
マイクロソフト認定トレーナー プログラム ガイド 
 

マイクロソフト認定トレーナー (以下「MCT」) プログラム ガイド (以下「ガイド」) では、MCT プログラムに
ついて説明します。このガイドは、メンバーシップ要件、リソース、および登録のポリシーおよびプロセス

を含む、MCT プログラムに関する基本情報として使用してください。  
 
1. MCT プログラムの概要  
マイクロソフトは、革新的な企業であり、市場で新しいソフトウェアとテクノロジを発売しています。 
マイクロソフトのソフトウェアとテクノロジの多くは、技術的に複雑で、コンピューター プロフェッショナル 
とその他のエンド ユーザーは、それらの使用に習熟しているトレーナーから使い方のトレーニングを受ける 
ことが必要な場合があります。このようなトレーニングを一般に提供するために、マイクロソフトは、 
マイクロソフトのテクノロジに関する技術的知識と指導力を保有、維持し、本契約と MCT プログラム契約書に 
詳細に定めるすべての要件を満たすプロフェッショナル トレーナーおよびラーニング コンサルタントに 
メンバーシップを付与するマイクロソフト認定トレーナー プログラム (以下「MCT プログラム」) を開発しました。 
 
MCT プログラムの要件は、マイクロソフトのソフトウェア、サービス、およびテクノロジを用いたソリュー

ションの開発、実行、サポート、および保守について、情報技術 (以下「IT」) プロフェッショナルなどを対

象とするトレーニングを実施するために、必要なスキルを備えていることです。MCT プログラムは、受講
者、トレーニング プロバイダー、および組織が、マイクロソフトのソフトウェア、サービス、およびテクノロ

ジに関するトレーニングを提供できる熟練したプロフェッショナルを判別する際の目安になります。MCT 
プログラムのメンバーシップを保有するトレーナーは、今日の IT およびインフォメーション ワーカー (以
下「IW」) トレーニング業界に不可欠な人材となります。 
 
MCT プログラムのメンバーは、MCT プログラムのさまざまな特典を受けます。MCT プログラムの特典に

関する情報については、MCT メンバー専用 Web サイトで確認できます。   
 
MCT プログラムは、個人を対象とした年間プログラムです。資格を有し、まだ MCT ではない個人は、い

つでも MCT プログラムへの参加を開始し、参加特典を 1 年間受けられます。MCT のメンバーである個

人が MCT プログラムへの参加を継続する場合、契約終了日までに MCT メンバーシップを更新する必

要があります。契約終了日までに MCT メンバーシップを更新しなかった場合、MCT は MCT プログラム

に再登録することができますが、証明書には MCT ステータスに中断があったことが記され、MCT プロ

グラムへの参加に関する現在の要件を満たすことが必要になります。  
 
2. MCT プログラムへの登録方法 

 
2.1. 参加登録の要件  
MCT プログラムに登録するには、以下の手順に従う必要があります。  

a. 対象となるマイクロソフト認定資格を取得し、現時点で保持している。  
b. 指導スキルを有している。 
c. 指導スキルの証明をマイクロソフトに提出する。 
d. 現在の MCT プログラム ガイドおよび契約に同意する。 
e. MCT 資格を取得するための申込書に記入して送信する。 
f. 適用されるすべての料金を支払う。 

 
MCT プログラムの要件について不明な点がある場合は、最寄りのマイクロソフト認定プログラム事務

局 (RSC) にお問い合わせください。 
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ステップ 1: 対象となる現在のマイクロソフト認定資格を取得し、保持する  
MCT プログラムに参加するには、マイクロソフト認定プログラムのメンバーで、対象となるマイクロ

ソフト認定資格を保持している必要があります。対象となるマイクロソフト認定資格の全一覧につい

ては、「要件」 (英語) を参照してください。 
 
これらの資格は、技術的な基礎知識と能力を持っていることを確認するために必要です。マイクロ

ソフトの認定資格を取得することにより、マイクロソフトの認定資格に関連する分野や職務について、

マイクロソフトのソフトウェアやテクノロジに熟練していることを示すことができます。MCT は、保有し

ているマイクロソフトの指導分野に対応したマイクロソフト オフィシャル コース (以下「MOC」)、およ

び Microsoft Dynamics コースウェア (以下総称して「マイクロソフト コース」) のみ実施することがで

きます (セクション 3「MCT の指導分野」を参照)。 
 
ステップ 2: 指導スキルを有している  
メンバーが指導スキルを有していることは、MCT プログラム要件の 1 つです。MCT プログラムに参

加するには、申込書と共に指導スキルの証明を提出する必要があります。MCT プログラムへの登

録申込書類すべてを用いて、指導スキルが検証されます。指導スキルを証明するには、承認され

たトレーナー認定資格を取得するか、1 年以上の指導実績の証明を提出します。  指導スキルを証

明するための承認された方法の詳細については、こちらの MCT プログラム要件 (英語) を参照して

ください。 
 

ステップ 3: マイクロソフト トレーニング評価ツールを使用して、メトリックを取得または特定する  
マイクロソフトは、トレーニング評価ツールを使用してトレーニング後の評価データを収集し、MCT 
に関するトレーニング データを追跡調査します。MCT プログラムに登録するには、MTM アカウント 
(英語) を取得する必要があります。既に MTM アカウントがある場合は、現在の MTM アカウント ID 
番号を使用することができます。MCT 登録ツールでは、登録時に MTM アカウント ID 番号を入力す

