があり
ます。
• クレジットは同じ製品/バージョンにのみ適用されます。
• クレジットは35 か月を超える期間保持できません。
• クレジットの対象となるのはソフトウェアライセンスのみです。ライセン
スの支払いは比例配分されません。
• 元のソフトウェアアシュアランスまたは最初のソフトウェアアシュアラ
ンス特典は維持されます。
しくみ
• マイクロソフトからCPS 価格表が提供されます。
• 間接モデルでのEA 加入契約の場合、変更契約が必要です。
• ソフトウェアアシュアランスは新しいソフトウェアアシュアランスの提
供価格(該当する場合は割引後の価格) に基づいて月割で比例配分されます。
• すべてのクレジットは製品ごとに初年度に適用されます。
• 単価がゼロ以上のすべてのクレジットは、初年度分が2 年目に適用され、
その後(該当する場合) 3 年目に適用されます。
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補正発注: 年次調整
EA の契約期間中、既にライセンスを取得しているソフト
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
申請できます。エンタープライズサブスクリプション加入
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、EA 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30 ～ 60 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トランジ
ションまたはライセンス数の削減の内容を確認できます。
(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上、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。

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価格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。

エンタープライズ サブスクリプション加入契約を締結し
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
続的な使用権利を所有することを希望するお客様向けに、
買い取りオプションが用意されています。

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。

補正
発注

補正
発注

契約
更新

Enterprise Agreement の管理 補正発注のメリット

必要なものだけを購入し、保有しているものだけを使用

• 合意済みの価格および条件でソフトウェアおよびサービスを必要に応じて
購入できます。

• 潜在的に必要と推測されるものではなく、実際に必要なものだけに支払う
ことができます。

• 1 年に 1度発注するだけなので、調達コストを削減できます。

必要なときにマイクロソフトの最新テクノロジを利用して、変化するビジネ
ス ニーズに対応

• 必要に応じてソフトウェア、デバイス、およびユーザーの数を増加または
削減*することにより、ビジネスの成長に対応できます。個々の発注を行う
必要はありません。

• 必要に応じてライセンス予約を通して新しいオンライン サービスのプロビ
ジョニングを容易に行い、年次調整できます。

• 将来の投資に向けてライセンス プログラムおよび計画を戦略的に最適化で
きます。

単一の年次発注を通した購入およびライセンス管理の簡素化

• 年次自己評価を行って、使用中のライセンスとサービスおよび新しいニー
ズを特定できます。

• 毎年、ライセンスが最新かつ正確であることを確認してコンプライアンス
を容易に管理できます。

• マイクロソフト認定パートナーまたはお客様のアカウント チームと協力し
て、組織に最適なソリューションを定義し、契約を管理できます。
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*エンタープライズ
サブスクリプション
加入契約で利用可能1 年目 1 年目3 年目2 年目

http://download.microsoft.com/download/0/C/2/0C25F556-6FF5-4E71-A8D5-A07060B46E6B/Enterprise_Agreement_True-up_Guide.pdf
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リソース

オンライン管理ツールおよび情報
• お客様の組織の指定メンバーは、以下のオンライン ツールにアクセスして EA の特典を使用および管理できます。
• 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 Web 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 (www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/licensing-programs/software-assurance-default):
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、お客様が必要とする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 サービスのサブスクリプションでは、オンラインの管理および監視ツールを使用できます。前のペー
ジの「クラウド サービスの管理」を参照してください。

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/default.aspx
• Microsoft 365: https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/product-licensing/microsoft-365-enterprise.aspx
• ソフトウェア アシュアランス: 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 センターに関するリソース: https://www.microsoft.com/ja-

jp/Licensing/existing-customer/vlsc-training-and-resources.aspx
• マイクロソフト ファイナンシング: www.microsoft.com/ja-jp/licensing/how-to-buy/financing.aspx

Enterprise Agreement における製品とサービスの購入、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、マイクロソフト認定ライセンシング ソ
リューション プロバイダー (LSP) にお問い合わせください。

