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最新情報は、http://www.microsoft.com/visualstudio/jpn をご覧ください。
※ 記載した情報は、 2013 年 2 月現在のものです。 
※ 製品の仕様は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。

■インターネット ホームページ http://www.microsoft.com/japan/
■マイクロソフト カスタマー インフォメーションセンター (0120)-54-2244 （9:30～12:00、13:00～19:00 土日祝日、弊社指定休業日を除きます）

■マイクロソフト ボリュームライセンス コールセンター (0120)-737-565 （9:30～12:00、13:00～19:00 土日祝日、弊社指定休業日を除きます）

■マイクロソフト認定パートナー http://www.microsoft.com/japan/partners

※ 電話番号のおかけ間違えにご注意ください。

ご購入に関するお問い合わせは、マイクロソフト認定パートナーへ

MSDN サブスクリプションを使用するには、購入後に会員登録が必要です。会員登録をすることで、ダウンロード サイトからソフトウェ
アをダウンロードしたり、テクニカル サポートを受けたりといった特典を使用することができます。ボリューム ライセンスの場合は、
ライセンス管理者がマイクロソフトの提供するライセンス管理ツール「ボリューム ライセンス サービス センター」を使用して、利用者の
登録をしてください。リテール版の場合には、MSDN 事務局に登録依頼をしてください。

詳細は MSDN サブスクリプションのウェブ サイトをご覧ください http://msdn.microsoft.com/ja-jp/subscriptions/

■購入後から利用開始までの手順

管理者が VLSC でユーザー登録

購入済みのライセンスを、利用者に割り当てをします。設定が完了すると、利用者にメール通知が届きます。
❶  

ボリューム ライセンス サービス センター (VLSC) でユーザー登録をするには、管理者とユーザーのそれぞれが操作をする必要があります。

利用者が アクティベーション

受け取るメールに従い、Microsoft  アカウントを使用してアクティベーションを行います。アクティベーションが完了し  Microsoft  

アカウントに MSDN サブスクリプションの関連付けがされると、そのアカウントを使用してサイン インをすることで、サブスクライバー 

ダウンロードなどのサービスを使用することができます。

❷  

その他のサービス利用のためのアクティベーション

MSDN 特典のテクニカル  サポート、Windows Azure  サブスクリプション、Windows 開発者アカウント、Windows Phone 開発者
アカウントを使用するには、MSDN  サブスクリプションのアクティベーション後にそれぞれのサービスのアクティベーションが必要です。

❸  

○ 1 名に 1 ライセンス割り当てます。複数のライセンスを割り当てないようにしてくだ
さい。

○ライセンスの割り当ては、メール  アドレス等の人単位で管理します。特典アクセス
番号はテクニカル サポートのアクティベーション等で使用するものですので、ライ
センス管理には使用しないでください。VLSC上で確認することができません。

○ステップアップ  ライセンスの購入や、契約更新をしてエディションを変更した
場合には、再度割り当てをしてください。

○ライセンスを別のユーザーに再割り当てをすることはできますが、9 0  日未満で
再割り当てをすることはできません。業務委託等の時にご注意ください。

VLSC を使用した割り当てのポイント
○Visual Studio with MSDN で提供されるライセンスは永続ライセンスなので、お持ち
のライセンスは使い続けることができます。永続ライセンスとは、契約期間に寄らず、
使用し続けることができるライセンスです。

○契約満了後には、新たにインストール イメージやプロダクトキーを入手できなくなる
ため、必要な製品がある場合はそれらの情報を手元に保管してください。

○非永続の契約の場合は、契約期間が満了したらすべてアンインストールして使用を
停止しなければなりません。オープン バリュー サブスクリプション、エンタープライ
ズ サブスクリプション アグリーメントで購入した場合や、MPN 特典とアクション
パックの Visual Studio with MSDN は非永続ライセンスです。

○下位のエディションに変更して契約更新をした場合には、これまで使用していたソフ
トウェアのうち下位のエディションに含まれないソフトウェアはアンインストール
をして使用を停止しなければなりません。

ソフトウェア アシュアランスの契約更新

アクティベーション

使用方法　
使い始めるために 

Visual Studio with MSDN を安心して使い始めるために
よくお読みください

Visual Studio with MSDN

ライセンス ガイド
詳細はライセンスホワイトペーパーをご覧ください  http://aka.ms/VSLicensingWP

ボリューム ライセンスの場合の会員登録は、ボリューム ライセンス サービス 

センターのウェブ サイトからアクセスできます。 http://aka.ms/vlsc
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Microsoft Visual Studio with MSDN は、柔軟性が非常に高く総合的な、アプリケーション ライフサイクル  管理 (ALM) のための製品群です。
ユーザー単位のライセンシングで開発用途に限定することで、さまざまソフトウェアのライセンスを一括 して提供しています。
本ガイドを、 Visual Studio with MSDN のライセンス購入を検討する際にお役立てください。

