
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デスクトップ仮想化ライセンスガイド 

 
拡張されたソフトウェア アシュアランス特典を使用して、 

仮想デスクトップ インフラストラクチャの評価、導入、 

およびサポートを行う方法を説明します。 
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仮想デスクトップ環境のサポート 

Microsoft® ソフトウェア アシュアランスのお客様は、仮想デスクトップ環境を使用するにあたって、さまざ

まなメリットを享受することができます。Windows® Virtual Desktop Access と Office ローミング使用権

を利用すると、仮想デスクトップ環境を使用するメリットをさらに高めて、エンド ユーザーの生産性向上に

つなげることができます。ここでは、この 2 つの特典を一般的な仮想デスクトップ インフラストラクチャの

シナリオに適用する方法、およびこれらのさまざまなソフトウェア アシュアランス特典を活用して仮想デス

クトップや従業員の柔軟性を向上するための方法についてご紹介します。これらの特典は、すぐにご利用

いただけます。 

  

 

ライセンスのシナリオ 

次のライセンス シナリオは、ソフトウェア アシュアランス特典の 

Windows Virtual Desktop Access、および Microsoft Office、

Project、Visio® のローミング使用権を使用する方法を説明して

います。このシナリオは、組織が所有する全 PC にソフトウェア 

アシュアランスが適用されていることを想定しています。 

 

 

シナリオ 1: 標準的なユーザー 

この企業では、ソフトウェア アシュアランスが適用された 100 

台の PC で、VDI 環境にアクセスする必要があります。ただし、

ユーザー数は 80 人で、同時に使用される仮想マシンは 50 

台のみです。 

 

 

 

 

 

Windows OS ライセンスにはすべてソフトウェア アシュアランス

が適用されているため、追加のライセンスは必要ありません。

VDI 経由で Office 仮想イメージにアクセスするすべてのデバ

イス (PC など) に、Office のライセンスが必要です。 

 

 シナリオ 2: シフト制の従業員 

この企業では、ソフトウェア アシュアランスが適用された 100 台の 

PC を所有しており、300 人の従業員が VDI 環境にシフト制でアク

セスします。そのため、常に 150 台の仮想マシンが VDI 経由でア

クセスされている状態です。これらはすべて、企業の IT ネットワー

ク内で使用され、ユーザーによる外部からのローミングはありませ

ん。 

 

 

 

 

 

 

Windows OS ライセンスにはすべてソフトウェア アシュアランス

が適用されているため、追加のライセンスは必要ありません。VDI 

経由で Office 仮想イメージにアクセスするすべてのデバイス 

(PC など) に、Office のライセンスが必要です。 

  

シナリオ 3: 混在したデスクトップ ハードウェア 

この企業では、所有する 100 台の PC と 100 台のシン クライ

アントが VDI を使用しています。同時に使用されるデバイスは 

100 台のみで、Windows Vista® または Windows XP を実行し

ている 100 台の仮想マシンにアクセスします。 

 

 

 

 

 

 

 

100 台の PC には既にソフトウェア アシュアランスが適用されて

いるため、追加のライセンスは必要ありません。100 台のシン ク

ライアントにはソフトウェア アシュアランスが適用されていないた

め、Windows VDA ライセンスが 100 件必要になります。VDI 

経由で Office 仮想イメージにアクセスするすべての PC または

シン クライアントに、Office のライセンスが必要です。 



 

 

Windows Virtual Desktop Access と Office  

ローミング使用権の特典を使用すると、ユーザー

の柔軟性が向上し、組織により多くの価値がもた

らされます。 
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シナリオ 4: 不定期の在宅作業 

この企業では、100 人の従業員が、職場に設置された 100 台のシ

ン クライアントをプライマリ ユーザーとして使用しています。従業

員は時折、在宅で作業し、普段は仕事に使用していない自宅の (従

業員が所有する) PC から VDI 経由で企業内の仮想マシンにアク

セスします。 

 

 

 

 

 

100 台のシン クライアントに対する Windows VDA ライセンスが

必要です。Windows VDA ライセンスには、企業でライセンスを取

得したシン クライアントのプライマリ ユーザーに対する外部ローミ

ング使用権が含まれるため、自宅の (従業員が所有する) PC から 

VDI にアクセスするための追加ライセンスは必要ありません。 

 

企業所有のシン クライアントから VDI 経由で Office にアクセ

スするには、すべてのマシンに  Office のライセンスが必要で

す。ソフトウェア アシュアランスが適用された Office ライセンス

には、企業でライセンスを取得したシン クライアントのプライマリ 

ユーザーに対する外部ローミング使用権が含まれるため、自宅

の (従業員が所有する) PC から Office 仮想イメージにアクセス

するための追加ライセンスは必要ありません。 

 