• ライセンシング ソリューション パートナー (LSP)：http://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/how-to-buy/LSP.aspx
• マイクロソフト 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)

教育機関、公共機関、慈善団体
教育機関、公共機関、または慈善団体の関連組織の皆様は、上記以外の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 プログラムを利用できます。詳細については、マイクロソフト ボリューム ライセンスの Web ページ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
ンスの Web サイトを参照してください。

ソフトウェア
アシュアランス

EA の管理 リソース 用語集

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/licensing-programs/software-assurance-default.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/default.aspx
https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/product-licensing/microsoft-365-enterprise.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/default.aspx
https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/existing-customer/vlsc-training-and-resources.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/how-to-buy/financing.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/how-to-buy/LSP.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/default.aspx
https://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/worldwide.aspx
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ライセンス条項に関する用語集
アドオン: お客様の自社運用ライセンスを補完するオンラインサービス。
追加購入製品: 製品条項に記載されているすべて製品。追加購入製品はエンタープライズ製品で
はなく、初回の関連条件を満たさない。
使用国: 加入契約者は、初回発注およびその他の追加発注においてライセンスを使用する国を指
定する必要があります。
お客様: マイクロソフトおよびその関連会社とEnterprise Agreement を締結した団体。
顧客価格シート（Direct EAのみ）: 加入契約者の製品およびサービスの初回注文、価格、およ
び支払い条項が記載されている表示書。
発行日: 加入契約者が以前の加入契約を更新する場合、発効日は前の契約が満了または終了した
翌日になります。それ以外の場合、発効日は、現行の加入契約がマイクロソフトによって承認さ
れた日になります。
加入契約者: Enterprise Agreement の下で加入契約を締結している団体(お客様またはお客様
の関連団体)。
加入契約: 製品またはサービスの発注を行うためにEnterprise Agreement の下で加入契約者が
提出する文書。
エンタープライズ: 加入契約者および加入契約者によって現行の加入契約に含めるよう指定され
た関連団体。
全体契約: エンタープライズ製品を発注する場合、加入契約者の発注は、ライセンスタイプに応
じて、1 つ以上のエンタープライズ製品および対応するエンタープライズオンラインサービス
のすべての対象ユーザーまたは対象デバイスの範囲を含める必要があります。
Enterprise Mobility + Security: Intune、Azure Active Directory Premium、Windows
Server CAL、Advance Threat Analytics、Information Protection およびCloud Apps
Security で構成されるオンラインサービスのスイート。
エンタープライズオンラインサービス: 製品条項にエンタープライズオンラインサービス
として記載され、関連条件を満たしたオンラインサービスです。
エンタープライズ製品: 製品条項にエンタープライズ製品として記載され、エンタープライズ
製品は、現行のプログラムの下で企業全体におけるすべての対象デバイスおよび対象ユー
ザーにライセンスを取得する必要があります。

