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この簡易ガイドは、すべてのマイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムに適用されます。 
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概要 

この簡易ガイドでは、仮想環境におけるサーバー オペレーティング システムおよびサーバー アプリケーション向けの

マイクロソフトのライセンス モデルの概要について紹介します。この資料は、Microsoft Hyper-V テクノロジや、

VMWare と Parallels が提供するサードパーティ製の仮想化ソリューションなどの仮想化テクノロジを使用するマイク

ロソフト サーバー製品の使用方法を把握するために役立てていただけます。 

このホワイト ペーパーに記載されている情報の多くは、マイクロソフト ボリューム ライセンス以外のチャネルで購入

したライセンスにも適用されますが、適用される内容に一部違いがあります。このため、マイクロソフト ボリューム ラ

イセンス契約以外の方法でライセンスを取得した場合は、ソフトウェアに付随するライセンス条項を参照することをお勧

めします。 

この簡易ガイドの更新内容 

この簡易ガイドは、2013 年 11 月に発行された前バージョンの簡易ガイドの代わりとなるものです。このガイドの内

容は、SQL Server 2014 に対応するように更新されています。 

定義 

ライセンスの割り当て: 「ライセンスの割り当て」とは、単にそのライセンスを 1 つのデバイスまたはユーザーに指定

することを指します。このように指定すると、複数のデバイスまたはユーザーが 1 つのライセンスを同時に使用するこ

とを回避できます。たとえば、1 つのソフトウェア ライセンスを 1 台のサーバーに割り当てると、そのサーバーでの

ソフトウェアの実行が許可されます。ソフトウェアの使用に必要な数のライセンスを保持していることを確認するため

に、お客様はマニュアルあるいは何らかの技術的な方法を用いることができます。 

 

図 1: ライセンスの割り当て 

コア係数: コア係数とは、サーバー上のすべての物理コアにライセンスを適用するために必要なライセンスの数を判断す

ることを目的として、特定の物理プロセッサに関連付けられた数値をいいます。具体的なプロセッサのコア係数の詳細に

ついては、SQL Server コア係数表を参照してください。 

データセンター: データセンターは、企業のコンピューティング環境で一般的に使用されるサーバーと補助機器が収容さ

れている 1 軒または複数軒の建物であり、ローカル エリア ネットワーク (LAN) によって接続されます。 

ハードウェア スレッド: ハードウェア スレッドとは、物理コア、または物理プロセッサ内のハイパースレッドをいいま

す。 

ソフトウェア "Z" 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882
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図 2: 物理サーバー上の物理プロセッサ、物理コア、およびハードウェア スレッド 

 

ハイ パフォーマンス コンピューティング (「HPC」) ワークロード: サーバー ソフトウェアが、クラスター ノードを

実行するために使用され、クラスター ノードでのセキュリティ、ストレージ、パフォーマンスの強化、およびシステム

管理に必要な場合にクラスター HPC アプリケーションのサポートを目的として他のソフトウェアと組み合わせて使用さ

れるワークロードをいいます。 

インスタンス: ソフトウェアのインスタンスは、ソフトウェアを構成する一連のファイルです。このインスタンスは実行

可能形式で格納され、すぐに実行できます。ソフトウェアのインスタンスは、ソフトウェアのセットアップまたはインス

トール手順を実行すること、または既存のインスタンスを複製することにより作成されます。ソフトウェアのインスタン

スは、物理ハードウェア システムまたは仮想ハードウェア システムで実行できます。 

例: 

 ハード ディスクにインストールされた Windows Server 2012 R2 オペレーティング システムは、Windows 

Server 2012 R2 のインスタンスです。 

 仮想ハード ドライブ (VHD) (またはその他のイメージ フォーマット) ファイルにインストールされた 

Microsoft Exchange Server 2013 は、Exchange Server 2013 のインスタンスです。 

Windows Server 2012 上にインストールされた Exchange Server 2013 を含む VHD ファイルには、Windows 

Server 2012 R2 および Exchange Server 2013 のインスタンスが含まれています。その VHD ファイルをコピーす

ると、Windows Server のインスタンスと Exchange Server のインスタンスがそれぞれ 1 つずつ作成されます。そ

の VHD ファイルをもう 1 つのサーバーに配置すると、Windows Server のインスタンスと Exchange Server のイ

ンスタンスがそのサーバーにそれぞれ 1 つずつ作成されます。 

物理サーバー 物理プロセッサ 

物理コア 

ハイパースレッド 
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図 3: サーバーの種類 

オペレーティング システム環境: オペレーティング システム環境 (OSE) とは、独立したコンピューターの ID (主要コン

ピューター名もしくは類似の一意の識別子) または独立した管理権を可能にする、オペレーティング システム インスタンス

の全部あるいは一部、または仮想 (もしくはエミュレートされた) オペレーティング システムの全体あるいは一部、ならびに

上に規定したオペレーティング システム インスタンスまたはその一部の上で作動するよう構成されたアプリケーション

がある場合は、そのインスタンスをいいます。OSE には、物理的なものと仮想的なものの 2 種類があります。物理ハー

ドウェア システムには、1 つの物理 OSE と 1 つ以上の仮想 OSE を含めることができます。 

物理コア: 各物理プロセッサには、物理コアという、より小さな処理単位が含まれます。コアの数は2 つ、4 つ、6 

つ、あるいは 8 つなど、プロセッサによってさまざまです。 

物理 OSE: 物理 OSE は、物理ハードウェア システム上で直接作動するよう構成されている OSE です。ハードウェア

仮想化ソフトウェア (Microsoft Hyper-V Server または類似のテクノロジなど) を実行するため、またはハードウェア

仮想化サービス (Microsoft 仮想化テクノロジまたは類似のテクノロジなど) を提供するために使用されるオペレーティ

ング システム インスタンスは、物理 OSE の一部です。 

物理プロセッサ: 物理プロセッサとは、物理ハードウェア システム上のプロセッサをいいます。物理 OSE (「オペレー

ティング システム環境」を参照) は、物理プロセッサを使用します。 

インスタンスの実行: ソフトウェアのインスタンスをメモリに読み込んで、その命令を 1 つ以上実行します。いったん

インスタンスが実行されると、そのインスタンスは、命令が実行されているか否かに関係なく、メモリから削除されるま

で実行されているものと見なされます。 

サーバー: サーバーとは、サーバー ソフトウェアを実行することができる物理ハードウェア システムをいいます。ハー

ドウェアのパーティションまたはブレードは別個の物理ハードウェア システムと見なされるため、別個のサーバーとな

ります。 

サーバー ファーム: サーバー ファームは、それぞれ以下の条件の一方または両方を満たす物理的な場所にある最大 2 

つのデータセンターで構成されます。 

 両者のタイム ゾーンの時差が 4 時間以内 (夏時間 (DST) ではなく協定世界時 (UTC)) である。 

 欧州連合 (EU) または欧州自由貿易連合 (EFTA) の域内にある。 

従来のサーバー デバイス 

 

 

 

 

サーバー A   サーバー B 

ラックマウント サーバーと 

ブレード 

 

              サーバーA 

 

              サーバーB 

 

              サーバーC 

 

4 つのハードウェア パーテ

ィションでパーティション分
割されたシステム 

                 サーバーA 

                  サーバーB 

                  サーバーC 

                  サーバーD 
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各データセンターは 1 つのサーバー ファームにのみ属することができます。お客様はデータセンターをあるサーバー 

ファームから別のサーバー ファームに再割り当てすることができますが、短期間で再割り当てすることはできません 

(すなわち、最後の再割り当てから 90 日以内に再割り当てすることはできません)。 

サービス プロバイダー: サービス プロバイダーは、ソフトウェアまたはホスティング サービスなどのサービスを他の

組織に提供する組織です。 

仮想コア: 仮想コアとは、仮想 (またはエミュレートされた) ハードウェア システムの処理能力の単位をいいます。仮

想コアは、1 つまたは複数のハードウェア スレッドを仮想的に表したものです。仮想 OSE は 1 つまたは複数の仮想

コアを使用します。 

 

図 4: 仮想コアを使用する仮想マシン 

仮想 OSE: 仮想 OSE は、仮想 (またはエミュレートされた) ハードウェア システムを実行するために構成される 

OSE です。 

仮想プロセッサ: 仮想プロセッサとは、仮想 (またはエミュレートされた) ハードウェア システム上のプロセッサをい

います。仮想 OSE は、仮想プロセッサを使用します。ライセンス取得を目的とする場合、1 つの仮想プロセッサは、基

本となる物理ハードウェア システム上の各物理プロセッサと同数のスレッドとコアを有するものと見なされます。 

Web ワークロード: Web ワークロード (「インターネット Web ソリューション」とも呼ばれます) は、公的にアク

セス可能であり、Web ページ、Web サイト、Web アプリケーション、Web サービス、または POP3 メール サービ

スでのみ構成されます。インターネット Web ソリューションで本ソフトウェアによって提供されるコンテンツ、情

報、およびアプリケーションへのアクセスは、お客様またはお客様の関連会社の従業員だけに限定されないものとしま

す。 

インターネット Web ソリューションに含まれるソフトウェアは、以下のものを実行するために使用されます。 

 Web サーバー ソフトウェア (Microsoft インターネット インフォメーション サービスなど) および管理またはセ

仮想マシン 

  仮想 OSE 

  サーバー ソフトウェア 

  オペレーティング  

システム 

 