  

シナリオ 5: 完全な在宅勤務 

この企業では 100 人の従業員が在宅で勤務し、従業員が所有

するデバイスから VDI を経由して企業の仮想マシンにアクセス

します。  

 

 

 

 

 

 

企業所有でない PC の場合、Windows VDA のライセンスを 

100 件取得し、そのライセンスを従業員が所有する PC に割り

当てる必要があります。また、これまでと同様に、VDI 経由で 

Office にアクセスするすべてのデバイスに Office のライセンス

が必要です。 

 

 

 

  

 

 シナリオ 6: ローミング ユーザー 

この企業では 300 人のユーザーが、300 台のシン クライアント

から VDI 環境にアクセスする必要があります。また、この 300 

人のユーザーは、インターネット キオスク端末などの公共のマシ

ン、および自宅の PC から VDI デスクトップや Office アプリ

ケーションにアクセスする必要があります。 

 

 

 

 

 

VDI にアクセスする 300 台のシン クライアントに対し、300 件

の Windows VDA ライセンスが必要です。Windows VDA ライ

センスには、企業でライセンスを取得したシン クライアントのプラ

イマリ ユーザーに対する外部ローミング使用権が含まれるため、

公共マシンや従業員が所有する PC から VDI にアクセスするた

めの追加ライセンスは必要ありません。 

 

企業所有のシン クライアントから VDI 経由で Office にアクセ

スするには、すべてのマシンに Office のライセンスが必要です。

ソフトウェア アシュアランスが適用された Office ライセンスに

は、企業でライセンスを取得したシン クライアントのプライマリ 

ユーザーに対する外部ローミング使用権が含まれるため、公共マ

シンや従業員が所有する PC から Office 仮想イメージにアクセ

スするための追加ライセンスは必要ありません。 

  

シナリオ 7: 契約社員が所有する PC 

この企業では契約社員を 100 人雇用し、この契約社員は 6 か

月ごとに入れ替わります。契約社員は各自が所有する PC から、

VDI 経由で企業の仮想マシンにアクセスします。 

 

 

 

 

 

 

契約社員が所有する各 PC に Windows VDA ライセンスが必

要です。Windows VDA ライセンスは、割り当て後 90 日以降の

再割り当てが永続的に可能であるため、契約社員が所有する 

PC 用の Windows VDA ライセンスは、最初の 100 件のみ購

入します。 

 

同様に、VDI 経由で Office にアクセスするすべてのデバイスに 

Office のライセンスが必要になるため、Office のライセンスも 

100 件必要ですが、これにも 90 日経過後の再割り当て権が含

まれています。 



 

 

ソフトウェア アシュアランスのお客様は、追加コスト

を負担することなく、自分の Windows PC で仮想
デスクトップにアクセスできます。 
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ライセンスのヒント 

VDI に対する Windows と Office のライセンス要件について

検討する場合は、次のルールに注意してください。 

 

VDI にアクセスするデバイス 1 台につき、1 ライセンスが

必要である。 

PC、シン クライアント、またはそれらと同等のデバイスの使

用を検討している場合、VDI 経由で Windows OS にアクセ

スするすべてのデバイスにライセンスが必要です。組織が利

用できるライセンス オプションは、以下の 2 種類です。 

1) ソフトウェア アシュアランス Windows Virtual Desktop 

Access 使用権特典を活用する (追加コストは不要) 

2) Windows VDA を購入する 

 

シン クライアントに対し、Windows VDA および Office の

ライセンスを取得する。 

シン クライアントなどの一部のデバイスは、Windows 用ソ

フトウェア アシュアランスの対象として認められません。これ

らのデバイスから VDI を使用するには、Windows VDA ラ

イセンスを取得する必要があります。VDI 経由で Office に

アクセスするデバイスには、シン クライアントか従来の PC 

かを問わず、1 台につき 1 つの Office ライセンスが必要

です。  

 

ローミング使用権はデバイス単位で適用される。 

Windows Virtual Desktop Access、Office、Project、および 

Visio のローミング使用権はデバイス単位で適用されます。

組織がライセンスを所有するデバイスのプライマリ  ユー

ザー 1 名にのみ、ローミング使用が許可されます。ほとん

どの場合、ローミング使用権を付与されるユーザーの数は、

企業が管理するライセンス取得済みデバイスの数と等しくな

ります。ただし、契約社員が所有する PC を使用する場合な

ど、この数が一致しないケースもあります (ライセンス シナ

リオ 7 を参照してください)。 

 