る必要があります。MTM に関する詳細についてはセクション 4.6 を参照してください。 
 
ステップ 4: 現在の MCT の契約における条項および条件とこのガイドを遵守することに同意する  
このガイドと現在の MCT の契約をよく読んでください。現在の MCT の契約における条項および条

件とこのガイドを遵守することに同意する必要があります。現在の MCT の契約で [同意する] を選

択してマイクロソフトに提出することにより、現在の MCT の契約における条項および条件とこのガ

イドに従う義務を負うことに同意したことになります。  
 
ステップ 5: 申込書を提出し、MCT プログラムの年間費用を支払う 
MCT 登録ツールは MCP メンバー専用 Web サイト (英語) から入手できます。オンライン MCT プロ

グラム申込書に記入し、MCT プログラムの年間費用を支払い、要求されたすべての書類を MCT プ
ログラム登録ツールで指定されているアドレスに送信する必要があります。(注意: 申込書の処理

方法および所要日数は国または地域によって異なることがあります)。 
 
費用は国/地域によって異なります。詳細については、MCT プログラム費用 (英語) にあるオンライ

ンの表を参照してください。 
 
申込書が処理されるには少なくとも 2 週間かかります。処理が済むと、申し込みの受理または拒否が

電子メールで通知されます。申し込みが受理された場合は、MCT メンバー専用 Web サイトへのアクセ

スが認められます。  

http://www.microsoft.com/learning/en/us/mct-certification.aspx#tab3�
http://www.microsoft.com/learning/en-us/mct-certification.aspx�
http://www.knowledgeadvisors.com/newmctinmtm/�
https://mcp.microsoft.com/mcp/enrollment/enrollment.aspx�
https://mcp.microsoft.com/mcp/enrollment/enrollment.aspx�
http://www.microsoft.com/learning/en/us/certification/mct-fees.aspx�


v.1.14 MCT プログラム ガイド ページ 3/5 

 

2.2. 1 年ごとの更新 
MCT プログラムは、年間メンバーシップ プログラムです。MCT プログラムへの登録を継続するには、

毎年、以下の要件を満たす必要があります。  
a. MCT プログラムの申込書に記入し、MCT プログラムの年間費用を支払う。 
b. 有効な MCT プログラムのメンバーである。 
c. 対象となる現在のマイクロソフト認定資格を保持している。  
d. MTM で確認された指導クラス数の実績が最小要件を満たしている。 
e. MTM で確認された指導の品質が最低要件を満たしている。 
f. 現在の MCT 契約で [同意する] を選択してマイクロソフトに送信することにより、現在の MCT 契

約における条項および条件とこのガイドを遵守することに同意する。 
 
更新の申し込みが受理されると、電子メールで通知が送付されます。 
 
契約終了日までに MCT プログラムのメンバーシップを更新しなかった場合は、MCT のメンバーシップを

失うことになります。つまり、MCT プログラムの特典を受けられなくなり、マイクロソフト オフィシャル 
コースを使用したトレーニングを提供することができなくなります。  
 
マイクロソフトが、MCT プログラムにおけるメンバーシップの更新を行わない可能性があります。また、

マイクロソフトは、MCT プログラムの再登録を許可する義務を一切負いません。  
 
3. MCT の指導分野 
MCT プログラムは、幅広い受講者に対するマイクロソフトの各種ソフトウェアおよびテクノロジの指導を

対象としています。特定の受講者に適したプログラムを構成するために、MCT は、それぞれの MCT が
保有するマイクロソフトの認定資格に基づき 1 つ以上の指導分野を割り当てられています。指導分野

とは、MCT が特定のマイクロソフト コース タイトルを指導するにあたって満たす必要のある要件を指し

ます。すべての指導分野は、指導分野ドキュメント (英語) で確認できます。 
 
4. MCT プログラム要件  
MCT プログラムのメンバーシップを維持するには、常に次の要件を満たす必要があります。 
 
4.1. コンプライアンス 

• 対象となるマイクロソフト認定資格を現在保持しており、マイクロソフト認定プログラムのメン

バーである。 
• このガイド、MCT プログラム契約、現在の MCT プログラム契約、および MCT プログラム要件に

含まれている条項および条件を遵守する。  
• 毎年、マイクロソフト コースウェアを使用する 1 つ以上のクラスを (a) 現在のマイクロソフト パー

トナー ネットワーク (MPN) プログラムのメンバー、(b) マイクロソフト IT アカデミー プログラム (IT 
アカデミー) のメンバー、または (c) マイクロソフトにより書面で事前に承認されたその他の法人 
(以下総称して「正規カスタマー」) に対して実施する。  