 

仮想マシン 

  仮想 OSE 

  サーバー ソフトウェア 

  オペレーティング 

システム 

 

 

ハイパーバイザー 
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キュリティ エージェント (System Center Operations Manager エージェントなど) 

 インターネット Web ソリューションのサポート専用のデータベース エンジン ソフトウェア (Microsoft SQL 

Server など) 

 インターネット名を IP アドレスに解決するドメイン ネーム システム (DNS) (本ソフトウェアのかかるインスタ

ンスの唯一の機能ではない場合に限ります) 

ライセンス モデルと関連する仮想化の権利の概要 

次の表は、ライセンス モデルと、ライセンス モデルに対する仮想化の影響についてまとめたものです。このホワイト 

ペーパーは、お客様のマイクロソフト ボリューム ライセンス契約および製品使用権説明書に記載されている権利と義務

について細かく説明するものではありません。 

製品 ライセンス 

次に示すような、ボリュー

ム ライセンス製品使用権説

明書 (PUR) の各 

Microsoft サーバー ライセ

ンス モデルに含まれるすべ

ての製品 

Windows Server 2012 R2 

Exchange Server 2013 

各ソフトウェアのライセンス条項1 により、特定のサーバーで同時に実行できるソフト

ウェアのインスタンス数を指定します。お客様のサーバーにインストールして使用で

きるソフトウェアの数ではありません。 

各ソフトウェア ライセンスで、そのソフトウェアのインスタンスをお客様のサーバー

または記憶媒体のいずれかに必要な数だけ作成して格納することができます。「ライ

センスを取得したサーバー」であれば、それらのインスタンスを簡単に実行できるよ

うになります。 

サーバー製品については、1 つのライセンスの下でソフトウェアを使用する前に、そ

のライセンスを 1 つのサーバーに割り当てる必要があります。 

各ハードウェアのパーティションまたはブレードは別個の物理ハードウェア システム

であるため、別個のサーバーと見なされます。 

一般的に、サーバー製品のソフトウェア ライセンスは再割り当てできますが、短期の

再割り当てはできません。つまり、最後に割り当てた日から 90 日間が経過する前に

再割り当てを行うことはできません。ライセンスを再割り当てする場合、サーバー間

でライセンスを移行する際に、元のサーバーにおいて、当該サーバー上で今後実行さ

れる可能性のあるすべての仮想 OSE に対応するライセンスを引き続き適切に取得す

る必要があります。ご注意ください。ただし、ハードウェアの恒久的な故障のために

「ライセンスを取得したサーバー」を廃棄する場合は、この期間内でもライセンスを

再割り当てすることができます。加えて、特定のサーバー ソフトウェア ライセンス

においては一定の条件下で、1 つのサーバー ファーム内でのライセンス モビリティ

                                                   
1 ソフトウェア ライセンスはサーバー ソフトウェアのライセンスを指します。製品を適切にライセンスするには、別のライセンス (ク

ライアント アクセス ライセンス、エクスターナル コネクタ ライセンス、管理ライセンスなど) が必要になることがあります。ボリュ

ーム ライセンス製品使用権説明書 (PUR) を参照してください。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx
http://www.microsoft.com/japan/licensing/product/pur.mspx


仮想環境で使用する Microsoft サーバー製品のライセンス 

2014 年 4 月    7 

製品 ライセンス 

が許可されます。サーバー ファームの定義や、対象となるサーバー ライセンス、エ

クスターナル コネクタ ライセンスの一覧を含む、サーバー ソフトウェアのライセン

ス モビリティ ルールの詳細については、この簡易ガイドの「ライセンス モビリテ

ィ」を参照してください。 

明示的に許可されている場合を除き、OSE が同一のサーバー上にあるとしても、単一

ライセンスの下でソフトウェアを分割して複数の OSE で実行することはできませ

ん。 

次に示すような、PUR の 

Microsoft プロセッサ/CAL 

および Microsoft サーバー

/CAL の各ライセンス モデ

ルに含まれる製品 

Windows Server 2012 R2 

Exchange Server 2013 

Microsoft SQL Server 

2012 Standard 

1 つのエクスターナル コネクタ ライセンスごとに、任意の数の外部ユーザーが 1 つ

の特定サーバー上にあるサーバー ソフトウェアのインスタンスにアクセスすることが

できます。このとき、アクセスできるインスタンスの数に制限はありません。また、

それらのインスタンスがそのソフトウェアの複数のライセンスの下で実行されている

場合もこの内容が適用されます。SQL Server および 生産性サーバー （Exchange 

Server など）の 2013 バージョンにはエクスターナル コネクタはありませんのでご

注意ください。 

1 つのクライアント アクセス ライセンス (CAL) ごとに、1 つの特定デバイス上 

(クライアント デバイスなど) にある任意の数の OSE が、対応するサーバー ソフト

ウェアのライセンスを取得したインスタンスにアクセスすることができます。1 つの

デバイス上の OSE ごとに別個のデバイス CALを取得する必要はありません。 

Windows Server 2012 R2 においては、物理 OSE 上で実行されるサーバー ソフト

ウェアのインスタンスが、以下の目的でのみ使用される場合、そのインスタンスへの

アクセスには CAL は不要です。 

 ハードウェア仮想化ソフトウェアの実行 

 ハードウェア仮想化サービスの提供 

 ライセンスを取得したサーバー上で OSE の管理と保守を行うためのソフト

ウェアの実行 

Web ワークロードまたは HPC ワークロードをで実行している Windows Server 

2012 R2 のインスタンスへのアクセスには、Windows Server CAL も不要です。 

Windows Server Essentials Edition のユーザー アカウント数の上限は 25 であるた

め、この Edition にアクセスするために Windows Server CAL は必要ありません。 

製品使用権説明書 (PUR) に別途記載されていない限り、CAL およびエクスターナル 

コネクタによってアクセスが許可されるのは、サーバー ソフトウェアと同じか以前の

バージョンのインスタンスだけです。将来のバージョンへのアクセスは許可されませ

ん。ダウングレード権に基づいて実行されている以前のバージョンのインスタンスに

アクセスする場合は、実行しているソフトウェアのバージョンに対応する CAL および

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx
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製品 ライセンス 

エクスターナル コネクタを使用することができます。一般的に、エクスターナル コ

ネクタ ライセンスは再割り当てできますが、短期の再割り当てはできません。つま

り、最後に割り当てた日から 90 日間が経過する前に再割り当てを行うことはできま

せん。ただし、ハードウェアの恒久的な故障のために「ライセンスを取得したサーバ

ー」を廃棄する場合は、この期間内でもエクスターナル コネクタ ライセンスを再割

り当てすることができます。加えて、エクスターナル コネクタ ライセンスにおいて

は一定の条件下で、1 つのサーバー ファーム内でのライセンス モビリティが許可さ

れます。サーバー ファームの定義や、対象となるサーバー ライセンス、エクスター

ナル コネクタ ライセンスの一覧を含む、サーバー ソフトウェアのライセンス モビ

リティ ルールの詳細については、この簡易ガイドの「ライセンス モビリティ」を参

照してください。 

次に示すような、PUR の管

理サーバー ライセンス モ

デルに含まれる製品 

System Center 2012 R2 

Datacenter 

System Center 2012 R2 

Standard 

管理対象のデバイスまたはオペレーティング システム環境 (OSE) には、管理ライセ

ンス (ML) が必要です。ML には、対応する管理サーバー ソフトウェアを実行する権

利が含まれています。別個の管理サーバー ソフトウェア ライセンスは不要です。 

System Center 2012 R2 サーバー管理ライセンスを利用すれば、プライベート クラ

ウドの価値を最大限まで高めながら、購入方法を以下のように簡略化することができ

ます。すべてのサーバー ML に同じコンポーネントが含まれ、任意のワークロードを

管理することができます。System Center 2012 R2 のサーバー ML は 2 つのエデ

ィションで提供されます。この 2 つのエディションの違いは、仮想化の権利のみで

す。 

Standard: ライセンスごとに最大 2 つの仮想 OSE を管理できます。 

Datacenter: 適切にライセンスを取得している場合、管理できる仮想 OSE の数に制

限はありません。 

 

マイクロソフトは、Windows Server 2012 R2 および SQL Server 2014 の特定のエディションについても、使用権

を拡張しています。拡張された使用権の要約を次の表に示します。拡張された内容は特定のエディションにのみ適用され

ます。 

影響を受ける製品 使用権 

Windows Server 2012 R2 

Essentials 

各ライセンスが 1 つの 2 プロセッサ サーバーに対応します。お客様は、1 つ

の物理 OSE および 1 つの仮想 OSE でサーバー ソフトウェアを実行すること

ができます。この仮想 OSE は、Windows Server 2012 R2 Essentials 専用で

すが、他の OSE は異なります。許可されているすべてのインスタンスを実行す

る場合、物理 OSE 内のインスタンスのみを Windows Server Essentials 2012 

R2 の仮想 OSE の管理に使用できます。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx
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Windows Server 2012 R2 

