このガイドは、マイクロソフトの Enrollment for Education Solutions (EES)
サブスクリプションの提供について理解を深めていただくための資料です。
このガイドに記載された内容は情報提供のみを目的としています。
ご使用にあたっては、マイクロソフトのボリューム ライセンス契約および加入契約の
規定が適用されます (該当する場合)。
定期的に更新されるマイクロソフト製品条項には、ボリューム ライセンス契約を
通じて購入された、ライセンス取得済みの特定のマイクロソフト製品/サービスの
使用権に関する詳細条件が規定されていますのでご参照ください。

一度に大量の製品ライセンスを購入し、さまざまなデバイスでソフトウェアを管理することの多い教育機関にとって、マイクロソフトの
ボリューム ライセンス契約は最もコスト効率の高いライセンス形態です。Enrollment for Education Solutions (EES) は、ユーザー数が
1,000 名以上の初等/中等/高等教育機関を対象としたサブスクリプション形式のライセンス プログラムです。EES では、PC 数やデバイス数をカ
ウントする代わりに年に 1 回 (教育対象ユーザーと呼ばれる) ユーザーの数をカウントすることで、組織全体の Education プラットフォーム製品
のライセンスを簡単に入手でき、各種製品ライセンスを柔軟に追加発注できます。EES は各種の Education プラットフォーム製品の利用をフル
サポートするプログラムです。年に 1 回教育対象ユーザー数をカウントするだけのシンプルな管理と必要に応じた製品の追加が可能なほか、無償
ライセンス オプションや主要製品の学生向け特典が提供されます。

教育対象ユーザーが 1,000 名以上の
教育機関は、マイクロソフトのライ
センス ソリューション プロバイダー
(LSP を通じ、1 種類以上の
Education プラットフォーム製品を
1,000 ライセンスから発注できます。

Campus and School Agreement および Enrollment for Education Solutions は、教育対象ユーザー数が 1,000 名以上の組織が
対象です。ライセンス ソリューション プロバイダー (LSP) を通じ、Campus and School Agreement および Enrollment for Education Solutions
(CASA + EES) を締結して EES プログラムを利用できます。
教育機関向けのその他のライセンス オプションについては

LSP は、“教育対象ユーザー” に対し
て、ボリューム ライセンスを通じて
マイクロソフト アカデミック エディ
ション製品を販売することを認可さ
れたリセラーです。EES をはじめと
するアカデミック ボリューム ライセ
ンス プログラムへの加入方法および
最新の価格表の入手については、
LSP までお問い合わせください。

/ を参照してください。

EES に加入すると、以下のようなメリットがあります。
幅広い機能へのアクセス: 一連のさまざまな製品とサービスを活用することで、より有益な教育環境を学生に提供すると共に、教職員の仕事を
後押しできます。
テクノロジ予算の管理: 製品へのフル アクセスを必要とする教育対象ユーザーのみをカウントすることで、教職員やボランティアに対して、
業務に必要となるマイクロソフトの各種クラウド サービスおよび製品の適切なライセンスを支給できます。

各地域のマイクロソフト ボリューム
ライセンス プログラム サイト
でも詳しい情報を提供しています。

教育対象ユーザー以外の無償アクセス: ライト ユーザーは Office 365 A1 に無償1 でアクセスでき、必要に応じて Microsoft クラウド サービスの
サブスクリプションまたはオンプレミス製品を選択できます。
生産性ツールと特典: 学生と教員とのやり取りやイノベーションを促進する各種のツールにより、教室での授業の可能性を広げ、
優れた学習環境を教室の外でも提供できます。

コンプライアンス遵守の簡素化: Education プラットフォーム製品はユーザー単位でライセンスを取得できるため、教育対象ユーザーの
数を簡単に把握し、必要なライセンスを確実に提供することができます。
カスタマイズされたソリューション: サブスクリプション期間内に随時、組織全体、学部全体、または個々のライセンス単位で新たな製品の
ライセンスを簡単に追加できるため、教職員や学生にテクノロジとサービスを適切に組み合わせて提供できます。
ライセンス料は不要。
サービスの展開やサポートに
関するコストは含まれません。

1

学生向け特典: ある製品のライセンスを組織全体に導入すると、対応するサブスクリプション ライセンスの利用資格を追加コストなしで
学生に割り当てることができます。学生向け特典の詳細については製品条項を参照してください。
管理負担の軽減: ユーザーを単位とするサブスクリプション形式のライセンス プログラムでは、選択した Education プラットフォーム製品の
ライセンスをデバイスごとに追跡する必要がないため、組織内で複数のライセンスを追跡せずに済み、IT スタッフの生産性が向上します。

契約の年次応当日に状況に応じてユーザー数を変更でき、オンプレミス製品のユーザーが増えた場合には、
この時点で料金を精算できます。オンライン サービスの場合、ユーザーを随時追加でき、次の年次応当日までの間は月割り料金を支払うことができます。
学生の場合、各組織内の教室やオープン アクセス ラボなどに設置された教育機関が所有または貸し出しするデバイスで、ライセンス取得済み製品を使用できます。学生個人が
所有するデバイスや、各学生に支給される教育機関所有の専用デバイスで利用可能なライセンスは、学生向けオプションで提供できます (「学生向けオプション」の項を参照)。

