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サーバーおよびクラウド加入契約 (SCE) 

サーバーおよびクラウド加入契約 (SCE) は、Microsoft Enterprise Agreement に基づく加入契約で、お得意様はこの加入契

約により、マイクロソフトの 4 つの主要なサーバーおよびクラウド テクノロジの 1 つ以上で広範な標準化を図ることができ

ます。SCE コンポーネントを全社規模でご契約いただくことで、クラウドに最適化された新しいライセンス オプションやシン

プルなライセンス管理、最適な価格や条件などのさまざまな特典をご利用いただけます。 

クラウド対応 

SCE には、最もお得な Microsoft Azure の料金、クラウドへのアプリケーションのライセンス モビリティ、System Center 

で Azure のリソースを管理する新しい特典が用意されています。また、ブスクリプションのオプションも用意されているた

め、ワークロードの廃止、統合、クラウドへの統合の際の柔軟性が向上しています。 

標準化と簡略化 

SCE は、コア インフラストラクチャ加入契約 (ECI) とエンタープライズ アプリケーション プラットフォーム加入契約 

(EAP) に代わるもので、マイクロソフトのサーバーおよびクラウド テクノロジ全体について 1 つの加入契約で対応できるよ

うになっています。この契約を締結すれば、製品およびサービスの標準化されたセットによりシンプルなライセンスを利用でき

るだけでなく、さまざまな展開方法に対応した最新のテクノロジと特典を利用することができます。 

コストの削減と特典 

SCE は、新規のライセンス、ソフトウェア アシュアランス、Azure に対する割引をはじめ、サーバーおよびクラウド製品を

対象とした最適な価格と特典を提供します。購入数量の多いお客様には、無制限の技術サポートなどのプレミアム特典もご利用

いただけます。 

 ライセンス＆ソフトウェア アシュアランス製品は 15% 引き*。 

 ソフトウェア アシュアランス製品は 5% 引き*。 

* 上記の割引率 (%) はマイクロソフトの出荷価格に対する割引率です。お客様のご購入価格および割引率は販売店によって決

定されますので、販売店にお問い合わせください。 

 永続的ライセンスのほかにサブスクリプションの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 Azure の仮想マシンと

リソースを追加コストなしで使用でき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。 

サーバーおよびクラウド加入契約のしくみ 

この加入契約を締結するには、インストール ベースの全体契約または Azre の年額コミットメントで以下の 4 つの SCE の

コンポーネントの 1 つ以上を採用していただく必要があります。 

 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 

 Microsoft Azure 
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また、以下も必要となります。 

 Enterprise Agreement: Enterprise Agreement を締結する必要がありますが、SCE を締結す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

利用するか、ライセンスを再度購入してソフトウェア アシュアランスを追加することができます。 

 契約期間中に追加購入するライセンスの場合、ライセンス＆ソフトウェア アシュアランスに対して追加の割引が適用され

ます。 

利用可能なソフトウェアとクラウド サービス 

SECを通じて、製品のグループを購入し、追加の割引を受けることができます。また、ソフトウェア ライセンスとクラウド サ

ービスを個別に発注することもできます。 

インストール ベース全体の契約により購入可能なエンタープライズ製品と、通常そのような契約を必要としない追加購入製品

およびエンタープライズ クラウド サービスは区別されています。 

以下の製品をご利用いただけます。 

コア インフラストラクチャ 

 CIS Datacenter 

 CIS Standard 

 CIS Datacenter および/または Windows Server* 

 CIS Datacenter および/または System Center* 

 CIS Standard および/または Windows Server*  

 CIS Standard および/または System Center* 

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。 

*これらの SKU は、継続的なソフトウェア アシュアランスが付属しているコンポーネント ライセンスに使用されます。 

最小発注要件 

CIS Suites Standard または Datacenter (いずれかのエディションまたは両方の組み合わせ) を 400 コア ライセンスまた

はそれ以上購入する必要があります。 

アプリケーション プラットフォーム 

SQL Serve 製品ファミリ 

 SQL Server CAL 

 SQL Server Enterprise コア ライセンス 
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 SQL Server Standard コア ライセンス 