Standard 

すべての物理プロセッサについてライセンスを取得する必要があります。各ライ

センスは最大 2 つの物理プロセッサに対応します。お客様は、割り当てたライ

センスごとに 1 つの物理 OSE および最大 2 つの仮想 OSE でサーバー ソフ

トウェアを実行することができます。許可されているすべてのインスタンスを実

行する場合、物理 OSE 内のインスタンスのみを仮想 OSE の管理に使用できま

す。 

注: Windows Server 2012 R2 Standard Edition および Datacenter Edition に

は、同じ Windows Server 製品の機能が搭載されています。 

Windows Server 2012 R2 

Datacenter 

すべての物理プロセッサについてライセンスを取得する必要があります。各ライ

センスは最大 2 つの物理プロセッサに対応します。お客様は、任意の数の OSE 

(物理および仮想の両方) でサーバー ソフトウェアを実行することができます。 

注: Windows Server 2012 R2 Standard Edition および Datacenter Edition に

は、同じ Windows Server 製品の機能が搭載されています。 

サーバー/CAL モデルのライセン

スを取得した SQL Server 2014 

Business Intelligence および 

Standard 

1 つの特定サーパー上の 1 つの物理 OSE または 1 つの仮想 OSE で同時に実

行できるサーバー ソフトウェアのインスタンスの数に、各ソフトウェア ライセ

ンスとも制限はありません。 

コア ライセンスを取得した SQL 

Server 2014 Standard 

仮想 OSE に割り当てられている仮想コアごとにコア ライセンスが必要です。ま

た、仮想 OSE ごとのライセンスの最小要件は 4 つです。これにより、ライセ

ンスを取得した仮想 OSE で任意の数のサーバー ソフトウェアのインスタンスを

実行できます。 

コア ライセンスを取得した SQL 

Server 2014 Enterprise 

個々の仮想マシンにライセンスを取得するには、仮想 OSE に割り当てられてい

る仮想コアごとにコア ライセンスが必要です。また、仮想 OSE ごとのライセン

スの最小要件は 4 つです。これにより、ライセンス済みの仮想 OSE 内で、サ

ーバー ソフトウェアの複数のインスタンスを実行できます。 

また、サーバー上のすべての物理コアについて SQL Server 2012 Enterprise の

ライセンスを取得している場合は、サーバーに割り当てられているコア ライセン

ス数と同じ数の OSE (物理または仮想) で、無制限の数のソフトウェアのインス

タンスを実行できます。たとえば、プロセッサあたり 4 つのコアを持つ 4 プロ

セッサ サーバー (コア ライセンス 16 個で完全にライセンスを取得したことに

なります) の場合は、各仮想マシンに割り当てられている仮想コアの数に関係な

く、最大 16 台の仮想マシンで SQL Server ソフトウェアを実行することがで

きます。 

(サーバーについて完全にライセンスを取得している場合に) Enterprise Edition 

のすべてのコア ライセンスにソフトウェア アシュアランスを追加すると、使用
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権が拡張されて、任意の数の OSE (物理または仮想) で任意の数のソフトウェア

のインスタンスを実行できるようになります。これにより、無制限の数の仮想マ

シンを展開して、動的なワークロードを処理し、ハードウェアのコンピューティ

ング機能を最大限活用することができます。注: この特典は、ソフトウェア アシ

ュアランスの期間満了と共に終了します。 

 

以降のセクションでは、サーバー ライセンス モデルの詳細と例を示し、特定の製品の強化点について説明します。 

実行するインスタンスごとのライセンスの取得 

マイクロソフト サーバー ライセンス モデルに含まれるすべての製品では、実行するインスタンスごとにライセンスが

供与されます。1 つのライセンスによって、1 つの特定サーバー上でソフトウェアの一定数のインスタンスを同時に実

行する権利が与えられます。 

使用権では、まず取得したソフトウェア ライセンスを特定のサーバーに「割り当てる」必要があることが定められてい

ます2。ライセンスが割り当てられると、状況は以下のようになります。 

 そのサーバーは、そのソフトウェア ライセンスの「ライセンスを取得したサーバー」となります。 

 お客様は、製品の製品使用権の規定に従って、「ライセンスを取得したサーバー」でソフトウェアのインスタン

スを実行することができます。 

 お客様は、お客様の任意のサーバーや記憶媒体に、任意の数のソフトウェア インスタンスを作成し、格納する

ことができます。 

たとえば、Exchange Server の個々のライセンスによって、一度に 1 つの Exchange Server インスタンスを実行す

る権利が与えられます。そのインスタンスは物理 OSE または仮想 OSE (「ライセンスを取得したサーバー」上に限ら

れます) で実行できます。ただし、お客様は、任意のサーバーや記憶媒体に任意の数の Exchange Server インスタンス

を作成し、格納することができます3。次の図 5 に示すように、Exchange Server ライセンスをサーバー A に割り当

てた場合、Exchange Server の 1 つのインスタンスを 1 つの物理 OSE (図 5 – A) または 1 つの仮想 OSE (図 5 – 

B) で実行することができます。 

                                                   
2 各ハードウェアのパーティションまたはブレードは別個の物理ハードウェア システムであるため、別個のサーバーと見なされます。 

3 ソフトウェアのインスタンスを実行する権利の行使のみを目的として、ソフトウェアのインスタンスを作成することができます。たと

えば、組織外へのソフトウェアの配布を可能にする目的で、ソフトウェアのインスタンスを作成することはできません。 
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図 5: 物理 OSE または仮想 OSE における Exchange Server インスタンスの実行 

 

次の図 6 では、記憶域ネットワーク (SAN) に 6 つの VHD ファイルが含まれており、個々のファイルに Windows 

Server 2012 R2 のインスタンスと Exchange Server のインスタンスがあります。追加インスタンスのサポートを必

要とするドメインに応じて、2 つの VHD ファイルがライブラリからサーバーへ同時に展開されます。この SAN のシ

ナリオは、ライセンス モデルによって柔軟な展開が可能になることを示しています。8 つのライセンスを取得する必要

はなく、Windows Server 2012 R2 Standard の 1 つのライセンスのみをサーバー A に割り当てるだけです。これ

は、1 つのライセンスが 2 つのプロセッサに対応し、Windows Server の 2 つのインスタンスを実行できるからで

す。 

Exchange Server についても同様に、8 つのライセンスを取得する必要はなく、2 ライセンスを割り当てるだけで済み

ます。これは、同時に実行される Exchange Server のインスタンスが 2 つだけだからです。また、それらのライセン

スをサーバー A に割り当てると、サーバーのハード ディスクや SAN といった任意のサーバーまたは記憶媒体に、任

意の数の未実行の Windows Server 2012 R2 Standard インスタンスと Exchange Server インスタンスを作成でき

ます。 

さらに、小規模な仮想化環境を必要とされるお客様の場合は、1 台のサーバーに複数のライセンスを割り当て、より多く

のインスタンスを実行することもできます。たとえば次の図では、サーバーに Windows Server 2012 R2 Standard ラ

イセンスが 1 つ割り当てられています。ライセンスごとに、仮想 OSE で 2 つ、物理 OSE で 1 つのインスタンスを

実行できます。同じサーバーに追加のライセンスを割り当てると、仮想 OSE で同時に 4 つのインスタンスを実行でき

ます。追加の Windows Server 2012 R2 Standard ライセンスを割り当てるたびに、Windows Server の 2 つのイ

ンスタンスを追加で実行できます。ただし、大規模な仮想化環境を作成する必要がある場合は、Windows Server 2012 

R2 Datacenter Edition のライセンスを割り当てる必要があります。これにより、ライセンスを取得したサーバー上で 

Windows Server の無制限の数のインスタンスを実行することができます。 

サーバーA 

物理 OSE 物理 OSE 

仮想 OSE 

または 
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図 6: SAN シナリオへのライセンス モデルの適用 

 

ソフトウェアのインスタンスの移動 

ソフトウェアのインスタンスを移動できることは、サーバー間でワークロードの移動が発生するデータセンターにとって

理想的です。データセンターがサーバー ブレード、ラックマウント サーバー、または仮想化テクノロジを使用している

かどうかに関係なく、「ライセンスを取得したサーバー」間でソフトウェアのインスタンスを簡単に移動することができ

ます。 

たとえば、図 7 では、お客様はサーバー A とサーバー B にそれぞれ Windows Server 2012 R2 Standard のライセ

ンス 1 つと Exchange Server 2013 のライセンス 1 つを割り当てています。最初は、Exchange Server の 1 つの

インスタンスがサーバー A で実行されています。サーバー A が過負荷の状態になった場合は、Exchange Server の実

行中のインスタンスをサーバー B に移動することができます。これは、サーバー B にも Exchange Server ライセン

スが割り当てられているためです。お客様はサーバー A で同時に最大 2 つ の Windows Server 2012 R2 Standard 

のインスタンスと 1 つの Exchange Server のインスタンスを実行することができます。同様に、サーバー B では同

時に 2 つの Windows Server 2012 R2 Standard のインスタンスと 1 つの Exchange Server のインスタンスを実

行できます。 

加えて、特定のサーバー ソフトウェア ライセンスにおいては一定の条件下で、1 つのサーバー ファーム内でのライセ

ンス モビリティが許可されます。サーバー ファームの定義や、対象となるサーバー ライセンス、エクスターナル コネ

クタ ライセンスの一覧を含む、サーバー ソフトウェアのライセンス モビリティ ルールの詳細については、この簡易ガ

イドの「ライセンス モビリティ」を参照してください。 

各 VHD ファイルには Exchange Server と Windows 

Server 2012 R2 Standard のインスタンスがそれぞれ 1 

つ含まれる 

 
  仮想マシン                      仮想マシン 

   仮想 OSE                        仮想 OSE 

 