Visual Studio は、ユーザーごとにライセンスされます。ライセンスを持つユーザーは複数台のコンピューターにインストールをする

ことができますが、そのコンピューターを他の人が使用する場合には、MSDN のライセンスを持っている必要があります。

1 ライセンス 複数に PC に
インストールして
使用できる

ライセンス保有のユーザー 他のユーザー

開発とは、ソフトウェアの開発にかかわる、設計、開発、テスト、デモンストレー
ションが含まれます。それらの用途であれば、ライセンスを保有する人は複数台
のコンピューターにインストールして使用することができます。

開発
一般業務には使用禁止

一般業務

■ MSDN サブスクリプションで提供される製品の利用可能範囲

開発に必要な環境を、まとめて提供するトータルなサービスです。ソフトウェアのライセンスやテクニカル サポート、各種開発用アカ

ウントをコストを抑えて一括して入手できます。チーム開発に欠かせない Team Foundation Server や過去のバージョンのソフトウェア

など、開発に必要な環境を揃えることができます。開発チーム メンバーが変わった時にも使用者を変更することができ、開発に求めら

れる状況に対応したサービスです。

■ MSDN サブスクリプションとは

TechNet サブスクリプションで提供される製品は、開発用途に使用することはできません。TechNet サブスクリプションは、マイクロソフトのソフ
トウェアの導入検討の評価のためのサービスのため、アプリケーションの開発やテストには MSDN サブスクリプションをご利用ください。
また、MSDN サブスクリプションのライセンスは評価目的で使用することができます。*1

□ TechNet と MSDN サブスクリプションの違い

マイクロソフト パートナーネットワーク (MPN) のコンピテンシーを取得すると MSDN サブスクリプションが提供されます。ただし、販売される 
MSDN サブスクリプションのライセンスルールに加えて、社内利用に限られることと非永続ライセンスという違いがあります。

□ マイクロソフト パートナー ネットワーク 特典の MSDN サブスクリプションの違い

社内システム開発や、プロトタイプ開発のような間
接的に収益につながる開発に使用することはでき
ますが、コンサルティング  サービスやシステム  イ
ンテグレーションのような直接的な収益となる開
発に使用することはできません。

M P N  の契約期間が満了した場合には、すべてのソフトウェアの利用を停止しなければなりませ
ん。利用を継続する場合には、その製品のレベルに相当する MSDN サブスクリプションをご購入いた
だく必要があります。
また、ユーザーごとのライセンスという点では製品版と違いがありませんので、ライセンスを割り当て
られていないユーザーへ共有して使用することはできませんのでご注意ください。

運用環境には別途ライセンス購入が
必要

運用環境とは、運用データベースに接続する
テスト環境、災害対策用バックアップ システ
ム、冗長構成のためのスタンバイ システムも
含みます。

I T  部門のエンジニアが開発環境のセット
アップを行う場合には、IT 部門のエンジニア
が開発をしなくても  MSDN サブスクリプ
ションを保有する必要があります。

開発の一環のテストのほかに、開発依頼元のエ
ンド ユーザーが開発したアプリケーションの
受け入れテストをする場合には、そのテスト担
当者は MSDN サブスクリプションを保有する
必要はありません。

インストールをする人にもライセンス
が必要

受け入れテストをする場合はライセンス
不要

ライセンスのルール　
覚えておきたいポイント 

本ライセンス ガイドをよくお読みいただき正しい 選択を行い、 
貴社のソフトウェア開発ビジネスの発展にお役立 てください。

社内向け利用専用 非永続ライセンス

Windows ストア開発者アカウント

テクニカル サポート

Windows Azure

開発用 各種アプリケーション

開発用 OS ライセンス

Team Foundation Server のサーバー ライセンス/CAL

Visual Studio:  開発、テスト、プロジェクト管理

Visual Studio with MSDN

Visual Studio with MSDN は開発専用の
ユーザー ベースのライセンス

開発用途であれば複数台にインストールが可能

ユーザー単位のライセンスのため、既にインストールされた環境であっても、
ライセンスを保有していない人は、他の人の  MSDN のライセンスのソフト
ウェアを使用することはできません。 

ライセンスの共有禁止

開発以外の、メールをしたり、プロジェクト管理をしたり、文書作成をしたり、
開発の間接業務を含む一般業務には使用することはできません。

一般業務には使用禁止

Visual Studio は、あらゆる開発プロジェクトの規模やニーズ、個々のチーム メンバーの役割に合わせて選択できるよう 4 つのエディションをご用意
しています。