• マイクロソフトまたはその被指名者が実施する可能性のある監査に参加する。  
• 仮想環境コンポーネント、マイクロソフト コースウェア、トレーナー キット、Microsoft Lab Online 

(マイクロソフト ラボ オンライン)、マイクロソフトのマテリアル、マイクロソフトのサービス、または

マイクロソフトのソフトウェアに適用、付属、または含まれている使用許諾契約書とその他の条

項および条件を厳密に遵守する。  
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• 正規カスタマーに対してマイクロソフト コースのみ実施できる。  
• 実施しているトレーニング セッションの対象であるマイクロソフト コース タイトルに関連したト

レーナー キットのみにアクセスおよび使用することができる。 
 

これらの要件を満たさない場合、MCT メンバーシップが解除される可能性があり、MCT プログラムの下

で付与されたすべての権利および特典は無効になります。  
 
4.2. マイクロソフト コースの実施制限 
MCT は、各自の指導分野に関連するマイクロソフト コース タイトルのみ実施することができます。各指

導分野に関連するマイクロソフト コース タイトルの一覧は、指導分野ドキュメントから入手できます。

MCT 証明書には、MCT の指導分野のほか、MCT が指導資格を有するコースが明記されます。  
 
4.3. 公開トレーニング セッション  
MCT は、マイクロソフト コースのみを使用して、マイクロソフト ラーニング パートナーおよび 
マイクロソフト IT アカデミーのメンバーの施設において一般の人々を対象として実施されるインスト 
ラクターによる公開トレーニング クラス (「公開トレーニング セッション」) を実施することができます。 
公開トレーニング セッションは、マーケティング資料またはインターネットを通じて宣伝される場合があり、 
受講者として 1 つまたは複数の組織が参加するものや特定の企業や組織に属さない個人が参加するものも 
含まれます。 
 
4.4. 非公開トレーニング セッション  
MCT は、マイクロソフト コースを使用して特定のマイクロソフト パートナー ネットワーク (「MPN」) メン
バーの施設においてその MPN メンバーによって雇用または契約された個人を対象として事前に設定

された学習目標を指導することができます。ただし、施設のハードウェアが、実施されるマイクロソフト 
コースのトレーナー キットに記載されたハードウェア要件を満たしていることを条件とします (「非公開ト

レーニング セッション」)。非公開トレーニング セッションは一般の人々に宣伝または販売促進されるこ

とはなく、クラスへの出席は MPN メンバーの従業員または請負業者にのみ制限されます。 
 
4.5. 指導分野が複数の場合  
マイクロソフト コースによっては、コースの実施に際し、MCT が複数の指導分野に登録していることが

要求されます。MCT は、現在の指導分野ドキュメントに記載されているとおりに、特定のマイクロソフト 
コース タイトルを実施するために必要なすべての指導分野を保有している必要があります (セクション 
4.2「マイクロソフト コースの実施制限」を参照してください)。 
 
4.6. 顧客満足度評価 
マイクロソフトでは、MCT をマイクロソフトのソフトウェア、テクノロジおよびラーニング プロダクトに精通

しているプロフェッショナルとして位置付けています。MCT は、学習プロセスにおいて重要な役割を果た

します。したがって、最高水準のトレーニングを IT の専門家や開発者に提供するために必要なレベル

の指導技術を、MCT が発揮することが重要です。このような理由から、MCT プログラムの要件として、

各 MCT が MCT プログラム年度を通じて高い顧客満足度と最低レベルのトレーニング活動を維持し、

MCT プログラムに残ることを求めています。  
 
顧客満足度およびトレーニング活動が MCT プログラムの要件を満たしていない場合、または連続する 
6 か月の DSAT が 10% を超えている場合は、MCT プログラムへの参加が解除される場合があります。 
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MTM レポートは、マイクロソフトに自動的に最新情報が通知されます。また、MCT プログラム年度中随

時、マイクロソフトは、レポートの整合性と完全性を保証するために、MTM 評価の点検・監査を実施す

る場合があります。 
 
マイクロソフトは、MTM により受理および記録される顧客評価を使用して、MCT が MCT プログラムの

要件を遵守しているかどうかを判断します。MTM の詳細については、

http://www.knowledgeadvisors.com (英語) を参照してください。 
 
2014 年 1 月更新 
 
このドキュメントは現状有姿で提供されます。このドキュメントに記載されている情報や見解 (URL 等のインター

ネット Web サイトに関する情報を含む) は、将来予告なしに変更されることがあります。お客様は、その使用に関

するリスクを負うものとします。  
 
このドキュメントは、Microsoft 製品の無体財産権に関する法的な権利をお客様に許諾するものではありません。 
 
© 2014 Microsoft. All rights reserved. Microsoft は、マイクロソフト グループの商標です。その他、記載されている

会社名、製品名には、各社の商標のものもあります。 
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