 

 

 

 

   仮想プロセッサ                     仮想プロセッサ 

 

                   物理 OSE 

 

 

 

サーバー A 
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図 7: サーバー間のソフトウェア インスタンスの移動 

 

ソフトウェア ライセンスの再割り当て 

ソフトウェアのインスタンスをサーバー間で移動することと、ソフトウェア ライセンスを他のサーバーに再割り当てす

ることは同じではありません。ソフトウェアのインスタンスの移動は、ソフトウェアのビットをサーバー間で移動するこ

とです。ソフトウェア ライセンスの再割り当ては、ライセンスを他のサーバーに割り当てて、そのソフトウェアを実行

できる「ライセンスを取得したサーバー」にすることです。 

たとえば、図 8 では、Windows Server と Exchange Server のインスタンスがサーバー A からサーバー B に移動

し、それらのインスタンスを実行するためのライセンスはサーバー A からサーバー B に再割り当てされています。ラ

イセンスを再割り当てしないと、サーバー B はインスタンスを実行することができません。ライセンスの再割り当てに

よって、サーバー B は新たにインスタンスを実行できる「ライセンスを取得したサーバー」になり、サーバー A は

「ライセンスを取得したサーバー」ではなくなります4。 

 

 

 

 

                                                   
4 図 8 のケースでは、多くの場合、サーバー A とサーバー B は仮想化テクノロジを実行しています。説明のため、この例およびイラ

ストでのライセンス カウントは、物理 OSE における Windows Server 2012 R2 のインスタンスは表示していません。 

最初は Exchange Server の  

1 つのインスタンスがサーバー A  

で実行されている 
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図 8: 別のサーバーへのソフトウェア ライセンスの再割り当て 

 

一般的に、マイクロソフト ボリューム ライセンスのお客様は、Microsoft サーバー製品のライセンス モデルで製品の

ソフトウェア ライセンスの再割り当てを行うことができますが、短期的な再割り当ては不可能です。"短期的" とは、最

後の割り当てから 90 日以内の頻度で割り当てまたは再割り当てを行う場合を指します。ライセンスを再割り当てする

場合、サーバー間でライセンスを移行する際に、元のサーバーにおいて、当該サーバー上で今後実行される可能性のある

すべての仮想 OSE に対応するライセンスを引き続き適切に取得する必要があります。ご注意ください。ただし、ハード

ウェアの恒久的な故障のためにサーバーを廃棄する場合は、この期間内でも再割り当てを行うことができます。図 8 で

は、たとえば、サーバー A がハードウェアの恒久的な故障によって廃棄される場合、Windows Server と Exchange 

Server のライセンスをサーバー B に再割り当てすることができます。 

加えて、特定のサーバー ソフトウェア ライセンスにおいては一定の条件下で、1 つのサーバー ファーム内でのライセ

ンス モビリティが許可されます。サーバー ファームの定義や、対象となるサーバー ライセンス、エクスターナル コネ

クタ ライセンスの一覧を含む、サーバー ソフトウェアのライセンス モビリティ ルールの詳細については、この簡易ガ

イドの「ライセンス モビリティ」を参照してください。 

コア ライセンスの概要 

Microsoft SQL Server 2012 のリリースに伴い、ライセンス サーバー ソフトウェアのライセンスについて、処理能力

に基づく新しいライセンス モデルが導入されました。SQL Server 2012 の後継バージョンである SQL Server 2014 

も同様のライセンス モデルでライセンスを取得できます。この処理能力ベースのライセンス モデルでは、処理能力の測

定基準が物理プロセッサからコアに変わりました。コア ベースのライセンスにより、ソリューションの展開先が自社運

用の物理サーバーか、あるいは仮想環境やクラウド環境かに関係なく、より正確な処理能力を測定し、より一貫したライ

センスの指標を提供することができます。これは、BizTalk Server 2013 にも適用されるようになりました。 

新しいコア ライセンス モデルでは、SQL Server ソフトウェア、またはその任意のコンポーネント (Reporting 

Services や Integration Services など) を実行する各サーバーに、適切な数の SQL Server 2012 コア ライセンスを

最初は、サーバー A にライセンスを割り当

てる。サーバー B には割り当てられていな

い 

サーバー B にライセンスを再割り当てす
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割り当てる必要があります。必要なコア ライセンスの数は、物理サーバーと個々の仮想 OSE のどちらのライセンスを

取得しているかによって異なります。 

サーバー/CAL ライセンス モデルとは異なり、コア モデルでは、組織のファイアウォールの内側または外側から接続で

きるユーザーまたはデバイスの数に制限はありません。また、このとき、CAL を取得する必要はありません。 

コア ライセンス モデルには、以下の 2 つのライセンス オプションがあります。 

1. 個別の仮想 OSE: お客様は、サーバー ソフトウェアを実行するサーバー内の個別の仮想 OSE に基づいてライ

センスを取得できます。このオプションを選択した場合、本サーバー ソフトウェアを実行する仮想 OSE ごと

に、仮想 OSE 内の仮想コア数と同じ数のライセンスが必要です。ただし、仮想 OSE ごとのライセンスの最小

要件は 4 つです。さらに、これらの仮想コアのいずれかを任意の時点で複数のハードウェア スレッドに対応付

ける場合、かかる仮想コアに対応付けられる追加のハードウェア スレッドごとに 1 つのライセンスを取得する

必要があります。これらのライセンスは、仮想 OSE ごとのライセンスの最小要件である 4 つに加算されま

す。 

2. 1 台のサーバー上の物理コア: お客様は、サーバー上のすべての物理コアに基づいてライセンスを取得できま

す。このオプションを選択した場合、必要なライセンスの数は、サーバー上の物理コア数に、SQL Server コア

係数表に記載されている該当するコア係数を乗じた数になります。 

仮想化環境での SQL Server 2014 のライセンス 

Microsoft SQL Server が仮想化環境に展開されることが増えていますが、この場合、SQL Server のインスタンスを、

個別の仮想 OSE であるいはサーバー上やサーバー ファーム内の仮想マシンで同時に実行することができます。 

SQL Server 2012 の後継バージョンである 2014 では前のバージョンと同等に仮想化の権利やオプション、特典が拡

張されているため、より柔軟に仮想環境にソフトウェアを展開できます。SQL Server 2014 ソフトウェアを仮想化環境

に展開する場合、必要に応じて個別の仮想マシンについてライセンスを取得するか、あるいは大規模な仮想化環境、プラ

イベート クラウド環境、または動的な環境で最大限の仮想化を実現するためのライセンスを取得するかを選択すること

ができます。最大限の仮想化を実現するには、物理サーバー全体について Enterprise Edition のコア ライセンスを取得

し、そのすべてのライセンスをソフトウェア アシュアランスの対象にする必要があります。 

コア ライセンス モデルを使用して個々の仮想マシンにライセンスを取得する 

既存のワークロードを統合し、ハードウェアを一新すると、SQL Server のインスタンスが使用するシステムの処理能力

は全体のごく一部に過ぎないことがわかります。物理サーバーのコンピューティング能力のごく一部のみを必要とする仮

想環境にデータベースを展開する場合は、個々の仮想マシンにライセンスを取得することで大幅なコスト削減が見込めま

す。 

コア モデルを使用して個々の仮想マシンにライセンスを取得するには、仮想マシンに割り当てられている仮想コアごと

にコア ライセンスを購入する必要があります。また、仮想マシンごとのコア ライセンスの最小要件は 4 つです。ライ

センスの適用に関する場合、1 つの仮想コアが 1 つのハードウェア スレッドに対応します。個々の仮想マシンにライ

センスを取得する場合、コア係数は適用されません。 

http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882
http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=229882
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注: コア モデルに基づき仮想化環境でソフトウェアを実行する場合に、SQL Server 2014 Standard Edition で利用で

きるライセンス オプションは、個々の仮想マシンにライセンスを取得することだけです。 

SQL Server 2012 に関しては、SQL Server 2014 のすべての SQL Server ソフトウェア エディションで提供される

独自のソフトウェア アシュアランス特典として、ライセンス モビリティのサポートを引き続き提供します。アプリケー

ション モビリティのライセンスの詳細については、この簡易ガイドの「ライセンス モビリティ」を参照してください。 

 

1. 各仮想マシンの仮想コアについてライセンスを取得します。 

2. 仮想マシンごとのコア ライセンスの最小要件は 4 つです。 

図 9: コア モデルに基づき、個々の仮想マシンに SQL Server 2012 のライセンスを取得する 

 

複数のハードウェア スレッドが 1 つの仮想コアをサポートしている場合、追加のライセンスが必要になることがありま

す (1 つのコア ライセンスでは、1 つのハードウェア スレッドによって 1 つの仮想コアがサポートされます)。 

サーバー/CAL ライセンス モデルを使用して個々の仮想マシンにライセンスを取得する方

法 (SQL Server 2014 Standard および Business Intelligence) 

サーバー/CAL モデル (SQL Server 2014 Standard Edition および Business Intelligence Edition でのみ使用可能) 

を使用して個々の仮想マシンにライセンスを取得するには、仮想マシンに割り当てられている仮想プロセッサの数に関係

なく、SQL Server ソフトウェアを実行する仮想マシンごとに 1 つのサーバー ライセンスを購入するだけで済みます。 

注: 仮想環境への展開か物理環境への展開かに関係なく、SQL Server 2012 ソフトウェアにアクセスするユーザーまた

はデバイスごとに SQL Server 2014 CAL を取得する必要があります。 
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1. 各仮想マシンについてサーバー ライセンスを取得します。 