 SQL Server Standard サーバー ライセンス 

BizTalk Server 製品ファミリ 

 BizTalk Server Enterprise コア ライセンス 

 BizTalk Server Standard コア ライセンス 

 BizTalk Server Branch コア ライセンス 

SharePoint Server プロダクト ファミリ 

 SharePoint Server 

最小発注要件 

最低発注数が 50 コアに必要な SQL コアライセンス数量、または ５ つの SQL サバーエディションと 250 のCAL のライ

センスの購入を行う必要があります。 

SCE を通じて BizTalk のライセンス取得をする場合は、BizTalk の任意のエディションによる 24 コア以上を追加で購入す

る必要があります。 

SCE を通じてSharePoint のライセンス取得をする場合は、SharePoint Server を 5 サーバー以上を追加で購入する必要が

あります。 

他のアプリケーション プラットフォーム製品ファミリの購入を有効にするには、SQL Server 製品ファミリを選択する必要が

あります。 

開発者プラットフォーム 

 MSDN と Visual Studio Enterprise  

 MSDN と Visual Studio Test Professional 

 MSDN と Visual Studio Team Foundation Server CAL  

 MSDN プラットフォーム 

最小発注要件 

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り 20 ライセンス以上を購入する必要が

あります。MSDN サブスクリプションの利用によりライセンスを取得したソフトウェアのユーザーごとにライセンスが必要に

なります 

Microsoft Azure 

 すべての Microsoft Azure クラウド サービス 

最小発注要件 

コア インフラストラクチャ、アプリケーション プラットフォームまたは、開発者プラットフォーム製品を SCE を通して購入

した場合、Microsoft Azure の年額コミットメントは、１ か月につき年額コミットメント 1 ユニット以上または、従量課金

にてご利用いただけます。それ以外の場合は、1 か月につき年額コミットメント 10 ユニット上となります。 

追加購入製品 

SCE コンポーネントとして全社規模の契約が必要な製品を除き、Enterprise Agreement の追加購入製品の一覧に記載されて

いるすべての製品を追加購入製品として追加できます。 

以下の製品を追加購入製品としてご利用いただけます。 

 Visual Studio Pro 
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 SQL Server Enterprise Edition Server (コア以外) ソフトウェア アシュアランス (SA) のみ 

 System Center Datacenter および Standard Edition (Windows Server の展開以外の管理用)。 

これらの製品は、最初に追加、またはSCEの契約期間中の任意の時点で追加できるので、特定のニーズを抱える部署や部門を容

易に実現および維持しつつ、有利なボリューム価格設定や年次支払いオプションを利用できます。追加購入製品には、デバイス 

ベースのライセンス、ユーザー ベースのライセンス、クラウド サービス、プロフェッショナル サービス、および IT 環境を

サポートするその他のライセンス (CAL など) が含まれる場合があります。(CAL およびエンタープライズ IT 環境での使用

の詳細については、「付録 C: Client Access Suite」を参照してください。) サブスクリプションは、オンプレミスの追加購

入製品にはご利用いただけません。 

ソフトウェア アシュアランス 

マイクロソフト ソフトウェア アシュアランスは、24 時間年中無休のサポート、導入計画サービス、トレーニング、および最

新のソフトウェア リリースと独自のテクノロジのすべてを 1 つにまとめたプログラムです。お客様は、マイクロソフトのソ

フトウェアおよびサービスに関するスキル向上と習得期間の短縮に役立つオンライン トレーニングと自宅使用ライセンスによ

り、エンドユーザー様の生産性を高めることができます。IT スタッフがマイクロソフト製品およびサービスを効率的に実装お

よび管理できるようにするため、ソフトウェア アシュアランスでは、技術トレーニングが提供されるだけでなく、新しいソフ

トウェア リリースが利用可能になったら直ちに最新バージョンを利用できます。さらにソフトウェア アシュアランスでは、さ

まざまなクラウドやハイブリッド展開オプションがサポートされており、拡張されたライセンスの権利によって既存のサーバー 

アプリケーション ライセンスを共有データセンターに展開することができます。(ソフトウェア アシュアランス特典について

は、「付録 A: ソフトウェア アシュアランス特典の概要」を参照してください。) 

無制限の技術サポート 

SCE のお客様のみを対象とする無制限の技術サポート特典により、SCE で購入されたコア 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 コンポーネントについて、プレミアのリアクティブ電話サポート サービスを無制限に利用す

ることができます。この特典を利用するには、登録する各コンポーネントの年間のソフトウェア アシュアランス購入額が 

250,000 米ドル 以上でなければなりません。また、プレミア サービス契約を締結している必要があります。 

この契約を利用する場合は、(SCE 製品に対するソフトウェア アシュアランスを通じて獲得した) インシデントを、対象製品

のプレミア時間に交換できなくなります。 

サーバーおよびクラウド加入契約（SCE）の加入方法 

SCE に加入するためには、購入を希望する SCE コンポーネントのインストール ベースを特定する必要があります。つまり、

以下を特定する必要があります。 

 お客様のすべての既存のライセンス契約および加入契約で、継続的なソフトウェア アシュアランス付きで展開されている

すべての既存ライセンス 

 継続的なソフトウェア アシュアランスなしで展開 (使用) されているすべてのライセンス 

 SCE の締結時に追加を希望するライセンス 

次に、このすべてのライセンスにソフトウェア アシュアランスを適用する必要があります。ソフトウェア アシュアランス付き

のライセンスは、SCE ではソフトウェア アシュアランスのみとして更新されます。 

現時点でソフトウェア アシュアランスなしで展開するの場合は、以下の 2 つのオプションがあります。 

 これらのワークロードについてライセンスを取得するためのサブスクリプション SKU を追加する 

 これらのワークロードについて契約締結時に新しいライセンス＆ソフトウェア アシュアランス SKU を追加する。 
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コア インフラストラクチャ コンポーネントを取得する場合は、展開するすべての Windows Serverについて System 