ローミングは、企業の IT ネットワークの外部にある、組織

が所有していないデバイスで使用する。 

企業の IT ネットワークの外部から仮想デスクトップにリモート

でアクセスする場合、Windows Virtual Desktop Access や 

Office ローミング使用権のユーザーは、自宅の PC や公共の

キオスク端末など、許可されたサード パーティのデバイスを使

用する必要があります。 

 

 基本的な情報  

Windows Virtual Desktop Access 

質問 回答 

対象となるデバイスについて教え

てください。  

Windows 用ソフトウェア アシュア

ランスが適用されているデバイス

です。 

ローミング権は含まれますか。  はい。 

Windows Virtual Desktop Access 

を使用できるユーザーについて

教えてください。  

Windows 用ソフトウェア アシュ

アランスが適用され、企業がライ

センスを取得しているデバイスの

プライマリ ユーザー 1 名です。 

ローミング権の使用に制限はあ

りますか?  

ローミング使用権は、企業が所

有していないデバイスを使用し

て、企業の IT ネットワークの外

部からアクセスする場合にのみ

利用できます。 

 

Office、Project、Visio のローミング使用権 

質問 回答 

対象となるデバイスについて教え

てください。  

Office、Project、Visio 用ソフト

ウェア アシュアランスが適用さ

れているデバイスです。 

Office ローミング使用権を行使

できるユーザーについて教えてく

ださい。  

企業がライセンスを取得しているデ

バイスのプライマリ ユーザー 1 

名にローミング権が許可されます。 

ローミング権の使用に制限はあ

りますか。 

ローミング権は、企業が所有してい

ないデバイスを使用して、企業の 

IT ネットワークの外部からアクセス

する場合にのみ利用できます。 

 

Windows VDA サブスクリプション 

質問 回答 

対象となるデバイスについて教え

てください。  

ソフトウェア アシュアランスの対

象になっていないデバイスです。

シン クライアントやサード パー

ティのデバイス (契約社員所有の 

PC など) がこれに該当します。 

ローミング権は含まれますか。 はい。 

Windows VDA サブスクリプション 

ライセンスを使用できるユーザー

について教えてください。 

企業でライセンスを取得している、

ソフトウェア アシュアランスの対象

とならないデバイス (シン クライア

ントやサードパーティの PC など) 

のプライマリ ユーザー 1 名です。 

販売価格について教えてください。  
1 デバイスにつき、年間約 100 

US ドルになります。* 

VDA サブスクリプション ライセンス

には、ソフトウェア アシュアランス

の特典が含まれますか。 

はい。** 

 

* 実際の価格および支払条件は異なる場合があります。再販業者を通じて取
得したライセンスに関する最終価格および支払い条件は、お客様と再販業者
の間で交わされた契約によって決定されます。 

**シン クライアント、ブレード PC、従来のデスクトップ PC など、どのよう
な種類のデバイスをデスクトップ アクセスに使用する場合も、ソフトウェア 

アシュアランス特典を利用できます。 

4 

3 

2 

1 
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ソフトウェア アシュアランスが提供するメリット 

ビジネス継続性の向上 

• オンサイトのコンサルティング サービスを通じて仮想環境導入

計画の作成が支援され、マイクロソフト テクノロジの専門家の

サポートにより、IT スタッフの技術力が強化されます。  

• 電話および Web による年中無休 (24 x 7) のサポートを利用

して、スムーズな導入を実現し、スタッフがトラブルシューティング

に費やす時間を削減できます。  

• ユーザーは時間や場所を問わず、オンラインのエンドユーザー 

トレーニングや自宅使用プログラムを使用して、新しいソフトウェ

アに習熟することができます。  

• IT スタッフは技術トレーニング特典を利用して、マイクロソフト製

品の導入、管理、サポートに関する最新の技術を習得できま

す。  

 

柔軟性 

• ソフトウェア アシュアランスにはローミング使用権が含まれてい

るため、ユーザーは、ほぼすべての場所やデバイスから仮想デ

スクトップにアクセスできます。  

• 任意のハードウェアとストレージ  デバイスの組み合わせに 

Windows をインストールできます。集中管理されたサーバー群

の外で複数の  OS を実行したり、従業員のラップトップで 

Windows 7 Enterprise を実行したりすることが可能です。デバ

イスをロックしてシン クライアントのように使用することで、既存

の  PC を再利用可能にする  Windows のバージョン 

(Windows Fundamentals for Legacy PCs) も用意されています。  

• Windows 用の多言語ユーザー インターフェイスおよび Office 

Multi-Language Pack を利用して、複数の言語でユーザーをサ

ポートする単一のデスクトップ イメージを展開できます。  

• ライセンスの割り当て後 90 日が経過するか、エンドポイントで

障害が発生した場合に、別のデバイスにライセンスを再割り当

てできます。これにより、既存の設備を使用するか、新しい設備

を使用するかを自由に選択できます。  

• App-V や Med-V などの Microsoft Desktop Optimization Pack 

(MDOP) ツールを使用して、仮想アプリケーションや PC (デスク

トップ) イメージを展開および管理できます。  

 

