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  コマーシャル ライセンス簡易ガイド   

 Microsoft SharePoint Server のライセンス     

  

  

  

この簡易ガイドは、すべてのコマーシャル ライセンス プログラムに適用されます。  
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概要 

この簡易ガイドでは、SharePoint Server ライセンスの枠組みを構成する概念の定義を通じて、Microsoft SharePoint Server 

ライセンスの概要について説明します。また、ライセンス方法の一般的なシナリオの例を示します。 

この簡易ガイドの更新情報 

この簡易ガイドは、2014 年 3 月に発行されたバージョンに代わるものです。今回の更新にライセンスの変更はありません。 
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詳細 

ライセンスの簡略化 

SharePoint Server では、SharePoint のアクセスと使用が簡略化されました。これは、SharePoint Server で内部使用と外部

使用が単一のライセンス モデルに統合されたためです。もう、匿名アクセス用に SharePoint for Internet Sites を検討する

必要はありません。また、SharePoint Server には、従来は FAST Search Server for SharePoint の下で別に提供されていた

機能が統合されています。 

SharePoint Server ライセンスの枠組みを構成する概念 

内部ユーザー:  ライセンス所有者またはその関連会社の従業員、およびオンサイトの契約社員やエージェントである 

ユーザー。 

外部ユーザー:  ライセンス所有者またはその関連会社の従業員でもなく、オンサイトの契約社員やエージェントでもない 

ユーザー。 

イントラネット:  ファイアウォール内部から内部ユーザーのみがアクセスできるコンテンツ、情報またはソフトウェアをホス

トする Web サイト。 

エクストラネット: ファイアウォール内部の内部ユーザーと特定の外部ユーザーのみがアクセスできるコンテンツ、情報または

ソフトウェアをホストする Web サイト。 

インターネット:  すべてのユーザー (内部ユーザーと外部ユーザー) が公的にアクセスできるコンテンツ、情報またはソフト

ウェアをホストする Web サイト。 

 

 

図 1: SharePoint Server ライセンスに関する概念図 

イントラネット、エクストラネット、およびインターネット Web サイトの違いを図 1 に示します。これらの概念が SharePoint 

Server ライセンスに適用されます。 

エクストラネット イントラネット インターネット 

アクセス: 内部ユーザーと特定の外部
ユーザーのみ。 

ファイアウォール: すべてのアクセス
はファイアウォール内部で行われ
る。 

シナリオ: セキュリティで保護された
企業ネットワーク内における従業員
とパートナー/関連会社とのファイル
共有とコラボレーション。 

アクセス: 内部ユーザーのみ。 

ファイアウォール: すべてのアク
セスはファイアウォール内部で行
われる。 

シナリオ: セキュリティで保護さ
れた企業ネットワークにおける従
業員間のファイル共有 

アクセス: 任意のユーザー (例、
anonymous)。 

ファイアウォール: なし。 

シナリオ: 公開された Web サイ
トや電子商取引サイト 

 内部ユーザー         特定の外部ユーザー                       匿名ユーザー      ファイアウォール    アクセス可   アクセス不可 
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 Microsoft SharePoint Server のライセンス 

SharePoint Server は Server/クライアント アクセス ライセンス (CAL) ライセンス モデルで提供されます。Server/CAL ライセンス 

モデルでは、インストールおよび使用するサーバー ソフトウェアごとのサーバー ライセンスと、そのサーバー ソフトウェアにアクセ

スするユーザー (またはデバイス) ごとの CAL が必要となります。CAL の要件はユーザー ステータスに基づいて変わります。また、

CAL は通常、SharePoint Server のすべてのソフトウェアにアクセスする内部ユーザーに必要となります。この例外としては、インタ

ーネット Web サイト (電子商取引サイトなどの公開された Web サイト) にアクセスする内部ユーザーがあります。この場合、

SharePoint CAL の要件は免除されます。内部ユーザーのアクセスに対する CAL の一般要件とは異なり、外部ユーザーによる 

SharePoint Server へのアクセスに CAL は必要ありません。つまり、サーバー ライセンスが外部ユーザーのアクセス権を提供しま

す。SharePoint のどの機能が基本機能で、どの機能が追加の CAL を必要とする追加機能であるかについての詳細は、

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj819267.aspx または http://sharepoint.microsoft.com/en-us/Pages/Buy.aspx 

を参照してください。 

  

ユーザーに SharePoint CAL が必要かどうかを判定するフローチャートを次に示します。"制限付き" は、内部ユーザーと特定

の外部ユーザーがアクセスできるファイアウォール内部に保存されたコンテンツを指します。"公開/インターネット" は、ファ

イアウォール外部に保存され、公開された無制限にアクセスできるコンテンツを指します。  

 

 