Center のライセンスも取得している必要があります。つまり、展開するすべての Windows Serverについて、CIS SKU のラ

イセンスを取得する必要があります。これは、サブスクリプション ライセンスを購入する、または新しいライセンス＆ソフト

ウェア アシュアランスを追加することによって行うこともできます。Windows Server または System Center の有効なソ

フトウェア アシュアランス (両方ではなくいずれか) をお持ちの場合は、"CIS without" SKU を購入できます。これには、両

方の製品のソフトウェア アシュアランスと、保有していない製品のライセンスが含まれています。 

サーバーおよびクラウド加入契約でのサブスクリプション 

サブスクリプションは、SCE の適用要件への対応と新しいライセンスの展開時の両方において柔軟性を提供します。契約締結

時、または新しい展開において、継続的なソフトウェア アシュアランスが適用されていないライセンスに対応するためにサブ

スクリプションを購入できます。 

サブスクリプションの柔軟性により、以下が実現されます。 

 SCE 締結時に初期費用が削減される 

 新しいライセンスの購入オプションが増加する 

 ワークロードの廃止時、統合、またはクラウドへの移行の際に、ライセンス数を年単位で削減できる 

サブスクリプションの最小契約期間は 12 か月です。ただし、お客様が更新を希望しない場合、またはライセンスの購入を希

望される場合は、買取価格が適用され、この価格は 3 年目の補正発注価格と同じ価格になります。サブスクリプション SKU 

は、月次サブスクリプション ユニット (MSU) を介して購入でき、同じ SCE に永続的ライセンスと共に含めることができま

す。 

SCE における Azure 

SCE では Azure を以下の 2 つの方法で購入できます。 

 Azure は、他の 3 つの SCE コンポーネント (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) のいずれかを取得すると、自動的に利用できるようになります。お客様は、マイクロソフトから

機能を有効にするための e メールを受信します。これは、Azure の年額コミットメントを購入する必要のない、Azure 

サービスをプロビジョニングするためのものです。 

 Azure の年額コミットメントは、他の ３ つの SCE コンポーネントの取得なしで、利用することが可能です。 

オンプレミスでサーバー テクノロジを展開しているお得意様の場合、Windows Server および System Center、SQL 

Server または開発ツールについてインストールベースで SCE を締結すると、これらのテクノロジの 1 つ以上で標準化を図

ることができます。Azure を事前に契約する必要はありません。一部のワークロードをクラウドに移動する準備ができたら、

Azure の使用を直ちに開始できます。請求は、使用量に応じて四半期ごとに行われます。 

Azure のみの SCE を締結することもできます。つまり、他の 3 つの SCE コンポーネントをいずれも契約せずに  Azure 

のみを購入することになります。この場合の Microsoft Azure の年額コミットメントの発注は、1 か月につき年額コミットメ

ント 10 ユニット以上となります。3 年契約を締結する必要がありますが、年単位で契約内容を増減することができます。 

SCE を通して Microsoft Azure を購入される客様は、契約終了後も従量課金にて Azure をご利用いただくことが可能です。 

クラウド管理特典 

コア インフラストラクチャ コンポーネントを取得すると、追加ライセンスを取得することなく、System Center を使用して 

Azure 仮想オペレーティング システム環境 (VOSE) を管理することができます。もちろん、ワークロードを Azure に移行

する際に、ライセンス モビリティを使用して既存のライセンスをクラウドに移行できますが、この特典では、追加ライセンス

を購入せずに新しい展開を管理することもできます。 
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対象となる Azure VOSE インスタンスは次のとおりです。* 

 Windows 仮想マシン インスタンス 

 クラウド サービス インスタンス (Web ロールおよびワーカー ロール) 

 ストレージ アカウント 

 SQL データベース 

 Web サイト インスタンス 

サーバーおよびクラウド加入契約プログラムの詳細 

価格 

ボリューム ライセンスの価格設定の原則 

SCE ではライセンス単位の年間価格を採用しているため、予算の予測が可能であり、ソフトウェア テクノロジにかかわるコス

トを最長で 3 年先まで予測することができます。初回発注に基づく支払いは、年 1 回、SCE の契約応当日に行います。契約

期間中にソフトウェア ライセンス、Azure サービスまたはサブスクリプションを追加した場合、ライセンスあたりのコストは

同じままか、プログラムのボリューム価格レベルより低くなる場合があります。 

ボリューム価格 

加入契約の開始時点に階層型のボリューム ディスカウント構造によって価格が設定されるので、購入の規模が大きいほど個々

のライセンスに対して支払う金額を低く抑えることができます。同様に、Azure サービス容量について初回契約を上回る追加

を行う場合は、適用される単位あたりの価格はより安価になります。 

年額払い 

契約時に購入した製品およびサービスの支払いは、年次契約応当日に対応する 3 年の分割払いにすることができます。これ

は、EA のソフトウェア アシュアランスの特典で、手数料のかからないオプションの支払い条件として提供されます。 

マイクロソフト ファイナンシング 

マイクロソフト ファイナンシングは、IT の購買力を拡大し、簡単で柔軟性のある手頃な支払いプランによってキャッシュ  

フローの改善に役立ちます。マイクロソフト ファイナンシングはすべての EA 購入に適用でき、お客様のビジネス要件に合わ

せて支払い方法を調整することができます。 

マイクロソフト ファイナンシングを利用すれば、以下のような柔軟な支払いオプションから選択し、ニーズに合わせて支払い

プランをカスタマイズできます。 

 月ごと、四半期ごと、半年ごとの分割払い – 12 か月 ～ 60 か月にわたって低額の均等分割払いを行うことで、多額の先

行投資を回避し、支払いを予測することができます。 

 据置払い – 初回の支払いを最大 6 か月据置くことで、直ちに展開を開始し、IT 投資によるメリットを実現できます。 

お支払いは予算が準備できてからで構いません。 

 不均等払い – 支払いを段階的なテクノロジの展開に合わせることで、より戦略的にキャッシュフローを管理できます。 

最初は支払い額を低く設定して、展開が進むにつれ支払い額を増やし、同時に従来のテクノロジを徐々に減らします。 

マイクロソフト ファイナンシングにより、以下が可能になります。 

 予算、キャッシュ フロー、または展開スケジュールに合わせた支払い方法を利用してソフトウェアを購入する。 

 通常の予算サイクル外で、任意の時点で新しい製品、アップグレード、またはコンサルティング サービスを既存契約に追

加する。 
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 マイクロソフト以外の製品を含む、ソフトウェア、サービス、およびハードウェア ソリューションを対象とした、トータ

