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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 の下で締結可能な加入契約です。この

加入契約を利用することで、お客様は 1 つ以上のマイクロソフトのサーバーおよびクラウド テクノロジで標準化を図

ることができます。 

SCE に加入するためには、全組織規模で 1 つ以上のコンポーネントを採用していただく必要があります。つまり、

SCE コンポーネント製品のインストール ベースで ソフトウェア アシュアランスの全面的なご契約が必要です。 

System Center の導入環境では Windows Server のインストール ベースで、Core Infrastructure Suite (CIS) を通

じて System Center を全面的にご利用いただきます。全社規模でご契約いただく代わりに、SCE では次のような非常

に魅力的な価値と特典をご利用いただけます。 

• ライセンス＆ソフトウェア アシュアランス (L&SA) 製品は 15% 割引、ソフトウェア アシュアランス 

(SA) 製品は 5% 割引になります。 

• 永続的ライセンスのほかにサブスクリプション ベースのライセンス オプションも用意されており、ワーク

ロードの廃止、統合、クラウドへの移行が必要になった場合の柔軟性が向上しています。 

• Core Infrastructure Suite (CIS) をご契約いただいたお客様には、System Center を使用して Microsoft 

Azure の仮想マシンとリソースを追加コストなしで管理する権利も提供されます。 

• Microsoft Premier Service のお客様には、SQL Server、Windows Server、System Center、BizTalk 

Server、SharePoint Server を対象に、無制限の製品サポートをご利用いただくこともできます。 

• また、多くのアプリケーションのライセンス モビリティを含むすべてのソフトウェア アシュアランス特典

をご利用いただけるので、クラウドへのさらにシームレスな移行が実現されます。 

SCE の主なメリットを教えてください。 

SCE は、マイクロソフトのサーバーおよびクラウド テクノロジを採用するお客様向けに、魅力的で標準化されたライ

センス システムを確立するためのものです。次の 3 つの主要なメリットがそのベースになっています。 

• SCE は、クラウド対応の加入契約であり、柔軟な Microsoft Azure の条件、ソフトウェア アシュアラン

スを通じたクラウドへのアプリケーション ライセンス モビリティ、Azure のリソースための System 

Center の特典およびサブスクリプション オプションが用意されています。これらのメリットが 1 つの加

入契約にパッケージされているため、動的な環境やハイブリッド環境で運用するお客様にこれまで以上の

オプションをご利用いただけます。 

• SCE により、マイクロソフトのサーバーおよびクラウド テクノロジで適切に標準化を行うことができま

す。SCE のお客様は、展開しているすべての環境で、ソフトウェア アシュアランスを通じてマイクロソフ

トの最新のテクノロジや特典を利用できます。 

• 標準化によりライセンスの管理が簡略化されるため、組織の成長に合わせた計画、管理、調整に手間がか

かりません。 

 

 

サーバーおよびクラウド加入契約（SCE） 

よく寄せられるご質問  



マイクロソフトサーバーおよびクラウド加入契約：よく寄せられるご質問 

2018 年 1 月 

SCE を通じて入手可能な製品を教えてください。 

SCE では以下の製品をご利用いただけます。 

 

SCE のしくみについて教えてください。 

SCE に加入するには、以下が必要になります。 

• Enterprise Agreement: Enterprise Agreement (EA) を契約する必要がありますが、SCE の対象とな

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を締結する必要はありません。 

• 年次契約: 対象となる各製品ファミリのインストール ベース全体について、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、プログラム加入時にソフトウェア 

アシュアランス未適用の導入済みライセンスも含まれます。 

SCE のしくみは次のとおりです。 

• 継続的なソフトウェア アシュアランスを取得済み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 アシュアランスを取得していないライセンスの場合、製品の最新バージョンについてサブス

クリプションを利用できます。 

• 契約期間中に追加購入するライセンスの場合、L＆SA に対して追加の割引が適用されます。 

SCE のメリットを利用できるのはどのようなお客様ですか? 