2. 各ユーザーまたはデバイスについて CAL を取得します。 

図 10: サーバー/CAL モデルに基づき、個々の仮想マシンに SQL Server 2012 のライセンスを取得する 

 

サーバー/CAL ライセンス モデルに基づく SQL Server 2014 Enterprise のライセン

ス 

SQL Server 2014 Enterprise で提供される使用権は、同じライセンス モデルの他の SQL エディションよりも拡張さ

れています。1 台のサーバーに割り当てる各ライセンスにつき、最大 4 つの OSE でサーバー ソフトウェアのインス

タンスを無制限に実行できます。 

注: 仮想環境への展開か物理環境への展開かに関係なく、SQL Server 2012 ソフトウェアにアクセスするユーザーまた

はデバイスごとに SQL Server 2014 CAL を取得する必要があります。 

最大限の仮想化に対応するライセンス 

SQL Server 2014 Enterprise Edition では、サーバー上のすべての物理コアについてライセンスを取得している場合、

サーバーに割り当てられているコア ライセンス数と同じ数の OSE (物理または仮想) で、無制限の数のソフトウェアの

インスタンスを実行できます。たとえば、プロセッサあたり 2 つのコアを持つ 2 プロセッサ サーバーでは、コア ラ

イセンス 8 つで完全にライセンスを取得したことになりますが (SQL Server コア係数表でコア係数を 2 と仮定)、こ

のサーバーの場合は、各課相馬心に割り当てられている仮想コアの数に関係なく、最大 8 台の仮想マシンで SQL 

Server ソフトウェアを実行することができます。 

(サーバーについて完全にライセンスを取得している場合に) Enterprise Edition のすべてのコア ライセンスにソフトウ

ェア アシュアランスを追加すると、使用権が拡張されて、任意の数の OSE (物理または仮想) で任意の数のソフトウェ

アのインスタンスを実行できるようになります。これにより、無制限の数の仮想マシンを展開して、動的なワークロード

を処理し、ハードウェアのコンピューティング機能を最大限活用することができます。注:この特典は、ソフトウェア ア
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シュアランスの期間満了と共に終了します。 

最大限の仮想化に対応するライセンスの取得は、以下の場合に最適なソリューションです。 

 仮想マシンの高密度化を実現しながら SQL Server のプライベート クラウド シナリオを展開する。 

 ハイパースレッディングが使用されている。 

 仮想マシン リソースの動的なプロビジョニングおよびプロビジョニング解除を使用する。 

 

以下は、無制限の数の仮想マシンについて Enterprise Edition のコア ライセンスとソフトウェア アシュアランスを取得する例を示し

ています (コア係数を 2 と仮定)。 

 
図 11: 最大限の仮想化に対応する SQL Server 2012 のライセンス 

 

インスタンスごとや OSE ごとでなく、サーバーごとに供与

されるエクスターナル コネクタ ライセンス 

プロセッサ/CAL ライセンス モデルの製品では、1 台のサーバーに割り当てられた各エクスターナル コネクタによっ

て、任意の数の外部ユーザーが、そのサーバー上のサーバー ソフトウェアの任意の数のライセンス取得済みインスタン

スにアクセスすることができます5。ソフトウェアのインスタンスごと、またはそのサーバー上の OSE ごとに、別々の

エクスターナル コネクタを取得する必要はありません。図 12 に示すように、サーバー A が Windows Server 2012 

R2 の複数のインスタンスを実行している場合でも、1 つのエクスターナル コネクタで任意の数の外部ユーザーがサー

バー A の Windows Server 2012 R2 にアクセスできます。Windows Server 2012 R2 のそれらのインスタンスが、

                                                   
5 各ハードウェアのパーティションまたはブレードは別個の物理ハードウェア システムであるため、別個のサーバーと見なされます。 
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1 つのライセンスと複数のライセンスのどちらで実行されているかは問題ではありません。 

 

図 12: インスタンスごとまたは OSE ごとでなく、サーバーごとに供与されるエクスターナル コネクタ 

 

製品使用権説明書 (PUR) に別途記載されていない限り、エクスターナル コネクタによってアクセスが許可されるの

は、サーバー ソフトウェアの以前のバージョンのインスタンスだけです。将来のバージョンへのアクセスは許可されま

せん。ダウングレード権に基づいて実行されている以前のバージョンのインスタンスにアクセスする場合は、実行してい

るソフトウェアのバージョンに対応するエクスターナル コネクタを使用することができます。 

エクスターナル コネクタ ライセンスの再割り当て 

一般的に、エクスターナル コネクタ ライセンスは再割り当てできますが、短期の再割り当てはできません。つまり、最

後に割り当てた日から 90 日間が経過する前に再割り当てを行うことはできません。ただし、ハードウェアの恒久的な

故障のために「ライセンスを取得したサーバー」を廃棄する場合は、この期間内でもエクスターナル コネクタ ライセン

スを再割り当てすることができます。 

加えて、一定の条件下で、1 つのサーバー ファーム内でのライセンス モビリティが許可されます。サーバー ファーム

の定義や、対象となるサーバー ライセンス、エクスターナル コネクタ ライセンスの一覧を含む、サーバー ソフトウェ

アのライセンス モビリティ ルールの詳細については、この簡易ガイドの「ライセンス モビリティ」を参照してくださ

い。 

複数の OSE を使用するクライアント デバイスのライセン

スの取得 

デバイス上の OSE の数に関係なく、サーバー ソフトウェアにアクセスするデバイスごとに、デバイス CAL が 1 つ必
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要になります6。次の図 10 に示すように、デスクトップ PC に複数の OSE があり7、それらの OSE がサーバー A お

よびサーバー B の Windows Server 2012 R2 に個別にアクセスしている場合でも、デスクトップ PC に必要な CAL 

は 1 つだけです8。 

 

図 13: デバイスの OSE ごとではなくデバイスごとに供与されるデバイス CAL 

 

製品使用権説明書 (PUR) に別途記載されていない限り、CAL によってアクセスが許可されるのは、サーバー ソフトウ

ェアと同じか以前のバージョンのインスタンスだけです。将来のバージョンへのアクセスは許可されません。ダウングレ

ード権に基づいて実行されている以前のバージョンのインスタンスにアクセスする場合は、実行しているソフトウェアの

バージョンに対応する CAL を使用することができます。 

                                                   
6 各ハードウェアのパーティションまたはブレードは別個の物理ハードウェア システムであるため、別個のサーバーと見なされます。 

7 図 13 のケースでは、デスクトップ PC は仮想化テクノロジ上で実行されています。説明のため、Windows 8 Enterprise の複数の

インスタンスを可能にするために必要なライセンスは示していません。これは、この図で説明しようとしている内容ではないためで

す。 

8 仮想化テクノロジを使用する場合でも、マルチプレキシング (多重化) のルールが CAL に適用されます。図 13 では、複数のデバイ

スまたはユーザーへのアクセスのプールにサーバー A およびサーバー B が使用されている場合、それらのエンド ユーザーとデバイス

ごとに CAL が必要です。製品使用権説明書 (PUR) の「共通の使用条件」にある「マルチプレキシング (多重化)」を参照してくださ

い。 
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管理 OSE ごとに、またはユーザーごとに供与される管理ラ

イセンス 

管理サーバー ライセンス モデルに基づく Microsoft System Center 2012 R2 で管理するデバイスにライセンスを取

得するには、適切な管理ライセンス (ML) を取得して、管理対象のデバイスまたは OSE に割り当てる必要がありま

す。ML には、対応する管理サーバー ソフトウェアおよび SQL Server テクノロジを実行する権利が含まれています。 

管理対象サーバーに必要なライセンス 

サーバー ML の種類は、OSE の 1 種類のみです。OSE サーバー ML により、管理サーバー ソフトウェアを使用し

て、そのエディションに対応する数の OSE を管理できます。サーバーに割り当てる ML はすべて同じエディションで

ある必要があります。 

注: System Center 2012 R2 Standard および Datacenter Edition では、同じ管理サーバー ソフトウェア コンポー

ネントが提供されます。 

Standard Edition サーバー ML 

必要な OSE サーバー ML の数は、管理対象 OSE が実行されるサーバー上の物理プロセッサの数、およびそのサーバ

ー上で管理される OSE の数によって異なります。お客様は、それぞれに基づいて必要なライセンス数を計算し、以下の

規定に従っていずれか多い方の数のライセンスを取得し、サーバーに割り当てる必要があります。 

プロセッサ数に基づくライセンス数の算定: 各ライセンスは最大 2 つの物理プロセッサに対応するため、お客様は、サ

ーバー上の物理プロセッサの数をカウントし、その数を 2 で割って小数点以下を切り上げる必要があります。 

管理対象 OSE の数に基づくライセンス数の算定: 各ライセンスによって最大 2 つの OSE を管理できるため、お客様

は、サーバー上の管理対象 OSE の数をカウントし、その数を 2 で割って小数点以下を切り上げる必要があります。サ

ーバー上の物理 OSE が、ハードウェア仮想化ソフトウェアの実行、ハードウェア仮想化サービスの提供、およびそのデ

バイスで OSE の管理と保守を行うソフトウェアの実行のみを目的として使用されている場合、このルールは適用されま

せん。この場合は、サーバー上の管理対象の仮想 OSE の数のみをカウントし、その数を 2 で割って小数点以下を切り

上げることになります。 

Datacenter Edition サーバー ML 

必要な OSE サーバー ML の数は、管理対象 OSE が実行されるサーバー上の物理プロセッサの数によって異なりま

す。各ライセンスは最大 2 つの物理プロセッサに対応するため、お客様は、サーバー上の物理プロセッサの数をカウン

トし、その数を 2 で割って小数点以下を切り上げ、その数のライセンスを取得してサーバーに割り当てる必要がありま

す。 

上記の規定に従い、必要な数の Datacenter Edition サーバー ML を取得してサーバーに割り当てた場合、お客様はそ

のサーバー上の任意の数の OSE を管理することができます。 
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サーバー構成 