ルなソリューション ファイナンシングを利用する。 

注: マイクロソフトはマイクロソフト ファイナンシング プログラムの下で第三者の融資提供業者を利用して、特定の国の融資

が承認されたお客様にマイクロソフト ファイナンシングを提供しています。マイクロソフト ファイナンシングの詳細について

は、www.microsoft.com/financing. を参照してください。 

契約応当日: 年次調整 

SCE の契約期間中、追加のソフトウェアおよびオンライン サービスを展開し、年次調整プロセス (補正発注) を通じてこれら

の変更内容を申請することができます。 

年に一度、SCE のライセンス、サブスクリプションおよびサービスを調整して、過去 12 か月間に追加した内容を申請する必

要があります。この作業が結果的に、年間を通じて組織が追加または使用したすべてのソフトウェア ライセンス、サブスクリ

プションまたはオンライン サービスを調整する発注 (またはお客様が提出する補正報告) となります。年次調整発注 (または

補正報告) は、加入契約応当日の 60 ～ 30 日前までに行う必要があります。これによりマイクロソフトは、年次請求書を発

行する前に、お客様によるライセンスの移行またはライセンス数の削減の内容を確認することができます。(詳細については、

『Enterprise Agreement 補正発注ガイド』を参照してください。) 

他の加入契約の SCE への更新 

SCE は、コア インフラストラクチャ加入契約 (ECI)、アプリケーション プラットフォーム加入契約 (EAP)、および 

Microsoft Azure Enrollmentに代わるものです。これらの契約のいずれかが満了する際には、SCE がお客様のニーズに合って

いるかどうかを慎重に評価することが重要です。 

EAP を保有している場合の更新に関する考慮事項 

期間が満了する EAP をお持ちのお客様は、SQL Server、Visual Studio、BizTalk Server および SharePoint Server の全社

規模の契約を SCE で継続できます。割引の標準化と簡略化により、価格面で若干の変更が生じる場合があります。 

ソフトウェア アシュアランスが新たに 5% 割引*になります。また、主要コンポーネントのライセンス＆ソフトウェア アシ

ュアランス全体に 15% の割引*が適用されます。この割引はすべての製品エディションで標準化され、エンタープライズ加入

契約で提供される割引と一致しています。 

* 上記の割引率 (%) はマイクロソフトの出荷価格に対する割引率です。お客様のご購入価格および割引率は販売店によって決定され

ますので、販売店にお問い合わせください。 

注: EAP で提供されていたソフトウェア アシュアランス 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ます。 

ECI を保有している場合の更新に関する考慮事項 

加入契約の有効期間中は、これらの変更が ECI のお客様に影響を及ぼすことはありません。SCE を通じて Core 

Infrastructure Suite (CIS) を全社規模でご契約いただくことで、ECI のお客様には、最適な価格設定、新しいサブスクリプ

ション オプション、新しい Microsoft Azure の特典、最新のテクノロジが提供されます。System Center Azure 管理権限

や、無制限のサポートを受ける資格などの新しい特典もあります。SCE では、Core Infrastructure Suite (CIS) Standard お

よび Datacenter (SE と DC) のソフトウェア アシュアランスは 5% 割引*、ライセンス＆ソフトウェア アシュアランスは 

15% 割引き*になります。これらの割引は、SCE プログラム以外で CIS SKU 向けに提供される割引と併用できます。 

* 上記の割引率 (%) はマイクロソフトの出荷価格に対する割引率です。お客様のご購入価格および割引率は販売店によって決定され

ますので、販売店にお問い合わせください。 

 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/how-to-buy/financing.aspx
http://download.microsoft.com/download/0/C/2/0C25F556-6FF5-4E71-A8D5-A07060B46E6B/Enterprise_Agreement_True-up_Guide.pdf
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CIS により環境の一部だけをカバーしたい場合は、他のボリューム ライセンス プログラムをご利用ください。専用の契約を

結んだり、最小単位を満たしたりしなくても、ごく簡単に実現できます。既存の ECI は、Select Plus*、あるいは EA エンタ

ープライズ加入契約の追加購入製品など、他のプログラムの CIS SKU に更新できます。 

* 2016 年 7 月 1 日以降、マイクロソフト製品/サービス契約 (MPSA) が提供されている市場では*、一般企業のお客様は、

次の契約応当日から既存の Select Plus 契約を通じて新規購入を行うことや、ソフトウェア アシュアランスを更新することが

できなくなります。今回の販売終了は、公共機関および教育機関のお客様向けの Select Plus 契約へは適用されません。詳細

は、www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/licensing-programs/select.aspxにてご確認ください。 