SCE は以下のようなお客様に適しています。 

• 組織全体でマイクロソフトのサーバーおよびクラウド製品で標準化を図ることで、マイクロソフトの最適

な価格を利用したいとお考えのお客様 

• 各製品の最新バージョンを使用したいとお考えのお客様 

• 契約期間を通じて一貫した予測可能な価格設定を利用したいとお考えのお客様 

• 製品に対する永続的な権利の取得とサブスクリプションの利用を柔軟に選択したいとお考えのお客様 

• 保守コストの削減をご希望のお客様 

SCE で複数のコンポーネントについて契約するメリットはありますか? 

所定のコンポーネントを全社規模で契約すると、そのコンポーネントに付属するすべての特典をご利用いただけます。

別のコンポーネントを追加すると、その製品のセットに対する特典が追加されます。1 つの契約でサーバーおよびクラ

ウドのライセンスを簡単に標準化できること以外に、複数のコンポーネントを追加することで「累積」されるメリット

はありません。 

 

コア  

インフラストラクチャ 

アプリケーション 

プラットフォーム 

開発者 

プラットフォーム 
Azure       

ライセンスを取得したすべての 

Windows Server の展開について、

上記のいずれかの SKU を取得する

必要があります 
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ソフトウェア アシュアランスを取得していない既存のライセンスを保有している場合、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ですか? 

ソフトウェア アシュアランスを取得していない展開しているすべての製品のライセンスを全社契約の一部として SCE 

に追加する必要があります。その場合は、サブスクリプションとして追加するか、契約締結時に L&SA として追加する

かを選択することができます。 

製品ごとの最低購入条件を教えてください。 

 

SCE ではどのくらいコストを削減できますか? 

SCE では、ライセンス＆ソフトウェア アシュアランス (L&SA) は 15% 割引、ソフトウェア アシュアランス (SA) は 

5% 割引です。 

SCE の年額コミットメントとは何ですか。そのメリットについても教えてください。 

年額コミットメントでは、対象の Azure サービスや Azure Reserved Virtual Machine Instances の使用料金を前払

いできます。年額コミットメントを購入する場合、2 つのオプションがあります。1 つ目のオプションは、年額コミッ

トメントの前払いを行う方法です。この場合、すべての資金を加入契約の満了日まで利用できます。2 つ目のオプショ

ンは、年額コミットメントを年払いする方法です。この場合、資金は契約応当日から次回の契約応当日まで利用できま

す。年額コミットメントは、すべてのエンタープライズ加入契約を通じて購入できます。これらの年額コミットメント

のオプションを使用することで、対象の Azure サービスや Reserved VM Instances を購入する場合に、予算の予測

可能性と制御性を確保できるというメリットがあります。 

年額コミットメントのしくみを教えてください。 

2017 年 12 月 1 日以降の加入契約の場合、年額コミットメントの一括前払いを行うことができます。 この資金は、3 

年の加入契約期間の満了日まで対象の Azure サービスの使用料金の支払いに利用できます。たとえば、年額コミット

メント 60,000 ドルを前払いした場合、3 年の期間全体を通じてこの資金を利用できます。この例では、最初の年に 

10,000 ドル、2 年目に 20,000 ドル、3 年目に 30,000 ドルを使用するといったことが可能です。これにより、加入

契約期間全体を通じて、年額コミットメントを最大限に柔軟に使用することができます。 

2017 年 12 月 1 日以前に開始する加入契約の場合は、年額コミットメントの年払いを行います。その年額コミットメ

ントは、毎年の加入契約の年度末までに使用する必要があります。たとえば、3 年の加入契約期間中に毎年、年額コミ

ットメント 20,000 ドルの年払いを行い、合計 60,000 ドルを支払うとします。この場合、毎年 20,000 ドルの年額コ

ミットメントが請求されます。その後、加入契約の年度末までに、毎年 20,000 ドルの年額コミットメントを使用する

必要があります。年額コミットメントの未使用分は、翌年度の加入契約に繰り越すことはできません。   
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Azure       