満了日: 加入契約の期間が満了する日。

支払いオプション: 月払い、四半期払い、半年払い、またはカスタムの支払いオプション、およ

び標準の支払いオプションで定義された支払日。加入契約者の所在地に応じて、加入契約者は拡

大された注文に関する支払いオプションを要求できる場合があります。

延長期限: 加入契約者が満了日前に更新しない場合、オンラインサービスへのアクセスは自動的

に月次ベースで継続します。

L&SA: 発注する製品のソフトウェアアシュアランス付きライセンス。

ライセンス: 製品のダウンロード、インストール、アクセス、および使用を行う権利。特定の製

品において、ライセンスは定期またはサブスクリプションで利用できる場合があります。オンラ

インサービスのライセンスは、サブスクリプションライセンスとなります。

ライセンス数の削減: 製品条項で許容されている場合、加入契約者は、加入契約の契約応当日に

見越しベースでサブスクリプションライセンスの数を削減できます。

Microsoft 365 Add-On USL：お客様の自社運用ライセンスを補完するオンラインサービス

のサブスクリプションで、Enterprise Mobility + Security、Office 365、Windows 10

Enterprise のユーザー単位のサブスクリプションを含みます。

Microsoft 365 USL：ユーザー単位のスイート製品で、Enterprise Mobility + Security、

Office 365、Windows 10 Enterprise のユーザー単位のサブスクリプションを含みます。

Office 365: Office 365 Pro Plus、Exchange、SharePoint、Skype for Business および

Yammer を含むオンラインサービスのスイート。

製品: 製品条項に記載されているすべての製品(すべてのソフトウェア、オンラインサービス、

およびその他のWeb ベースのサービス)。これにはプレリリースまたはベータバージョンが含

まれます。

製品選択フォーム: お客様が購入するエンタープライズ製品/エンタープライズオンラインサー

ビスを示すフォーム。

対象デバイス: 加入契約者のによって使用される任意のデバイス

対象ユーザー: 対象デバイスのユーザーまたはエンタープライズ製品のクライアントアクセス

ライセンスまたはエンタープライズオンラインサービスが必要なサーバーにアクセスするユー

ザーとなる人物(従業員、コンサルタント、臨時職員など)。

ソフトウェア
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ライセンス条項に関する用語集
クイックスタート予約: お客様がまだ固定金額を保持しないオンラインサービスまたは契約に含
まれる適切なオンラインサービス条項でお客様がクラウドへの移行準備ができていないオンライ
ンサービスのライセンス予約。
リセラー: Enterprise Agreement の下でのライセンス販売がマイクロソフトによって承認され、
Enterprise Agreement に関連するトランザクション前およびトランザクション後の支援を提供
する契約を加入契約者と締結する大口アカウント販売者。
予約ライセンス: 製品条項で補正発注の対象とされているオンラインサービスに関して、使用前
に加入契約者によって予約され、マイクロソフトがオンラインサービスのアクティブ化を行う予
定のライセンス。
ソフトウェアアドバイザー: マイクロソフトによって承認され、現行の契約に関連するトランザ
クション前およびトランザクション後の支援を提供する契約を加入契約者と締結する団体。
ソフトウェアアシュアランス: 製品条項の追加記載に従ってマイクロソフトから製品アップグ
レードの権利やその他の特典が提供されるサービス。
ステップアップライセンス: 加入契約者は、ステップアップライセンスを購入することによって
現行のエディションよりも高いレベルのエディションまたはスイート製品に移行できます。
補正発注対象: EA の契約期間中、お客様は既にライセンスを取得している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できます。
USL: ユーザーサブスクリプションライセンス。通常は、オンラインサービス用。
Windows per User: ユーザーベースのWindows のサブスクリプションライセンス。
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Enterprise Agreement に関してよく寄せられる質問

Enterprise Agreement とは何ですか。
Microsoft Enterprise Agreement は、デバイス数が 500*以上の、変化するテクノロジ状況
に対応して 1 つの契約でクラウド サービスおよびソフトウェア ライセンスを柔軟に購入でき
る管理可能なボリューム ライセンス プログラムを必要とする組織に最高の価値を提供します。

Enterprise Agreement の構造はどのようなものですか。
Enterprise Agreement は3 年間の契約ですので、最長 3 年間のソフトウェア テクノロジ コ
ストを事前に予測できます。

Enterprise Agreement では何を購入できますか。
Enterprise Agreement では、マイクロソフトのエンドユーザー製品およびオンライン サービ
スだけでなく、サーバーおよびクラウド テクノロジも購入できます。Enterprise Agreement 
内の加入契約には以下のメリットがあります。
• エンタープライズ加入契約: 最適な価格、ユーザー ベース、デバイス ベース、またはハイ

ブリッド ライセンスおよびマイクロソフトが提供するエンドユーザー テクノロジに関す
る簡素化されたライセンス管理を利用できます。

• サーバーおよびクラウド加入契約 (SCE): マイクロソフトが提供する 1 つ以上のサーバー
およびクラウド テクノロジを購入する際に、および簡素化されたライセンス管最適な価格、
クラウドに最適化されたライセンス オプションを利用できます。