サーバーおよびクラウド加入契約の管理 

SCE での 1 つ以上のコンポーネントの契約 

SCE に加入するためには、基本契約 (MBSA) および Enterprise Agreement を締結の上、SCEを追加します。SCE は、EA 

に基づく 1 つ以上のコンポーネントに対応できます。複数のコンポーネントを全社規模で契約する場合、1 件の SCE 契約で

対応することができます。また、SCE の契約期間中、追加のコンポーネントを契約することができます。 

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。 

製品およびクラウド サービスの追加 

SCE の契約期間を通して、マイクロソフトのソフトウェアおよびクラウド サービスのライセンスを以下の 2 つの方法で調整

できます。 

 SCE 契約期間中に購入された製品のライセンスを追加する必要がある場合は、次の契約応当日に年次調整プロセス (補正

発注) を通じてこれら変更内容を申請することができます。 

 新しい製品またはクラウド サービスが必要な場合は、契約期間中の任意の時点でマイクロソフトのリセラーを通して発注

することができます。 

ソフトウェア資産管理 

ソフトウェア資産管理 (SAM) は、コスト管理と組織全体のソフトウェア投資の最適化に役立つ、業界のベスト プラクティス

です。継続的な計画を通じて管理される SAM を使用すると、保有している内容、実行している場所、および冗長性が存在す

る可能性があるかどうかを容易に識別できます。マイクロソフトは、SAM プラクティスを確立または改善するために使用でき

る複数のリソースを提供しています。 

マイクロソフトの SAM サイトには、SAM 最適化キットが用意され、展開の検出に役立つ複数の SAM セルフサービス ツー

ルへのリンクや、専門家によるソフトウェア資産管理計画の改変と実装を希望する場合に直接問い合わせることができるマイク

ロソフト認定 SAM パートナーの一覧が掲載されています。(詳細については、マイクロソフト ソフトウェア資産管理 Web 

サイトを参照してください。) 

CAL の追跡管理 

Microsoft Assessment and Planning (MAP) Toolkit は、Windows Server、Exchange Server、SQL Server、SharePoint 

Server および System Center Configuration Manager といったサーバー製品の使用状況に関するレポートを提供する IT 

ベースの Software Usage Tracker 機能を備えています。 

この自動化されたソフトウェア資産管理関連機能は、マイクロソフト ボリューム ライセンスのお客様による使用を目的として

います。Software Usage Tracker では、実際のサーバーの使用状況を把握できるため、購入した CAL との比較や補正発注

https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/licensing-programs/select.aspx
http://www.microsoft.com/Ja-jp/sam/
http://www.microsoft.com/Ja-jp/sam/
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および契約更新について検討する際に役立ちます。(CAL の詳細については、「付録 C: Client Access License Suite」を参照

してください。MAP Toolkit の詳細については、/www.microsoft.com/ja-jp/evalcenter/を参照してください。) 

製品のフルフィルメント VLSC 

ボリューム ライセンス サービス センター (VLSC) を使用すると、マイクロソフト ボリューム ライセンスのお客様は、ライ

センス情報の確認、マイクロソフト ソフトウェアのダウンロード、ボリューム ライセンスの特典およびサブスクリプションの

管理を 1 つの場所で行うことができます。 

VLSC のライセンス ダッシュボードには、サイト アラートの通知領域、ボリューム ライセンス ニュースとお知らせのセク

ション、および主なタスクへのリンクがあります。VLSC では、以下を使用して SCE による購入を管理することができます。 

 ライセンスの概要と契約一覧で構成されるライセンス情報。 

 ライセンスの概要: VLSC を使用して、プログラムおよび契約全体の現行および過去のマイクロソフト ライセンス ステー

トメントを参照できます。 

 契約一覧: VLSC では、ユーザーのプロファイルに関連付けられたすべてのボリューム ライセンス契約を表示するレポー

トを利用できます。サービス、連絡先担当者、ライセンス、および発注に関するさらなる詳細を参照することもできます。

契約一覧には、VLSC へのアクセス時にユーザーの Microsoft アカウント (旧 Windows Live ID) に関連付けられたすべ

てのボリューム ライセンス ID がまとめて表示されます。 

 ダウンロード: ダウンロード速度の向上とシンプルで安全なユーザー インターフェイスにより、ライセンスの利用資格に

応じて適切な製品を VLSC を使用してより簡単かつ安全に見つけることができます。 

 プロダクト キー: VLSC では、Windows オペレーティング システムのプロダクト キーを簡単に要求できます。また、

マイクロソフトのライセンスを取得したすべての製品のボリューム ライセンス キーを取得したり、テクニカル サポート

にアクセスしたりすることもできます。 

 ソフトウェア アシュアランス特典の要約: ユーザーのプロファイルに関連付けられたすべての契約で利用可能なソフトウ

ェア アシュアランス特典を参照できます。ソフトウェア アシュアランス特典の要約には、すべての契約にわたる特典、未

使用の特典、まだ有効化されていない特典の合計数が表示されます。 

 オンライン サービス: Microsoft Online Services サブスクリプションとその管理方法に関する詳細情報にアクセスできま

す。 

 サブスクリプション: Microsoft Developer Network (MSDN) および TechNet サブスクリプションの詳細および管理ツ

ールにアクセスできます。 

 ヘルプ: VLSC サイトに関する情報、FAQ、およびサポート センターの問い合わせ先情報にアクセスできます。 

クラウド サービスの管理 

管理プロセスは、今後のクラウド サービスに対応するために変更される可能性がありますが、現時点でマイクロソフトのクラ

ウド サービスを管理する基本的な方法は 2 つあります。 

 Microsoft Azure エンタープライズ ポータルを使用すると、アカウントの管理、さまざまな Microsoft Azure サービス

のルールや設定の構成、およびレポートの生成を行うことができます。 

 Microsoft System Center を使用すると、パブリックとプライベートの両方のマイクロソフト クラウド実装を管理できま

す。System Center の包括的な管理機能を使用すると、従来の物理サーバーから仮想化サーバー、仮想マシン、実行中の

ワークロードおよびサービス ベースのクラウド コンポーネントまで、IT インフラストラクチャのスタック全体を監視お

よび管理することができます。 

 

https://www.microsoft.com/ja-jp/evalcenter/
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ソフトウェア アシュアランスの使用 