Visual Studio 
Ultimate

 with MSDN

Visual Studio with MSDN は 4 つのエディションから選択可能

設計から開発、テスト、導入までアプリケーション  ライ
フサイクルを広範囲にカバーし、高い品質を持つアプリ
ケーションを、高い開発生産性を保ちながら構築するた
めに必要となる機能を提供します。

Visual Studio 
Premium 

with MSDN

開発者、運用、テスト担当者およびユーザーといったアプ
リケーション開発関係者が、それぞれのプロセスを統合
してシームレスに共同作業を行うためのツールを提供し
ます。

Visual Studio 
Professional 
with MSDN

開発者が  Web、クラウド、およびデバイスの枠を超えて
アプリケーションを作成できるようにする統合開発環境
です。

Visual Studio 
Test Professional 

with MSDN

テストの計画から実施、発生した問題の管理まで、一連の
テスト  プロセス全般における専門的かつ包括的な機能
を提供します。

*1: 2013 年 1 月から、MSDN サブスクリプションを評価目的で使用できるよう使用許諾が変更され
ました。評価目的では別途購入しなければならなかった TechNet サブスクリプションの用途も、
MSDN サブスクリプションでカバーされるようになりました。
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MSDN サブスクリプションには、Team Foundat ion Ser ver  (TFS)  のサーバー  ライセンスとユーザー  CAL が含まれています。

MSDN サブスクリプションをお持ちであれば追加して購入する必要がありません。

■ Team Foundation Server の業務利用

プロジェクト  メンバーが変わったり、新たなメンバーでプロジェクトが立ち上がった場合に、使用者の変更をすることができます。

ただし、その場合に 90 日未満で利用者を再度変更することはできません。

■ 利用者を変更する

MSDN サブスクリプションは、利用者個人に割り当てをして使用します。業務委託をする場合にも、委託先の企業の開発者に割り当

てをして使用することができます。ただし、購入方法の契約によって使用できる企業単位が規定されている場合にはその規定に従う

必要がありますのでご注意ください。自社の契約規定が不明な場合はライセンス管理部門にお問い合わせください。

■ 業務委託をして使用する

注意事項： MSDN サブスクリプションを持たない人も混在して Team Foundation Server を使用する場合には、
追加して CAL を購入することで使用することができます。

Visual Studio Premium と Visual Studio Ultimate レベルの 

MSDN サブスクリプションには、1 台のコンピューターに限り

インストールして使用できる Office Professional Plus の業務

利用ライセンスが含まれます。また、過去のバージョンを使用

することができます。それ以外のレベルの MSDN サブスクリ

プションには Office の業務利用は含まれません。

■ Microsoft Office の業務利用

MSDN サブスクリプションを購入することで、 Visual Studio の過去のバージョンを使用することができます。MSDN サブスクリプ

ションでは、OS や各種アプリケーションだけでなく、Visual Sutdio の過去のバージョンも提供しているために、古いシステムのメン

テナンスや移行プロジェクトにも使用することができます。例えば、Visual Studio Professional を MSDN 付きで購入すると、過去の 

Enterprise エディションを使用することができ、お手頃な値段で旧バージョンを使用することができます。利用できる製品と MSDN の

レベルを確認するには、サブスクライバー ダウンロードの各製品の「 詳細情報」 展開してご確認ください。

■ 過去のバージョンの Visual Studio を使用する

別途購入

MSDN ユーザー CAL

MSDN 
サーバー ライセンス

別途購入

TFS に付属
（TFS 専用に限る）データベース

オプション

ライセンスのルール　
覚えておきたいポイント 

チーム開発に欠かせない  Team Foundation Server や過去のバージョンのソフトウェアなど、開発に必  要な環境を揃えることができます。
開発のニーズに対応しながら、用途を限定することで低コストかつ調達の手間を抑えていますので、条件にご注意ください。

開発の利便性を最優先に作られた MSDN サブス クリプションでは、
開発のためのトータルなサービス提供をしています。

Team Foundation Server (TFS) には、バックエンドで使用する SQL Server Standard Edition のライセンスが付属しています。MSDN サブスクリプ
ションで提供される TFS のライセンスにも、TFS の単体製品を購入した場合にも付属しています。ただし、TFS 専用として使用する場合と Standard 

Edition に限られるため、他のアプリケーションに兼用する場合や、他のエディションを使用する場合には別途ライセンスを購入する必要があります。

Visual Studio Ultimate with MSDN
Visual Studio Premium with MSDN

Team Foundation Server 専用で使用する SQL Server Standard Edition にはライセンスは不要

ホストする  OS の  Windows Server のライセン
スは付属していません。また、MSDN サブスクリ
プションで提供されるライセンスは開発用途に
限られるため、TFS  の運用目的には使用するこ
とができません。Team Foundat ion Ser ver  や  