契約期間中、EA を柔軟に変更できますか。
Enterprise Agreement では、毎回報告または購入する必要はなく、契約において事前に合意
した条件および価格でクラウド サービスおよびソフトウェアを必要なときに柔軟に追加または
削除**できます。

そのような変更はどのようにして調整するのですか。
年次補正発注では、年間に使用した追加購入製品およびサービスのインベントリを毎回報告ま
たは購入する必要なく行うことができます。

3 年の期間満了時にはどうなりますか。
3 年目の終わりに、お客様はマイクロソフトと協力して次の 3 年間に向けて Enterprise 
Agreement を更新します。Microsoft Enterprise Agreement を更新すると、既存の投資の活
用、変化するテクノロジ状況への対応、およびマイクロソフトとの緊密な提携を行いながら、
最高の価値を実現できます。

オンライン サービス (OLS) のみの Enterprise Agreement を締結できますか。
はい。最少 500 のエンタープライズ オンライン サービスのサブスクリプション ライセンス
で OLS のみの Enterprise Agreement を締結できます。

1 つの Enterprise Agreement にすべての関連会社を含める必要がありますか。それとも、
エンタープライズを定義する目的でどの関連会社を Enterprise Agreement に含めるかを選
択できますか。

いいえ。Enterprise Agreement の目的でエンタープライズを考える場合、お客様は、どの団
体を含めるかを定義します。

Enterprise Agreement の下で追加購入製品を購入するとき、最小数の要件はありますか。
いいえ。Enterprise Agreement の下で追加購入製品を購入する場合は最小数の要件はありま
せん。任意の数を購入できます。

初注文を年額払いで支払うことができますか。それとも一括払いで支払う必要がありますか。
Enterprise Agreement の下での初回注文では、一括払いまたは分割払いを選択できます。

補正発注はいつ行う必要がありますか。
最初の 2 つの補正発注は Enterprise Agreement 加入契約応当日の 60 ～ 30 日前に行う必
要があり、最後の補正発注は加入契約の満了日前の 30 日以内に行う必要があります。

現在、Office、Windows、および Core CAL の Enterprise Agreement を締結していて、
1 つの部門用に Office 365 のOLS ライセンスをいくつか購入する場合、OLS を全社レベルで
購入する必要がありますか。

いいえ。その場合、増分の追加 OLS ライセンスだけを購入し、最初の Professional Desktop 
契約は引き続き維持できます。

Enterprise Agreement を更新した場合、加入契約者が保有するのは何ですか。
ライセンスおよびソフトウェア アシュアランスに対する最後の支払いを行った後、お客様は、
ソフトウェアのその時点での最新バージョンの永続ライセンスを保有します。契約を更新する
お客様は、そのライセンスのソフトウェア アシュアランスに対してのみ支払います。

* 一般企業のお客様の最小契約数は、500 ユーザー／デバイス数です。
サーバーおよびクラウド加入契約(SEC)へは適用外です。公共機関のお客様の最小契約数は
250ライセンスです。

** エンタープライズサブスクリプション加入契約で利用可能
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サーバーおよびクラウド加入契約に関してよく寄せられる質問

サーバーおよびクラウド加入契約 (SCE) とは何ですか。
サーバーおよびクラウド加入契約(SCE) は、Microsoft Enterprise Agreement の下で提供さ
れるライセンスプログラムで、お客様は1 つ以上の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行うことができます。
SCE を締結するには、お客様は1 つ以上のコンポーネントに関するインストールベースの全
体契約を締結する必要があります。これは、SCE コンポーネントのインストールベースを対象
とするソフトウェアアシュアランスの保有を意味します。