最新の Windows Enterprise Edition ソフトウェアのダウンロードや、年中無休 (24 x 7) の技術サポートの利用、従業員に

対する Office トレーニングの実施を希望する場合は、ボリューム ライセンス サービス センター (VLSC) を通じて特典の使

用手続きを行う必要があります。 

VLSC にサインインしたら、使用する具体的な特典ごとの手順に従います。各特典の有効化および使用手順は、ソフトウェア 

アシュアランス Web サイトに掲載されています。(詳細については、ソフトウェア アシュアランス Web サイトを参照して

ください。) 

Premier サポートの使用 

Premier サポートでは、加入契約の期間を通して年単位で割り当てられるサポート サービスが提供されます。Premier サポ

ートには補正発注の概念はなく、特定のレベルのサービスを追加するには、必要に応じて追加時間を購入することになります。

Premier サポートを使用する場合は、割り当てられているマイクロソフト サービス担当者に連絡します。 

Enterprise Strategy サービスの使用 

Enterprise Strategy Program (ESP) では、マイクロソフト製品条項で説明されているように、EA の契約期間を通して年単

位で割り当てられるマイクロソフト エンタープライズ アーキテクトやその他のサービスを使用することができます。3 種類

のサービス (Connect、Foundation、および Portfolio) がありますが、ESP には補正発注の概念はありません。その代わ

り、Capacity Add-On オプションを通じて追加の提供能力を購入することができます。 

http://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/licensing-programs/software-assurance-default.aspx
https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/product-licensing/products.aspx
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リソース 

オンライン管理ツールおよび情報 

指定された組織のメンバーが、SCE の機能を利用し管理するための次のオンライン ツールをご利用になれます。 

 ボリューム ライセンス サービス センター (www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/): ボリューム ライセンス 

サービス センターを使用すると、ライセンスを取得した製品のダウンロード、プロダクト キーへのアクセス、ボリューム 

ライセンス契約の管理、およびライセンスの取得を、すべてオンラインの 1 つの場所で行うことができます。 

 ソフトウェア アシュアランス特典 (www.microsoft.com/softwareassurance): ほとんどの特典はボリューム ライセン

ス サービス センター (VLSC) を通じてアクセスすることができます。ソフトウェア アシュアランスの Web サイトに

は、最初にお客様に必要な情報が用意されています。 

注: マイクロソフト クラウド サービスのサブスクリプションを取得すると、オンラインの管理および監視ツールを使用できま

す。上記の「クラウド サービスの管理」を参照してください。 

SCE の購入、更新および SCE への追加 

SCE における製品とサービスの購入、更新、および追加については、マイクロソフトの認定を受けたライセンシング ソリュー

ション パートナー (LSP)にお問い合わせください。 

 ライセンシング ソリューション パートナー (LSP) 

http://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/how-to-buy/LSP.aspx 

 マイクロソフト ボリューム ライセンス コールセンター (VLCC) 

電話番号： 0120-737-565  (9:00-17:30 土日祝日、弊社指定休業日を除く) 

教育機関および公共機関 

教育機関および公共機関機関のお客様は、上記以外にも追加のパートナー様や価格上のメリットが得られるボリュームライセン

ス プログラムをご利用になれます。詳細については、マイクロソフト ボリューム ライセンス Web サイトを参照してくださ

い。 

各国情報 

特定の国や地域のボリューム ライセンスのオファリング情報は、www.microsoft.com/ja-jp/licensing/worldwide にてご確

認いただけます。 

詳細情報の参照先 

Microsoft ボリューム ライセンス: www.microsoft.com/ja-jp/licensing 

Microsoft Enterprise Agreement: www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/licensing-programs/enterprise 

Microsoft Online Services: www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/product-licensing/online-services 

ソフトウェア アシュアランス: www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/ 

マイクロソフト ボリューム ライセンス サービス センター: www.microsoft.com/ja-jp/licensing/existing-customer/vlsc-

training-and-resources 

マイクロソフト ファイナンシング: www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/how-to-buy/financing 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/licensing-programs/software-assurance-default.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/how-to-buy/LSP.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/worldwide.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing
https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/licensing-programs/enterprise.aspx
https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/product-licensing/online-services.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/software-assurance/default.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/existing-customer/vlsc-training-and-resources.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/existing-customer/vlsc-training-and-resources.aspx
https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/how-to-buy/financing.aspx
https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/how-to-buy/financing.aspx
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付録 A: ソフトウェア アシュアランス特典の概要 

