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VLSC ソフトウェア  アシュアランス 

E ラーニング特典アクティベーショ

ン ガイド 

ボリューム ライセンス向けソフトウェア アシュアランスは、貴社が購入したボリューム 

ライセンスを展開、管理し、最大限活用する際に役立つ広範なツールやリソースを提供す

るものです。このガイドは ボリューム ライセンシング サービス センター (VSLC) で E 

ラーニング特典をアクティベートし、オンライン ラーニング アクセス コードを検索する

方法を解説します。 

マイクロソフト ソフトウェア アシュアランスにより提供されるトレーニング特典には 2 

つのカテゴリーがあります。以下の情報は貴社のユーザーのトレーニング ニーズをサポー

トするにあたって、それらの違いを理解するための助けになります。 

 エンド ユーザー向けオンライン E ラーニング - このトレーニングはマイペースで進

められるインタラクティブなオンライン コースを通じてエンド ユーザーのレディネ

スを促進します。コースが完了すると、ユーザーは保存または共有することのできる

成績認定証を受け取ります。 

 テクニカル トレーニングのためのトレーニング バウチャー - このトレーニングでは、

より詳細な講師主導のトレーニングを通じて IT プロフェッショナルおよび開発者が

既存の技術スキルを改善し、新技術を身に着けていきます。コースが完了すると、ソ

フトウェア アシュアランス特典管理者は提供された各トレーニングについて確認する

電子メールを受け取ります。 

E ラーニング トレーニング特典をアクティベートするには、このガイドのステップ バイ 

ステップの手順に従ってください。 

このガイドのトピック: 

  

VLSC の登録  E ラーニング特典の

アクティベーション  
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ソフトウェア アシュアランス マネー

ジャーの登録手順 

はじめに、VLSC に登録してサインインします。登録とサインインが完了すると、貴社の 

VLSC 管理者から付与される適切な権限が必要になります。  

VLSC 管理者は、個人から送信された権限リクエストを承認するか、個人に対して事前に

権限を割り当てることによって、権限を付与します。手順の詳細については、VLSC 向け

トレーニングおよびリソースのページを参照して「ユーザー権限のリクエストと承認」の

ビデオを確認するか、VLSC ユーザー ガイドをダウンロードしてください。  

登録の方法 

ユーザーは、Microsoft アカウントを使用して VLSC にサインインし、Microsoft アカウ

ントを有効な勤務先電子メール アドレスに関連付ける必要があります。  

1. Microsoft アカウントをお持ちでない場合は、こちらでサインアップしてください。 

Microsoft アカウントを取得された後に、手順 2 に進みます。 

2. ボリューム ライセンス サービス センターにアクセスします。 

3. お使いの Microsoft アカウントとパスワードを入力し、[サインイン] をクリックしま

す。 

4. VLSC が既に登録されているユーザーであるかどうかを確認します。  

5. 初めてサインインしたユーザーは、Microsoft アカウントを有効な勤務先電子メール 

アドレスに関連付ける必要があります。有効な勤務先電子メール アドレスを使用して

登録することを提案されます。  

 情報の確認を求める電子メール メッセージが送られます。  

 場合によっては、勤務先電子メール アドレスが Microsoft アカウントのものと異

なることがあります。勤務先電子メール アドレスは貴社のボリューム ライセンス

契約書またはオープン ライセンス注文書に提供されている電子メール アドレスと

一致する必要があります。  

http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx
http://www.microsoft.com/licensing/existing-customers/manage-my-agreements.aspx
https://login.live.com/
http://www.microsoft.com/licensing/servicecenter
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 受信箱に確認用の電子メールが届いていることを確認します。  

 電子メール アドレスを確認し、パスワードとパスワード リセット オプションを

作成します。情報の正当性を確認するため、画像として表示されている文字をフ

ィールドに入力します。登録が完了するまでに最大 24 時間かかることがありま

す。 

 

VLSC での E ラーニング特典アクテ

ィベーション 

これらの手順に従って E ラーニング特典をアクティベートし、アクセスコードを検索します。 

1. VLSC にサインインします。VLSC を使用する登録がされていない場合は、[サインイ

ン] をクリックし、手順に従って登録してください。 
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2. トップ メニューの [ソフトウェア アシュアランス] を選択します。  

 

3. [E ラーニング アプリケーション]、[E ラーニング システム]、または [E ラーニング 

サーバー] をクリックします。[ソフトウェア アシュアランス特典の管理] ページに移

動します。 
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4. E ラーニングの管理対象とするライセンス ID をクリックします。[特典の一覧] ペー

ジに移動します。 

 

 

5. [特典の一覧] ページで、[E ラーニング アプリケーション]、[E ラーニング システム]、

または [E ラーニング サーバー] をクリックします。  

 

 

6. 貴社の連絡先情報と適用可能なドメインを入力します。[特典の有効化] をクリックし

ます。 
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7. 特典が有効化されると、10 桁の英数字のアクセス コードが [特典の詳細] ページに表

示されます。また、同じアクセス コードとコースの Web サイトへのリンクが記載さ

れた電子メールが届きます。これらを従業員に公開できます。  

 

 

8. 従業員はアクセス コードを受け取った後に Microsoft アカウント（Windows Live、

Xbox、Hotmail、または Outlook）または Office 365 アカウント（貴社が Office 36

5 のライセンスを所有している場合）を使用して、Microsoft オンライン ラーニング

受講者ポータル から E ラーニング トレーニングにアクセスします。この管理者オン

ライン ラーニング ポータルはこちらで参照できます。 

注意:オンライン ラーニング ポータルにアクセスするために最初に利用したアカウン

トは永久に Microsoft オンライン ラーニングのサブスクリプションに関連付けられま

す。ログインするたびに、同じ資格情報を使用することになります。 

Microsoft アカウントを作成するには、こちらにアクセスして登録を行ってください。

Office 365 の資格情報を受け取るには、ソフトウェア アシュアランス特典マネージャ

ーにお問い合わせください。 

ソフトウェア アシュアランスの有資格者が受講できる E ラーニング コースの現在の

一覧を表示するには、ソフトウェア アシュアランスおよびボリューム ライセンスの

製品カタログに移動します。[プログラムの種類] から [SA] を選択し、[トレーニング

の種類] から [E ラーニング] を選択します。  

インターネットまたはイントラネットを経由した E ラーニング コースの配信オプショ

ン、または貴社の従業員向けのラーニング プランの割り当てや追跡ができる管理者オ

プションの詳細については、ソフトウェア アシュアランス ラーニング サイトにアク

セスして [E ラーニング リソース] のユーザーガイドを参照してください。 

ここに掲載された内容は、情報提供のみを目的としています。明示、黙示または法令によるものに関わらず、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。© 2014 Microsoft Corporation. 無断複写・転載を禁じます。 

http://onlinelearning.microsoft.com/subscriptionactivation
http://onlinelearning.microsoft.com/subscriptionactivation
https://onlinelearning.microsoft.com/administration
https://login.live.com/
http://www.microsoft.com/learning/sa-vl-catalog/savldefault.aspx
http://www.microsoft.com/learning/en-us/software-assurance-benefits.aspx