必要な 

Standard  

サーバー 

ML 

必要な 

Datacenter  

サーバー 

ML 

理由 

仮想化されて 

いない  

1 プロセッサ サ

ーバー × 2 

2 2 

1 プロセッサ サーバー 1 台にはサ

ーバー ML が 1 つ以上必要。 

1 つのサーバー ML では、1 プロ

セッサ サーバー 2 台についてライ

センスを取得することはできない。 

仮想化されて 

いない  

4 プロセッサ  

サーバー × 1 

2 2 

各サーバー ML は最大 2 つの物理

プロセッサに対応するので、2 つの

ライセンスが必要。 

2 プロセッサ 

サーバー × 1 

+ 仮想 OSE × 

3  

2 1 

1 つの Standard サーバー ML は 

2 つの仮想 OSE に対応するので、

3 つの仮想 OSE を管理するには 2 

つのライセンスが必要。 

1 つの Datacenter サーバー ML 

は無制限の OSE に対応するので、

3 つの仮想 OSE を実行するために

必要なライセンスは 1 つだけ。 

4 プロセッ

サ サーバー 

× 1 + 仮想 

OSE × 8 

4 2 

1 つの Standard サーバー ML は 

2 つの仮想 OSE に対応するので、

8 つの仮想 OSE を管理するには 4 

つのライセンスが必要。 

1 つの Datacenter サーバー ML 

は無制限の仮想 OSE に対応するの

で、4 つのプロセッサに対応するに

は 2 つのライセンスが必要。 

 

図 14: サーバー ML の要件の例 

サーバー以外 (クライアント) に必要なライセンス 

クライアント ML には、管理対象 OSE 用とユーザー用の 2 種類があります。いずれかまたは両方の種類を組み合わせ

て選択することができます。 
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OSE クライアント ML 

各 OSE クライアント ML により、お客様は、管理サーバー ソフトウェアを使用して 1 つの OSE を管理することが

できます。その OSE は任意の数のユーザーが使用できます。本項の規定に従い OSE クライアント ML を取得してデ

バイスに割り当てた場合、お客様はそのデバイス上の OSE を管理することができます (ライセンスごとに OSE 1 

つ)。 

図 15: 1 つの OSE クライアント ML で、任意の数のユーザーが使用する 1 つの OSE を管理できる 

 

ユーザー クライアント ML 

各ユーザー クライアント ML により、お客様は、管理サーバー ソフトウェアを使用して 1 名のユーザーの OSE を管

理することができます。それらの OSE は任意の数のデバイスで使用できます。本項の規定に従いユーザー クライアン

ト ML を取得してユーザーに割り当てた場合、お客様はそのユーザーが使用するすべての OSE を管理することができ

ます。1 つの OSE を複数のユーザーが使用しているが、OSE によるライセンスを取得していない場合、OSE を使用し

ている各ユーザーにユーザー クライアント ML を割り当てる必要があります。 

 

図 16: 1 つのユーザー クライアント ML で、ライセンスを取得したユーザーが使用する任意の数の OSE を管理できる 

 

場合によっては、第三の種類のクライアント ML を使用できます。Enterprise CAL Suite と Core CAL Suite、および

それぞれの CAL Suite Bridge は、デバイス クライアント ML です。デバイス クライアント ML により、お客様は、

管理サーバー ソフトウェアを使用して 1 つのデバイス上の OSE を管理することができます。それらの OSE は任意の

数のユーザーが使用できます。本項の規定に従いデバイス クライアント ML を取得してデバイスに割り当てた場合、お

客様は、そのデバイス上のすべての OSE を管理することができます。どの製品で管理が許可されるかについては、PUR 

の「製品固有の使用条件」をご参照ください。 

 

OSE クライアント ML 

ユーザー クライアント ML 
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単一ライセンスの下で、サーバー上で Windows Server 

2012 R2 の複数のインスタンスを実行する 

小規模な仮想化環境を必要としている場合は、Windows Server 2012 R2 Standard Edition のライセンスを取得する

ことで Windows Server の複数のインスタンスを実行することを選択できます。Windows Server 2012 R2 Standard 

および Datacenter Edition の両方について、サーバー上のすべての物理プロセッサにライセンスを取得する必要があり

ます。1 台のサーバーに割り当てる Windows Server 2012 R2 Standard の各ライセンスにつき、サーバー上の最大 

2 つの仮想 OSE で、サーバー ソフトウェアの 2 つのインスタンスを一度に実行することができます。実行している 

2 つのインスタンスが仮想 OSE にある場合、物理 OSE のインスタンスは、「ライセンスを取得したサーバー」上でハ

ードウェア仮想化ソフトウェアを実行する、ハードウェア仮想化サービスを提供する、または OSE の管理および保守の

ためのソフトウェアを実行するという目的でのみ実行することができます。Windows Server のインスタンスの数を 4 

つに増やす必要がある場合は、Windows Server 2012 R2 Standard の 2 つ目のライセンスを同じ物理サーバーに割

り当てることができます (「ライセンスのスタック」と呼ばれることもあります)。追加の Windows Server 2012 R2 

Standard Edition ライセンスをサーバーに割り当てるたびに、Windows Server の 2 つのインスタンスを追加で実行

できます。 

Windows Server 2012 R2 Standard Edition のインスタンスを実行できるだけでなく、ダウングレード権の一環とし

て Enterprise または Essentials も実行することができます (ダウングレード権については、PUR および製品表を参照

してください)。たとえば、図 17 では、サーバー A は 5 つの別々の OSE で Windows Server の別々のインスタン

ス 5 つを実行しています。サーバー A の物理 OSE は、Windows Server 2012 R2 Standard のインスタンスを実行

しています。サーバー A の 2 つの仮想 OSE で Windows Server 2012 R2 Standard のインスタンスを実行し、1 

つの仮想 OSE で Windows Server 2008 R2 Enterprise のインスタンスを実行し、1 つの仮想 OSE で Windows 

Server 2008 R2 Standard のインスタンスを実行しています。Windows Server 2012 R2 Standard Edition のライ

センスをサーバー A に割り当てると、サーバー A で 5 つのインスタンスをすべて実行できます。Windows Server 

2012 R2 Standard Edition の 2 つの ライセンスで許可されている 5 つのインスタンスをすべて実行する場合、物理 

OSE で実行されているインスタンスの役割は、「ライセンスを取得したサーバー」上でハードウェア仮想化ソフトウェ

アを実行すること、ハードウェア仮想化サービスを提供すること、または OSE の管理と保守を行うソフトウェアを実行

することに制限されます。つまり、この状況では、「ライセンスを取得したサーバー」上の仮想 OSE を管理するため、

またはこの仮想 OSE の管理を直接サポートするためにのみ使用するのであれば、物理 OSE で任意のソフトウェアを実

行できます。5 つのインスタンスをすべて同時に実行する場合は、物理 OSE でソフトウェアをその他の目的のために実

行することはできません。 
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図 17: Windows Server 2012 R2 Standard では、サーバー上でインスタンスを 5 つまで実行できる 

 

さらに、物理 OSE で Windows Server 2012 R2 のインスタンスを実行しているサーバーがある場合、インスタンス

が以下の目的でのみ使用されているのであれば、そのインスタンスへのアクセスに Windows Server 2012 R2 CAL は

不要となります。 

 ハードウェア仮想化ソフトウェアの実行 

 ハードウェア仮想化サービスの提供 

 ライセンスを取得したサーバー上で OSE の管理と保守を行うためのソフトウェアの実行 

ただし、仮想 OSE や、サーバー上で実行されているマイクロソフトのアプリケーションにアクセスするには、適切な 

CAL が必要になりますのでご注意ください。 

その結果、Windows Server 2012 R2 が物理 OSE で実行され、Windows Server 2008/2008 R2 が仮想 OSE で実

行される状況においては、お客様が物理 OSE をハードウェア仮想化ソフトウェアの実行、ハードウェア仮想化サービス

の提供、ライセンスを取得したサーバー上でオペレーティング システム環境の管理と保守を行うソフトウェアの実行と

いう目的にのみ使用している場合、Windows Server 2012 R2 のインスタンスへのアクセスに CAL は不要となりま

す。ただし、仮想 OSE にアクセスするには Windows Server 2008 CAL が必要です。 

また、Web ワークロードまたは HPC ワークロードのいずれかを実行している Windows Server 2012 R2 のインスタ

ンス (物理または仮想) へのアクセスには、Windows Server 2012 R2 CAL も不要です。 

 

 