以下の表は、自社運用ソフトウェアで利用可能なソフトウェア アシュアランス特典の概要を、種類別 (新製品、展開、トレー

ニング、サポート、および特定の用途向けの特典) に示したものです。これらの特典は、Enterprise Agreement の下で購入

したライセンスの数量と種類 (Windows、Server、Office など) によって異なる場合があります。 

特典 説明 利用資格の概要 

新製品   

アップグレードの権

利 

ソフトウェアの最新バージョンが提供され

るため、最新のテクノロジを利用できま

す。 

ソフトウェア アシュアランスの対象となるライ

センスはすべて最新バージョンにアップグレー

ドできます。 

利用可能なステップ 

アップ ライセンス 

下位エディションから上位エディションへ 

(例: Office Standard から Office 

Professional Plus へ)、低価格で移行でき

ます。 

ステップアップ ライセンスを取得するには、対

象となる下位の製品のライセンスが必要です。

最新の詳細については、マイクロソフト製品条

項をご覧ください。 

導入   

導入計画サービス マイクロソフト パートナーによる構造化

された計画サービスを提供することによ

り、マイクロソフトのアプリケーション、

システムとサーバー製品、およびクラウド 

サービスの効率的な導入を可能にします。 

ソフトウェア アシュアランスの対象となる 

Office アプリケーション、CAL Suite、および

サーバー製品の数量に応じた日数の計画サービ

スを受けることができます。 

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 

既存のライセンスを認定サービス プロバ

イダーのサーバー ファームに割り当てる

ことで、特定のサーバー アプリケーショ

ン ライセンスを自社運用またはクラウド

で展開できるようにします。 

対象サーバー アプリケーション製品のソフトウ

ェア アシュアランスを移動する場合、ライセン

ス モビリティを利用することができます。 

トレーニング   

トレーニング受講券 IT 技術者および開発者を対象に教室形式

の詳細な技術トレーニングを提供します。 

ソフトウェア アシュアランスの対象となる 

Office ライセンスや Windows オペレーティ

ング システム ライセンスの数量に応じた日数

のトレーニングを受けることができます。 

E-Learning インターネットまたはイントラネット経由

で、エンド ユーザーを対象に自己のペー

スで学習できる対話型トレーニングを提供

します。 

ソフトウェア アシュアランスの対象となる正規

ライセンス (Word、Windows OS など) ごと

に、組織内の 1 名が当該製品の E-Learning 

コースを利用できます。 

自宅使用プログラム 自宅のコンピューターでの使用を目的とし

て、低価格でダウンロードできる最新バー

ジョンの Microsoft Office を従業員に提

供します。 

ライセンスを取得した PC またはデバイスのユ

ーザーは、ソフトウェア アシュアランスの対象

となる Office アプリケーション ライセンスご

とに、自宅用として当該製品の 1 つの複製を低

価格で取得できます。 

サポート   

年中無休 (24x7) の

技術サポート 

マイクロソフトのサーバーおよびデスクト

ップ製品について、年中無休 24 時間体制

の電話および Web インシデント サポー

Open License プログラムを除き、ソフトウェ

ア アシュアランス (SA) の対象となるサーバ

ー ライセンスを 1 つ以上保有している場合、

http://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/product-licensing/products.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/product-licensing/products.aspx
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トを提供します。 無償の電話サポート インシデント 1 つに加

え、SA の対象となるサーバー製品向けに無制

限の Web サポートを受けることができます。

また、システム SA とアプリケーション SA の

購入額 200,000 米ドルごと、およびサーバー 

SA と Client Access License SA の購入額 

20,000 米ドルごとに、追加の電話サポート イ

ンシデントを利用できます。 

延長ホットフィック

ス サポート 

標準の製品サポートが終了した後も、お客

様のインシデントごとに特定の製品の修正

プログラムを提供します。 

通常延長サポート契約の一環として請求される

年間利用料は免除されますが、この特典を利用

するには、関連する製品群のソフトウェア アシ

ュアランスと Premier サポート契約の締結が

前提条件になります。 

特定の用途向けの 

特典 

  

障害復旧を目的とす

るコールド バックア

ップ 

障害復旧用にオフライン ("コールド") バ

ックアップとして使用するサーバーのライ

センスを提供します。 

ソフトウェア アシュアランスおよび関連 CAL 

の対象となる正規のサーバー ライセンスごと

に、障害復旧を目的として "コールド" サーバ

ーでソフトウェアの 1 つのインスタンスを実行

することができます。 

エンタープライズ  

ソース 

ライセンス プログラ

ム 

社内での開発やサポート用に Windows 

ソース コードへのアクセスを提供しま

す。 

この特典を利用するには、購入したすべてのシ

ステム製品群についてソフトウェア アシュアラ

ンス (SA) を保有している必要があります。ま

た、SA の対象となるデスクトップが 1,500 

台以上必要です。 

年額払い ライセンスおよびソフトウェア アシュア

ランスの支払いは、3 年間の均等な分割払

いとなります。 

Open License を除くすべてのボリューム ライ

センス プログラムで利用できます。 
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付録 B: Enterprise Agreement の構造 