SQL Ser ver をインストールするサーバーには、
別途  Windows Server のライセンスをご購入く
ださい。

ホスト OS の Windows Server にはライセンスが必要
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目安となる規模

ライセンス プログラム / 
リテール版

販売店

PC 台数 250 台以上

大規模な組織のお客様 中小規模の組織のお客様 個人、法人のお客様

PC 台数 250 台未満 組織の規模によらない

Enterprise Agreement (3年)
Enterprise Subscription Agreement (3年)

Select Plus (3年)

Open Value (3年)
Open Value Subscription (3年)

Open License (2年)

リテール版 （パッケージ、オンライン）
MSDN サブスクリプションは 1 年分

ラージアカウント リセラー マイクロソフト販売代理店
オンラインストア、家電量販店等、

マイクロソフト ストア、
MSDN 直販サイト

SASA

4 年目 5 年目

SA

6 年目

SA

SA

ラ
イ
セ
ン
ス SA

ボリューム ライセンスは、マイクロソフト製品で最も広く使われている購入方法です。多くの製品では 3 ライセンスからボリューム 

ライセンスで購入することができますが、Visual Studi with MSDN では、1 ライセンスからボリューム ライセンスで購入することがで

きます。また、MSDN サブスクリプションは Visual Studio のソフトウェア アシュアランスとして提供されます。

■ 費用対効果の高いボリューム ライセンス

ソフトウェア アシュアランス (SA) は、ライセンス購入時に 3 年間* の契約をすることで、その期間にリリースされる新しい製品を使える

だけでなく、システムの導入のための支援サービスなどを受けたり、Visual Studio では MSDN サブスクリプションが利用できたりします。

また SA 契約をされた場合には、分割払いをすることができますので*、初期投資コストを抑えて予算の計画を立てることができます。

■  ソフトウェア アシュアランスとは

リテール版は、どなたさまでも販売店で手軽に入手できる購入方法です。パッケージ販売のほか、MSDN の直販ではダウンロードで入手

するオンライン販売もしています。

■ ボリューム ライセンス以外にも、リテール版 を購入する方法があります

●大規模な組織のお客様 (PC 台数 250 台以上)： エンタープライズ  アグリーメント、セレクト プラス

●中小規模の組織のお客様 (PC 台数 250 台未満)： オープン バリュー、オープンライセンス

【買い方のヒント】

Visual Studio with MSDN は、1 ライセンスからボリューム ライセンスで購入することができます。
(一般には、3 ライセンスからボリューム ライセンスで購入ができます。)

Ultimate や Premium エディションを含む一括購入や、20 ライセンス以上のご購入を検討される場合には、企業
規模に関わらず販売店  (ラージアカウント  リセラー) もしくはマイクロソフトにご相談ください。製品構成に
よっては、よりお得な購入方法をお選びいただける場合があります。

利用中に上位のエディションを購入したい場合は、ステップアップ ライセンスを購入することで、
低コストで上位のエディションへ移行することができます。新規に購入するよりもお得です。

Visual Studio with MSDN のライセンス購入で、利用者の変更や増減にも柔軟に対応でき、適切なライセン ス管理もできるのがボリューム ライセンスです。
ソフトウェア アシュアランス付きなら、さらに新しいバージョンが使用できる 「アップグレード」 の権利 や既存ライセンスを無駄にせず、
上位エディションに移行できる 「ステップアップ」 など多くのメリットがあります。

貴社の開発ビジネス展開に柔軟に対応し、
ライセンス管理が容易に行えるボリューム ライセンス。

購入方法　
ライセンスの上手な買い方 

購入方法概要

ボリューム ライセンスについて詳しくは、マイクロソフトの「ボリューム ライセンスのウェブサイト」をご覧ください。

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

お客様の企業規模やご要望により、複数のライセンス  プログラムから選ぶことができます。

【買い方のヒント】
リテール版をお持ちのお客様が MSDN を更新するときに、ボリューム ライセンスに移行することができます。
長期間の契約になる一方で 1 年あたりの費用が大幅に抑えられます。

リテール版の Team Foundation Server では、サーバーのライセンスだけで 5 人まで使用することができます。
6 人目以降は CAL を購入する必要があります。

マイクロソフト製品のソフトウェア アシュアランスで提供される特典

・新製品へのアップグレードの権利
・ステップアップ製品の利用
・導入計画サービス
・トレーニング
・サポート

Visual Studio のソフトウェア アシュアランスで提供される
MSDN サブスクリプション

・サブスクライバー ダウンロード
・Windows Azure

・テクニカル サポート インシデント
・Windows ストア開発者アカウント

価格 / 価値

1 年目 2 年目 3 年目

お支払い額

契約更新

分割払いにした場合の提供物の価格、お支払額の概要
* ボリュームライセンスには、2 年間の契約もあります。
  また、一部契約では分割払いをすることができません。
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