仮想マシン                仮想マシン               仮想マシン                仮想マシン 

 仮想 OSE                   仮想 OSE                   仮想 OSE                  仮想 OSE 

 サーバー ソフトウェア      サーバー ソフトウェア        サーバー ソフトウェア      サーバー ソフトウェア 

 

 

 

 仮想プロセッサ               仮想プロセッサ               仮想プロセッサ               仮想プロセッサ 

 

                                           物理 OSE 
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Windows Server 2012 R2 Datacenter の任意の数のイン

スタンスを実行する 

大規模な仮想化環境を必要としている場合は、Windows Server 2012 R2 Datacenter Edition を実行することを選択

できます。これにより、以下に示すように、1 台のサーバー上でソフトウェアの任意の数のインスタンスを実行できるよ

うになります。サーバー上のすべての物理プロセッサについてライセンスを取得する必要があります (仮想プロセッサに

は Windows Server 2012 R2 ライセンスは不要です)。Windows Server 2012 R2 Datacenter の各ライセンスは 1 

台のサーバーの最大 2 つの物理プロセッサに対応します。必要なライセンスの数を決定したら、サーバーにこれらのラ

イセンスを割り当てる必要があります。この時点で、次のインスタンスを同時に実行できるようになります。 

 物理 OSE 内のサーバー ソフトウェアの 1 つのインスタンス 

 仮想 OSE 内のサーバー ソフトウェアの任意の数のインスタンス 

また、仮想 OSE では、Windows Server Enterprise、Standard、または Essentials Edition のインスタンスを実行で

きます。次の図 18 に示すように、サーバー A は 6 つの別々の OSE で Windows Server の別々のインスタンス 6 

つを実行しています。サーバー A の物理 OSE は、Windows Server 2012 R2 Datacenter のインスタンスを実行し

ています。サーバー A の 1 つの仮想 OSE で Windows Server 2012 R2 Standard のインスタンスを実行し、1 つ

の仮想 OSE で Windows Server 2008 R2 Enterprise のインスタンスを実行し、1 つの仮想 OSE で Windows 

Server 2008 R2 Standard Edition のインスタンスを実行し、1 つの仮想 OSE で Windows Server 2008 R2 

Datacenter のインスタンスを実行しています。 

 

 

図 18: Windows Server 2012 R2 Datacenter ではサーバー上で任意の数のインスタンスを実行できる 

 

一般的に、Windows Server 2012 R2 Standard よりも、Windows Server 2012 R2 Datacenter での方が、統合を

容易に行うことができます。 

Windows Server 2012 R2 Datacenter には物理プロセッサごとにライセンスが供与されますが、アクセスには CAL 

が必要になります。 
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ライセンス モビリティ 

概要 

お客様に仮想化およびクラウドのテクノロジを活用していただけるように、マイクロソフトは特定のサーバー製品および

エクスターナル コネクタのライセンスについて使用権を拡張しています。この拡張された使用権によって、データセン

ター、サーバー ファーム、および第三者の共有サーバー内でより柔軟にライセンスを移動できるようになりました。具

体的には、かかる使用権により対象製品で以下のことが可能になります  

 サーバー ファーム内でのライセンス モビリティ: 対象製品については、90 日間の再割り当てルールが撤回され、

サーバー ファーム内のサーバー間で、必要なだけ何度でもライセンスを再割り当てできるようになりました。通

常、製品にはサーバー ファーム内でのライセンス モビリティのソフトウェア アシュアランス特典が必要です。一

部の既存製品の以前のバージョンと新しいバージョンがまだリリースされていない一部の製品は除きます。 

 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: 有効なソフトウェア アシュアランスの対象となって

いる対象製品については、アプリケーション サーバーをサービス プロバイダーの共有ハードウェア環境に展開でき

ます。 

これらのライセンス モビリティについて、以下に詳しく説明します。 

サーバー ファーム内でのライセンス モビリティ 

マイクロソフト サーバー アプリケーションの標準の使用権およびエクスターナル コネクタ ライセンスでは、1 台のサ

ーバーに少なくとも 90 日間はライセンスを割り当てる必要があります。90 日を過ぎると、別のサーバーに再割り当て

することができます。このルールに従うと、たとえば、ソフトウェアを実行するインスタンスを 90 日よりも短い間隔

で別のサーバーに移動する場合は、両方のサーバーにライセンスを割り当てる必要があります。マイクロソフトは、特定

のサーバー アプリケーションおよびエクスターナル コネクタについてこの 90 日間の再割り当てルールを撤回しまし

た。これにより、1 つのサーバー ファーム内のサーバー間で、必要なだけ何度でもライセンスを再割り当てできるよう

になりました。この変更により、1 つのサーバー ファーム内のサーバー間で、ライセンスおよび実行するインスタンス

の両方を自由に移動できます。上の例では、ソフトウェアを 2 台のサーバーで同時に実行していない限りライセンスを

再割り当て可能で、両方のサーバーにライセンスを同時に割り当てる必要がありません。これにより、実際のワークロー

ドをサポートするために必要なライセンス数が減る可能性があります。つまり、サーバー ファーム内のサーバー間でラ

イセンスを自由に再割り当てすることができるので、サーバーごとにインスタンス、プロセッサまたはコアをカウントし

てライセンスを取得するのではなく、サーバー ファームごとにインスタンス、プロセッサまたはコアをカウントしてラ

イセンスを取得することができます。 

サーバー ファームの定義 

サーバー ファームは、それぞれ以下の条件の一方または両方を満たす物理的な場所にある最大 2 つのデータセンターで

構成されます。(1) 両者のタイム ゾーンの時差が 4 時間以内 (夏時間 (DST) ではなく協定世界時 (UTC)) である。

(2) 欧州連合 (EU) または欧州自由貿易連合 (EFTA) の域内にある。 
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図 19: UTC タイム ゾーンに基づき、同じサーバー ファーム内に配置できるデータセンターとできないデータセンターの例 

 

2 つのデータセンターを同じサーバー ファーム内に配置できる場合とできない場合の例を以下に示します。 

データセンター 1 の場所 データセンター 2 の場所 同じサーバー ファーム内への配置 

米国東海岸 米国西海岸 可 

米国 EU 不可 

ポルトガル フィンランド 可 (いずれも EU 内) 

インド 日本 可 

EU インド 不可 (UCT に基づく) 

 

データセンターが 3 か所以上ある場合 

この場合は、目的のサーバー ファーム (この例では "サーバー ファーム A") を構成する 2 か所のデータセンターを定

義する必要があります。サーバー ファーム A 内のサーバーに割り当てるライセンスは、サーバー ファーム A 内の他

のサーバーに、必要な頻度で再割り当てすることができます。サーバー ファーム A の一部ではない 3 か所目のデータ

センターは、別の "サーバー ファーム B" の一部を構成できます。サーバー ファーム B 内のサーバーに割り当てるラ

イセンスは、サーバー ファーム B 内の他のサーバーに、必要な頻度で再割り当てすることができます。ただし、最後に

割り当てた日から 90 日が経過する前に、ライセンスをサーバー ファーム A からサーバー ファーム B に再割り当て

することはできません。 

           時間                        時間 

 

 

 

 

 データセンター1     データセンター2        データセンター3        データセンター 4 
    米国ワシントン州        米国ニューヨーク州                   英国                           インド 

        シアトル               ニューヨーク                    ロンドン                       バンガロール 

      UTC -8 時間          UTC -5 時間               UTC +/- 0 時間              UTC +5.5 時間 

 
 

      サーバー ファーム                      サーバー ファーム 
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製品がサーバー ファーム内でのライセンス モビリティを利用できるかどうかを確認する 

マイクロソフト アプリケーション サーバー製品およびエクスターナル コネクタでライセンス モビリティを利用できる

かどうかは、PUR に記載されています。 

 

 

図 20: 利用できるかどうかを PUR で確認する 

 

注:  

 サーバー ファーム内でのライセンス モビリティの権利は、対象となるライセンスを取得した製品の、2008 年 9 

月の時点およびそれ以降に提供されているバージョンに適用されます。 

 これらの権利は、Windows Server オペレーティング システム、CAL、ユーザー サブスクリプション ライセンス 

(USL)、デバイス サブスクリプション ライセンス (DSL)、アドオン サブスクリプション ライセンス (アドオン 

SL)、または ML のソフトウェア ライセンスには適用されません。 

 これらの権利が適用されるのは、マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムで取得したライセンスのみで

す。 

 Windows Server 2012 R2、RDS 2012、および Active Directory RMS 2012 のエクスターナル コネクタに加

え、SQL Server 2012 のすべてのエディションが、サーバー ファーム内でのライセンス モビリティの対象となり

ます。ただし、従来サーバー ファーム内でのライセンス モビリティの対象だったマイクロソフト製品と異なり、こ

れらの製品でこの特典の適用を受けるには、有効なマイクロソフト ソフトウェア アシュアランスが必要です。 

コア ライセンス モデルでライセンスを取得した対象製品の場合 

サーバー ファーム内でのライセンス モビリティを効果的に使用し、サーバー ファーム内のサーバー間で必要に応じて

何度でもライセンスを再割り当てすることができます。ライセンスを再割り当てするときは、移動元のサーバーと移動先

のサーバーが実行する SQL Server インスタンスについて、PUR に従い正しくライセンスを取得していることを必ず確

認してください。 

管理サーバー、オンライン サービス、サーバー/CAL、および特殊なサーバーのライセンス モデルによって

ライセンスを取得した対象製品の場合 

管理サーバー、オンライン サービス、サーバー/CAL、および特殊なサーバーのライセンス モデルによってライセンス

を取得した対象製品の場合、同時に実行するインスタンスの合計数がそのサーバー ファームに割り当てられているライ

センスの合計数を超えない限り、サーバー ファーム内の任意のサーバー上でサーバー ソフトウェアのインスタンスを実

行できます。サーバー ファーム内では 90 日間の再割り当てルールが撤回されるため、1 つのサーバー ファーム内の

任意のサーバーに必要なだけ何度でもソフトウェア ライセンスを再割り当てすることができます。お客様は、同時に実

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx
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行されるサーバー ソフトウェアのインスタンスごとに 1 つのソフトウェア ライセンスを保有している限り、実行する