Enterprise Agreement の構造 

Enterprise Agreement は、MBSA (Microsoft Business and Services Agreement)、

Enterprise Agreement  、および Enterprise Agreement 加入契約という 3 つのコン

ポーネントで構成されています。MBSA は、Enterprise Agreement を含む複数のマイ

クロソフト ボリューム ライセンス プログラムと、サービス使用条件を対象としていま

す。Enterprise Agreement に基づいて締結されたすべての加入契約に Enterprise 

Agreement が適用されます。各加入契約には、その加入契約に基づいて提供される特定

のサービスにのみ適用される契約条件が含まれ、発注、支払い、および価格に関する条件

の概要が記載されます。この契約の構造の目的は、準拠する一般的な契約条件には一度だ

け署名し、加入契約を通じて追加ライセンスを購入する際に契約条件について再交渉する

必要をなくすことで、ライセンス契約プロセスを簡素化することです。 

契約のコンポーネント 

MBSA は必須の契約です。これは、マイクロソフト ボリューム ライセンスおよびサービス契約に共通の契約条件を定義する

基本契約です。MBSA には、Enterprise Agreement と同時にまたはそれ以前に一度だけ署名していただく必要があります。 

Enterprise Agreement は、すべての加入契約に適用されるライセンス条件を定義します。Enterprise Agreement 加入契約

には、お客様の組織が Enterprise Agreement の下で製品のライセンスを購入するために必要な基本情報が規定されます。こ

こでは、購入要件、発注規則、請求オプション、および価格に関する条件が定義されます。また、ライセンス契約の期間、製

品、および加入契約で全社規模での購入契約が必要かどうかなど、購入に関する詳細情報が定義されます。さらに、加入契約関

連会社、含まれる関連会社、加入契約固有の連絡先担当者、およびライセンシング ソリューション パートナー (LSP) が特定

されます。 

追加の文書 

2015 年 7 月から、製品使用権説明書と製品表の代わりに 「製品条項」という新しいドキュメントが提供されるようになりまし

た。製品条項には、プログラムの契約条件のほか、マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラム (Microsoft Online 

Subscription および Cloud Solution Provider プログラムを除く) を通じてソフトウェアやオンライン サービスのライセンス

を購入する方法や、同プログラムでライセンスを取得したソフトウェアを展開および使用する方法についての、あらゆる条件が

含まれています。オンライン サービスの展開および使用方法については、引き続きオンライン サービス条件 (OST) で確認で

きます (最新の製品条項は www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/product-licensing/products を参照してください)。 

 

Microsoft Business and  

Services Agreement 

 

Enterprise Agreement 

 

サーバーおよびクラウド加入契約 

エンタープライズ加入契約 

https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/product-licensing/products.aspx
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付録 C: Client Access License Suite 

Client Access License (CAL) は、特定のマイクロソフト サーバー ソフトウェアへのアクセスを許諾するライセンスです。

CAL は、マイクロソフト サーバー ソフトウェア ライセンスと組み合わせて使用され、そのサーバー ソフトウェアのサービ

スへのアクセスおよび利用をユーザーおよびデバイスに許可します。CAL のライセンスを取得するときは、以下の点に注意し

てください。 

 マイクロソフトでは、Core CAL Suite (Core CAL) と Enterprise CAL Suite (ECAL) の 2 種類の CAL (Client Access 

License) Suite を用意しています。これらの CAL Suite は、さまざまなサーバー製品およびオンライン サービスに対す

るアクセス権を提供するものです。EA を通じて CAL Suite のライセンスを取得する場合は、全社規模の契約となりま

す。 

 Enterprise CAL Suite には、Core CAL Suite のすべてのコンポーネントと、他の CAL Suite コンポーネントが含まれて

います。(CAL Suite コンポーネントについては、下の表を参照してください。)*  

 Enterprise CAL Suite は、直接購入することも、Core CAL Suite からのステップアップという形で入手することもでき

ます。また、EA を通じて CAL Suite を購入した場合はソフトウェア アシュアランスが付属しているので、サーバー製品

の更新時に CAL ライセンスを更新して、ライセンスを適切に調整することができます。**    

 マイクロソフトは、CAL の購入時に、ユーザー単位とデバイス単位の両方のライセンス モデルを引き続き提供します。 

o ユーザー CAL の場合、お客様は、ファイル ストレージや印刷などのサービスを使用するためにサーバーにアク

セスするすべてのユーザーについて CAL を購入します。サーバーへのアクセスに使用するデバイスの数は関係

ありません。ユーザー CAL の購入は、企業の従業員が複数のデバイスや不特定のデバイスを使用して企業ネッ

トワークにローミング アクセスする場合や、組織内のユーザーの数よりもデバイスの数のほうが多い場合に適し

ています。 

o デバイス CAL の場合、お客様は、サーバーにアクセスするすべてのデバイスについて CAL を購入します。サ

ーバーにアクセスするデバイスを使用するユーザーの数は関係ありません。デバイス CAL は、企業の従業員

が、異なるシフト勤務などでデバイスを共有する場合に、経済面および管理面で適しています。 
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*CAL Suite コンポーネントは、新しいマイクロソフト サーバー製品およびサービスの機能をサポートするために更新されます。最新の CAL 

Suite 製品およびライセンス情報については、www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/client-access-license を参照してください。 

**注: CAL を取得するときは、CAL がサーバー ソフトウェアと同じバージョンまたは上位のバージョンである必要があります。つまり、

Windows Server 2012 にアップグレードした場合、2012 Windows Server CAL を取得する必要があります。 

共同作業/コンテンツ管理 

サーバー OS/Active Directory/認証 

IM/プレゼンス/ 
PC 間の音声およびビデオ 

クライアント管理/セキュリティ 

電子メール/予定表/アドレス帳 

ソフトウェア/更新プログラム/資産の管理 

E フォーム/Fast Search/ダッシュボード 

アクセス制御/データ保護 

マルチパーティ会議/ 

オンライン会議 

ユニファイド メッセージング 

/アーカイブ/電子情報開示 

セルフサービス ヘルプ デスク/ 

バックアップと復元/PC 監視 

http://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/product-licensing/client-access-license.aspx