SCE のしくみはどのようなものですか。
SCE の締結には、以下が必要です。
• Enterprise Agreement: Enterprise Agreement を締結する必要がありますが、デスク
トップ向けのエンタープライズ加入契約は必要ありません。

• 年次契約: 加入契約を行う各製品ファミリのインストールベースに対するソフトウェアア
シュアランスまたはサブスクリプションを全面的にご契約いただきます。これには、プロ
グラムの加入契約時点でソフトウェアアシュアランス未適用のライセンスも含まれます

SCE の場合、次のことが発生します。
• 継続的なソフトウェア アシュアランス付きのライセンスの場合、プログラムへの加入時に

ソフトウェア アシュアランスを割引価格で更新できます。
• ソフトウェア アシュアランスのないライセンスの場合、製品の最新バージョンのサブスク

リプションを行うことができます。
• 契約期間中に購入した増分ライセンスの場合、L&SA でさらにコスト節約が可能です

Enrollment for Core Infrastructure (ECI) のお客様にとってSCE はどのような意味があり
ますか。

これらの変更は、ECI 加入契約期間中のECI のお客様には影響しません。SCE を通したCore
Infrastructure Suite (CIS) に関するインストールベースの全体契約では、ECI のお客様は、
最適な価格、新しいサブスクリプションオプション、新しいMicrosoft Azure 特典、および最
新のテクノロジへのアクセスを引き続き利用できます。System Center Azure 管理権限や無
制限のサポートを受ける資格などの新しい特典も含まれます。SCE では、L&SA の15% の割
引、およびCore Infrastructure Suite (CIS) のStandard およびDatacenter (SE および
DC) のソフトウェアアシュアランスの5% の割引が提供されます。これらの割引は、SCE 以
外のプログラムのCIS SKU に対して既に提供されている割引に加えて提供されます。

環境の一部にのみCIS を適用することを希望するお客様は、特定の契約や最小数なしでその
他のボリュームライセンスプログラムを利用できます。現行のECI をその他のプログラム
(Select Plus やEnterprise Agreement エンタープライズ加入契約の追加購入製品など) の
CIS SKU に更新できます。

これはエンタープライズ プラットフォーム加入契約 (EAP) のお客様にとってどのような意味
がありますか。

EAP のお客様は、SCE の SQL Server、Visual Studio、BizTalk Server、および
SharePoint Server に関するインストール ベースの全体契約を継続できます。マイクロソフ
トは割引を標準化および簡素化するので、若干の価格変更があります。

ソフトウェア アシュアランスを取得していないライセンスがある場合、これらのライセンスを
SCE 契約に追加するにはどうすればよいのですか。

ソフトウェア アシュアランスが付きでない SCE のインストール ベースの全体契約の一部と
してカバーする必要のあるすべてのライセンス取得済みの製品の展開の場合、サブスクリプ
ションとして追加するか、契約時にL&SA として追加できます。

ソフトウェア アシュアランスを取得していないライセンスを Software Assurance Prior L 
SKU にソフトウェア アシュアランスのみとして追加できますか。

以前 EAP で利用可能だった Software Assurance Prior L SKU を通した “据置ライセンス” 
アプローチは、SCE ではより柔軟なサブスクリプション オプションに変わります。

サブスクリプションと従来の L&SA の違いは何ですか。
SCE のサブスクリプション オプションは、インストール ベースの全体契約が必要なコン
ポーネントに対して使用できます。ワークロードを廃止する場合、またはクラウドに移行す
る場合、サブスクリプション ライセンス数を年単位で削減できます。選択したコンポーネン
ト内で、3 年間の全契約期間で永続ライセンスを保有/維持するか、一部をサブスクリプショ
ンとして使用するかを選択できます。

新しいユニットのサブスクリプションを購入できますか。
はい。SCE の締結時に追加するユニットまたは補正発注(展開に基づいて) で追加するライセ
ンスをサブスクリプションにするか、永続ライセンス (L＆SA) にするかを選択できます。こ
の選択は個々のワークロード要件に基づいて行うことができます。
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