多大なメリット 

• ソフトウェア アシュアランスをご購入のお客様は、新しいバー

ジョンのソフトウェアを、リリース後すぐに追加コストなしで利用で

きます。  

• Windows 7 Enterprise と MDOP はソフトウェア アシュアランス

のお客様だけに提供される特典であり、PC の管理の簡素化と

コスト削減をサポートします。  

• トレーニング、導入計画サービス、およびサポートのコストはソフ

トウェア アシュアランスの価格に組み込まれているため、予算

を心配することなく、必要なときに利用できます。  

• 年次分割払いオプションによって先行投資を抑え、予算策定を

簡素化できます。ライセンスとソフトウェア アシュアランスのコス

トを 3 年間の均等な分割払いにでき、金利や "資本コスト" の

負担もありません。 

 購入情報 

ソフトウェア アシュアランスと Windows VDA はどちらも、 

Enterprise Agreement、Select Plus、Open Value プログラムな

ど、すべての主要なマイクロソフト ボリューム ライセンス プログ

ラムで利用可能です。ソフトウェア アシュアランスには仮想デス

クトップ アクセスとローミング使用権が含まれ、Windows VDA 

はソフトウェア アシュアランス対象外のデバイスおよび組織が所

有しないデバイスに仮想デスクトップ アクセスを提供します。 

 

 

マイクロソフト アカウント マネージャーまたはボリューム ライセ

ンス スペシャリストへのお問い合わせについては、こちらのペー

ジ (www.microsoft.com/japan/licensing/how-to-buy/) を

参照してください。 

 

 

詳細情報 

ソフトウェア アシュアランス 

www.microsoft.com/japan/licensing/software-assurance/default.asp

x 

 

Windows OS の仮想化  

http://www.microsoft.com/japan/windows/enterprise/solutions/virtu

alization/default.aspx 

 

Microsoft Office 2010 

www.microsoft.com/japan/licensing/about-licensing/Office2010.asp

x 

 

マイクロソフト デスクトップ仮想化製品 

www.microsoft.com/virtualization/en/us/products-desktop.aspx ( 英

語) 

 

 

 

http://www.microsoft.com/japan/licensing/how-to-buy/
http://www.microsoft.com/japan/licensing/software-assurance/default.aspx
http://www.microsoft.com/japan/licensing/software-assurance/default.aspx
http://www.microsoft.com/japan/licensing/about-licensing/Office2010.aspx
http://www.microsoft.com/japan/licensing/about-licensing/Office2010.aspx
http://www.microsoft.com/virtualization/en/us/products-desktop.aspx


 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

ソフトウェア アシュアランスの最新情報については、こちらの Web サイト  

(http://www.microsoft.com/japan/licensing/software-assurance/default.aspx)  

を参照してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
マイクロソフトは、この文書を情報提供のみを目的として発行しています。マイクロソフトのボリューム ライセンス プログラムにおけるお客様の権利と義務を完全に理解するには、契約書を

ご確認ください。マイクロソフトのソフトウェアは許諾されるもので、販売されるものではありません。マイクロソフトのソフトウェアおよびサービスを通じて得られる価値やメリットは、お客様に

よって異なる可能性があります。この資料と契約書との相違点に関してご質問がある場合は、再販業者または当社担当者にお問い合わせください。マイクロソフトは、再販業者を通じて取得

したライセンスについては最終価格およい支払い条件を設定しません。最終価格および支払い条件は、お客様と再販業者の間で交わされた契約によって決定されます。ソフトウェア アシュ

アランス特典の利用資格は、地域やプログラムによって異なり、また、予告なしに変更させていただく場合がございます。ボリューム ライセンス契約の条件や特定のソフトウェア アシュアラ

ンス特典の提供条件と、この文書に記載されている情報の間に相違点がある場合は、それらの条件が優先されます。利用資格条件および現在の特典プログラムの規約については、マイク

ロソフト製品表 (www.microsoftvolumelicensing.com) (英語) を参照してください。 
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