図 2: SharePoint CAL フローチャート 

使用シナリオ 

一般的な導入シナリオを示し、SharePoint Server 2013 ライセンスの要件を解説します。ユーザーは、デバイス ベースの 

CAL でこれらと同じ導入シナリオをライセンス取得することができます。  

シナリオ A: イントラネット  

説明: 内部ユーザーがローカル エリア ネットワーク (LAN) またはインターネットを経由してファイアウォール内部にあるコ

ンテンツ、情報、またはアプリケーションにアクセスする。他のユーザーはアクセスしない。 

例: プロ スポーツ チームが、マネージャー、コーチ、選手のアクセスするイントラネット サイトを構築する。これは、理学療

法士などのサポート スタッフも使用します。これらのスタッフは、従業員というよりもオンサイト契約社員であり、CAL の要

件的には、内部ユーザーとなります。この SharePoint Server にアクセスを試みるニュース レポーターは、アクセスを拒否さ

れます。 

ライセンス:  

 サーバー: 実行インスタンスごとに 1 つの SharePoint Server ライセンス。 

 内部ユーザー: 1 CAL/ユーザー。  

ユーザーの

種類は？ 

コンテンツ

の種類は？ 

CAL が必要 

CAL は不要 CAL は不要 

内部 

外部 

制限付き 

公開/インターネット 

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/jj819267.aspx
http://sharepoint.microsoft.com/en-us/Pages/Buy.aspx
http://sharepoint.microsoft.com/en-us/Pages/Buy.aspx
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図 3: シナリオ A: イントラネット 

図 3 では、内部ユーザー (チームのマネージャー、コーチ、選手、オンサイト セラピスト) に各々 CAL を割り当てる必要があ

ります。これらのユーザーがチームの事務所からイントラネット サイトにリモート アクセスする場合も、この要件は変わりま

せん。これはイントラネット サイトであるため、外部ユーザーはアクセスを許可されません。 

シナリオ B: エクストラネット 

説明: ある組織がファイアウォール内部にあるアクセス制限付きコンテンツへのアクセスを、特定数の識別できる外部ユーザー

に拡大する。 

例: Elm 大学は、他の大学の特定の教師 (外部ユーザー) が参照できる形で研究論文を公開します。この状況は、イントラネッ

トのシナリオとエクストラネットのシナリオを合わせたものです。 

ライセンス:  

 サーバー: 実行インスタンスごとに 1 つの SharePoint Server ライセンス。  

 内部ユーザー: 1 CAL/ユーザー。 

 外部ユーザー: SharePoint CAL は必要ありません。サーバー ライセンスで外部ユーザーのアクセスが許可されています。 

 内部ユーザー        特定の外部ユーザー                  匿名ユーザー      ファイアウォール    アクセス可   アクセス不可 
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CAL 
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CAL 
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図 4: シナリオ B: エクストラネット 

図 4 では、内部ユーザー (学校の教職員) に各々 SharePoint CAL を割り当てる必要があります。同じユーザーがキャンパス

外からサイトにリモート アクセスする場合も、この要件は変わりません。ファイアウォール内の制限付きコンテンツへのアク

セスを許可された、識別できる外部ユーザー (他の大学の教師) には、外部ユーザーのアクセスがサーバー ライセンスで許可

されているため、SharePoint CAL は必要ありません。これ以外のユーザーはサイトへのアクセスを許可されません。 

シナリオ C: インターネット 

説明: 内部ユーザーがインターネット (たとえば、会社の公開 Web サイト) 経由で、コンテンツ、情報やアプリケーションを

ユーザーに公開する。従業員を含む内部と外部のユーザーが匿名でサイトにアクセスする。SharePoint CAL は不要。外部ユー

ザーによるアクセスはサーバー ライセンスで許可されており、内部ユーザーによるインターネット経由の公開されたコンテン

ツ、情報、アプリケーションに対するアクセスには、SharePoint CAL の要件が免除されています。  

ライセンス:  

 サーバー: 実行インスタンスごとに 1 つの SharePoint Server ライセンス。 

 内部ユーザー: CAL は不要。  

 外部ユーザー: CAL は不要。 

ユーザー 

CAL 

ユーザー 

CAL 

Share

Point 

Server  

 内部ユーザー        特定の外部ユーザー                 匿名ユーザー       ファイアウォール   アクセス可     アクセス不可 
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図 5: シナリオ C: インターネット 

図 5 では、アクセスは無制限です。必要なライセンスは、サーバー ライセンスのみです。ユーザーに公開されたコンテンツ、情報、

アプリケーションへのインターネット経由の (つまり、イントラネットやエクストラネットのシナリオに限定されない) アクセスには、

SharePoint CAL は必要ありません。この同じライセンス規定が電子商取引サイトにも適用されます。この場合、アクセスは厳密には

匿名ではありませんが、 同様に、ユーザーに公開されたコンテンツ、情報、アプリケーションへのインターネット経由のアクセスに

は、SharePoint CAL は必要ありません。  

特定の条件による SharePoint Server ライセンスの購入方法については、製品条項をご確認ください。 
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す。マイクロソフト代理店を通じて取得されるライセンス価格はマイクロソフト代理店によって決められるものです。 

SharePoint 
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 内部ユーザー        特定の外部ユーザー                  匿名ユーザー       ファイアウォール   アクセス可     アクセス不可 
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