インスタンスをサーバー ファーム全体で自由に移動できます。 

たとえば、Microsoft SharePoint Server 2010 サーバー ソフトウェアの 3 つのインスタンスを、3 つの異なる仮想 

OSE で同時に実行すると仮定します。この場合に必要となるのは 3 つの SharePoint Server 2010 ソフトウェア ラ

イセンスだけであり、サーバー ファーム内の任意の場所で、その 3 つのインスタンスを実行できます。 

注: データセンターで、サーバー/CAL モデルでライセンスを取得した製品と共に負荷分散ソフトウェアを使用している

場合は、特定のライセンスについて、実行中のインスタンスをすべて同じサーバー上にまとめておく必要があります。ま

た、負荷分散ソフトウェアによって 1 つの OSE があるサーバーに移動し、別の OSE がそれとは別のサーバーに移動

したりすることがないようにしてください。特定のライセンスが許諾されている OSE はすべて、必ず同じサーバー上に

なければなりません。 

すべてのエクスターナル コネクタ ライセンス 

エクスターナル コネクタ ライセンスが提供されている製品の場合、エクスターナル コネクタ ライセンスをサーバー間

で自由に移動できます。1 つのサーバー ファーム内ではエクスターナル コネクタ ライセンスの 90 日間の再割り当て

ルールが撤回されるため、サーバー ファーム内の任意のサーバーに必要なだけ何度でもエクスターナル コネクタ ライ

センスを再割り当てすることができます。サーバー ファーム内で、CAL を持たない外部ユーザーが同時にアクセスする

サーバーの数は、サーバー ファーム内のサーバーに割り当てられているエクスターナル コネクタ ライセンスの数を超

えてはなりません。また、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012 RDS CAL および Active Directory 

RMS 2012 のエクスターナル コネクタの場合、サーバー ファーム内でのライセンス モビリティの対象となるには、有

効なソフトウェア アシュアランスが必要です。 

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 

ソフトウェア アシュアランス (SA) を介したライセンス モビリティにより、有効なソフトウェア アシュアランスを保

有するマイクロソフト ボリューム ライセンスのお客様は、特定のアプリケーション サーバーをサービス プロバイダー

の共有ハードウェア環境に導入できます。サービス プロバイダーは、ソフトウェアまたはホスティング サービスなどの

サービスを他の組織に提供する組織です。 

ソフトウェア アシュアランスによるライセンス モビリティを利用すると、以下のことを行うことができます。 

 お客様がライセンスを取得したソフトウェアを、お客様のサーバーから第三者の共有サーバーに移動する。 

 適切なアクセス ライセンスに基づいて、第三者の共有サーバーで実行されているお客様のライセンス取得済みのソ

フトウェアにアクセスする。 

 お客様のソフトウェアを、第三者の共有サーバー上の仮想 OSE で実行する。 

注: ソフトウェア アシュアランスによるライセンス モビリティの詳細については、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 Web サイトを参照してください。 

ソフトウェア アシュアランスによるライセンス モビリティを利用できるかどうかを確認する 

「サーバー ファーム内でのライセンス モビリティ」の対象として PUR に記載されている製品は、そのライセンスが有

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx
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効なソフトウェア アシュアランスの対象になっている場合、「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」を利用することもできます。 

 

 

図 21: 利用できるかどうかを PUR で確認する 

 

また、有効なソフトウェア アシュアランスの対象になっている場合、System Center Server ML でもソフトウェア ア

シュアランスによるライセンス モビリティを利用することができます。 

ソフトウェア アシュアランスによるライセンス モビリティを利用するには、以下の条件に従う必要があります。 

 第三者の共有サーバー上でお客様がソフトウェアを実行するためのライセンスについてソフトウェア アシュアラン

スを維持すること。 

 第三者の共有サーバー上で実行する、お客様がライセンスを取得したソフトウェアにお客様がアクセスし、かかるソ

フトウェアが実行される OSE を管理するための、CAL、エクスターナル コネクタ ライセンス、およびサーバー管

理ライセンスすべてについてソフトウェア アシュアランスを維持すること。 

 お客様による使用およびお客様の利益のみを目的として、第三者の共有サーバー上でお客様がライセンスを取得した

ソフトウェアを実行すること。 

 Windows Azure Platform サービスまたはソフトウェア アシュアランスによるライセンス モビリティについて認

定を受けたパートナーのみを利用してライセンスを展開すること。ソフトウェア アシュアランスによるライセンス 

モビリティについて認定を受けたパートナーの一覧については、http://www.microsoft.com/ja-

jp/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx をご参照ください。 

 お客様のライセンス取得済みのソフトウェアを共有サーバー上で実行する予定の、ソフトウェア アシュアランスに

よるライセンス モビリティについて認定を受けた各パートナーは、ライセンス モビリティ確認フォームに必要事項

を記入のうえ、提出してください。ライセンス モビリティ確認フォームは、ソフトウェア アシュアランスによるラ

イセンス モビリティについて認定を受けたパートナーより、お客様に提供されます。 

第三者の共有サーバー上でライセンス取得済みのソフトウェアを実行し、OSE を管理するお客様の権利は、かかるライ

センスに対するソフトウェア アシュアランスの期間満了と同時に無効になります。 

お客様はライセンス取得済みのソフトウェアを、第三者の共有サーバーからお客様のサーバーに戻すことも、別の第三者

の共有サーバーに移動することもできますが、最後の割り当てから 90 日以内に移動することはできません。また、特

定のライセンスに基づいて実行されるインスタンスまたは管理される OSE を、1 つのサーバー ファーム内の第三者の

共有サーバーから別のサーバー ファーム内の第三者の共有サーバーに移動することもできますが、最後の割り当てから 

90 日以内に移動することはできません。同じライセンスに基づいて管理される OSE は、同じサーバー ファーム内に

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/license-mobility.aspx
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なければなりません。 

注:  

 ソフトウェア アシュアランスによるライセンス モビリティの権利は、対象となるライセンスを取得した製品の、

2011 年 7 月の時点およびそれ以降に提供されているバージョンに適用されます。 

 これらの権利は、Windows Server オペレーティング システムのソフトウェア ライセンスには適用されません。 

 これらの権利が適用されるのは、ソフトウェア アシュアランスを提供するマイクロソフト ボリューム ライセンス 

プログラムで取得したライセンスのみです。 

製品固有の使用権 

原則として、第三者の共有サーバーでソフトウェアを使用するお客様の権利は、お客様のサーバーでソフトウェアを実行

する場合の使用権と同じとします。ただし、以下の一部の製品については、ソフトウェア アシュアランスによるライセ

ンス モビリティにおいては第三者の共有サーバーに対し異なる使用権が適用されます。 

製品のライセンス  

モデル 
製品または製品タイプ ライセンス 

ライセンスごとに許可される  

OSE の数/ライセンスごとに 

許可されるコアの数 

サーバー/CAL エクスターナル コネク

タ ライセンス 

ソフトウェア アシュアランスが有

効な各エクスターナル コネクタ ラ

イセンス 

ライセンスごとに OSE 1 つ 

サーバー/CAL SQL Server ソフトウェア アシュアランスが有

効な各サーバー ライセンス 

ライセンスごとに OSE 1 つ 

プロセッサごと すべての対象製品 ソフトウェア アシュアランスが有

効な各プロセッサ ライセンス 

ライセンスごとに最大 4 つの

仮想プロセッサを持つ OSE 1 

つ 

コアごと すべての対象製品 ソフトウェア アシュアランスが有

効な各コア ライセンス 

1 つの仮想コア (OSE ごとの 

最小コア数が 4 つという要件

を 

含め、本製品使用権説明書の 

規定が適用されます) 

管理サーバー System Center 

Server 管理ライセン

ス (System Center 

2012 R2 よりも前の

バージョン) 

ソフトウェア アシュアランスが有

効な各サーバー管理ライセンス 

ライセンスごとに管理対象の 

OSE 1 つ 

管理サーバー System Center 

Server Management 

ソフトウェア アシュアランスが有

効な各 SMSE または SMSD ライ

ライセンスごとに管理対象の 

OSE 4 つ 
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Suites センス 

管理サーバー System Center 2012 

R2 Standard 

ソフトウェア アシュアランスが有

効な各 System Center 2012 R2 

Standard サーバー管理ライセンス 

ライセンスごとに管理対象の 

OSE 2 つ 

管理サーバー System Center 2012 

R2 Datacenter 

ソフトウェア アシュアランスが有

効な各 System Center 2012 R2 

Datacenter サーバー管理ライセン

ス 

ライセンスごとに管理対象の 

OSE 8 つ 
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