最低発注数は、Core 

Infrastructure Server Suite 

Standard または Datacenter（い

ずれかまたは両方の組み合わせ）

について 400 コアライセンスが必

要です。 

Visual Studio Enterprise および 

MSDN プラットフォームの任意の組

み合わせによる 20 ライセンス 

Azure 年額コミットメントが選択

されたサーバーおよびツール製品の

みに限定され、加入契約バージョン

2016 以降のものである場合、年額

コミットメントの初回発注は、1 か

月についき年額コミットメント 10

ユニット以上です。それ以外の場

合、年額コミットメントの初回発注

は、１か月につき年額コミットメン

ト１ユニット以上です。 

SQL Server: SQL Server コア ラ

イセンス ｘ 50、または SQL 

Server サーバー ライセンス ｘ ５ 

＋ CAL ｘ 250 

Biz Talk: 任意のエディションによ

る 24 コア 

SharePoint Server: 5 サーバー。 

アプリケーション製品を選択した場

合は、SQL Server のライセンスの

取得が必要です。 
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年額コミットメントの支払額を超えて Azure サービスを使用する場合、その超過分はどのように請求され

ますか。   

マイクロソフトから直接請求される場合は、四半期ごとに超過分が請求されます。マイクロソフト パートナーを通じて 

Azure サービスを購入している場合、超過分の請求頻度はマイクロソフト パートナーが決定します。 

既に発生した超過分を支払うために追加の年額コミットメントを購入することはできますか。 

いいえ。追加の年額コミットメントを購入しても、既に発生した超過分の支払いには使用できません。 

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 を使

用して SA のみとして追加することはできますか? 

Enrollment for Application Platform (EAP) で提供されていた Software Assurance Prior L SKU による「据え置き

ライセンス」は、SCE のより柔軟なサブスクリプション オプションに移行されています。 

サブスクリプションと従来の Licenses and Software Assurance (L&SA) の違いを教えてください。 

SCE のサブスクリプション オプションは、全社契約を必要とするコンポーネントについて提供されます。ワークロー

ドを廃止する場合、あるいはクラウドに移行する場合に、サブスクリプション ライセンスの数量を年単位で削減するこ

とができます。選択したコンポーネント内で、3 年間の契約により永続的ライセンスを所有/維持するか、サブスクリプ

ションとしてライセンスを利用するかを選択できます。 

新しいライセンスについてサブスクリプションを購入することはできますか? 

はい、できます。SCE の締結時に追加した、または補正発注時に (展開内容に基づいて) 取得したライセンスを、サブ

スクリプションとして利用するか永続的ライセンス (L＆SA) として取得するかを選択できます。個々のワークロード

の要件に応じて選択することができます。 

System Center および Microsoft Azure の「クラウド管理特典」について教えてください。 

CIS を全社規模で契約すると、SCE を通じてライセンスを取得した Microsoft Azure のリソースを、System Center 

を使用して管理することができます。これにより、SCE で取得した CIS ライセンスごとに、最大 10 の Microsoft 

Azure OS インスタンスを管理できます。 

無制限のサポートの内容を教えてください。 

SCE におけるソフトウェア アシュアランス購入額の最低要件を満たした Premier Service のお客様には、電話による

無制限の技術サポートをご利用いただけます。この特典を受けるには、コア インフラストラクチャおよびアプリケーシ

ョン プラットフォームで利用可能な所定のコンポーネントについて、ソフトウェア アシュアランスを年間で 3,000 万

円購入する必要があります。 

この電話サポートは Premier のお客様を対象としています。この特典は、SCE の対象製品で獲得する 24 時間年中無

休のサポート インシデントに代わるものです。この特典は、Enrollment for Application Platform (EAP) でもしばら

くの間 SQL について提供されていました。実際の最低約定額は、地域によって異なります。詳細については、マイク

ロソフト製品表をご参照ください。 

公共機関のお客様は SCE を利用できますか? 

はい、できます。SCE は企業法人と政府機関のどちらのお客様にもご利用いただけます。ただし SCE は、教育機関の

お客様には提供されません。教育機関のお客様は引き続き EES の教育機関向けサーバー プラットフォーム (ESP) ライ

センス オプションをご利用いただくことになります。ESP は今後も、サーバー ライセンスの簡略化を希望される教育

機関のお客様を対象にサポートされます。 
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SCE の加入方法を教えてください。 

SCE に加入するには、チャネル パートナーまたはマイクロソフト アカウント マネージャーまでお問い合わせくださ

い。 

SCE の詳細については、どこで確認できますか? 

Microsoft.com の Enterprise Agreement ページよりサーバーおよびクラウド加入契約のタブをご覧ください。 

https://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/licensing-programs/enterprise.aspx  
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