マイクロソフトは新たに教育機関向けの 2 種類のクラウド スイート製品を提供します。これらは現在、EES を通じてのみ購入することができます。教育機関向け Microsoft 365 は、
Office 365、Windows 10 Education、Enterprise Mobility + Security (EMS) を組み合わせ、さらに Minecraft: Education Edition および各種ツールなどの教育機関に特化した製品を
追加したスイート製品です。教育機関向け Microsoft 365 スイートには以下が含まれます。

Windows 10 Education E3

Windows 10 Education E5

Microsoft Office 365 A3

Microsoft Office 365 A5

EMS E3

EMS E5

Minecraft: Education Edition

Minecraft: Education Edition

どちらのプランにも、ライセンス取得済み製品のオンプレミス バージョンの使用権に加え、Education デスクトップ製品で提供されるサーバーおよびクライアント アクセス ライセンス
(CAL) の使用権が特典として含まれます。
Microsoft 365 Education スイートは、各製品のライセンスを個別に取得するよりも割安になります。個別の EES Education プラットフォーム製品のライセンスを組織全体で購入するか、
EES Education プラットフォーム製品のスイート ライセンスを購入するかを選択できます。

EES に加入するには最少購入数の要件があります。必要に応じて教職員と学生向けにソフトウェアやサービスのライセンスを追加できます。

EES に加入するには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 組織全体の教育対象ユーザー数が、1,000 人以上である
必要があります。教育対象ユーザーとは、 “対象の教育
機関の利益のため、Education プラットフォーム製品を
使用またはアクセスする教職員、契約業者（学生除く）
" を指します。
2. 1 種類以上の Education プラットフォーム製品に
ついて、加入契約または契約内で定義した組織の全
ユーザー数に対してライセンスを取得します。

EES では Education プラットフォーム製品* でマイクロソフ
トのオンライン サービスにアクセスできます。EES へ加入
するには、Microsoft 365 A3 スイートまたは A5 スイートを
導入するか、両スイートに含まれる個別のコンポーネント製
品のライセンスを組織全体で取得する必要があります。対象
の EES Education プラットフォーム製品は以下のとおりです。
• Windows 10 E3 または E5
• Microsoft Office 365 A3 または A5
• Microsoft Enterprise Mobility + Security E3 または E5
• Microsoft Office 365 ProPlus
* これらの製品が後継製品に置き換えられる場合、後継製品も
Education プラットフォーム製品と見なされます。

Education プラットフォーム製品および特定の追加購入製品
のライセンスは、組織全体のユーザー向けにライセンスを取
得する必要があります。
プログラムの対象となる組織は以下のように定義されます。
• 教育機関全体 (すべての関連校、学部、分校を含む)
• 単独の教育機関 (すべての学部および分校を含むが、
関連校を除く)
• 単独の教育機関 + 指定した関連校、学部、分校、
明確に定義されたユーザー グループ
• 指定された一連の学部や分校、または明確に定義された
ユーザー グループ (学部や分校のない教育機関の場合)

上記は一般的な定義です。個別の組織の具体的な法的定義
Education プラットフォーム製品および組織全体でライセン
については、契約書をご参照ください。
スを取得可能な特定の追加購入製品については、製品ライセ
ンスが組織全体 (教育対象ユーザー合計数分と等しい) で購入
された場合、製品条項に基づいて、対象組織内のすべての
ユーザーに製品使用におけるフル ライセンスが提供されます。

対象製品のライセンスを組織内の全カウント数 (すべての教育対象ユーザー) に対して購入すると、対応するサブスクリプション ライセンスを追加コストなしで同じ組織の学生に割り当てる
ことができます。Office 365 ProPlus および Microsoft Intune for Education でこの特典を利用するには、無償のライセンスを発注してください。この学生向け特典では、学生ユーザーは
Windows 10 Education のアップグレード プログラムをダウンロードできます。Windows 10 Education および学生向け特典の詳細についてはこちらのサイトを、特典の詳しい内容としくみにつ
いては製品条項を参照してください。
以下は、学生向け特典の対象となる製品の例です。すべての学生向け特典については製品条項を参照してください。

Windows 10 Education E3 または E5

Windows 10 Education E3

Microsoft Office 365 A3 または A5

Office 365 ProPlus、Office Advanced Security Management、Advanced Threat Protection（A5 利用で）

Microsoft Enterprise Mobility + Security E3 または
E5

Microsoft Intune for Education/Intune、AADP プラン 1 (E3 利用で) またはプラン 2 (E5 利用で)、Advanced Threat Analytics

Azure Active Directory Premium (AADP) プラン 1

Azure Active Directory Premium プラン 1

Intune/Intune for Education

Intune/Intune for Education

サブスクリプションの期間中、ライセンス取得済みの製品を
利用可能な任意の言語で使用する権利があります。これには、
多言語バージョンの Microsoft Office および対応する機能
(グローバル インターフェイスや多言語の校正ツールなど)
を実行する権利が含まれます。

取得済のオンライン サービスで、サブスクリプション期間中に
リリースされる同等の最新のオンプレミス版ソフトウェアを利
用することができます (例：Office 365 の代わりに Office
Professional Plus を利用)。また、オンプレミス製品の場合、サ
ブスクリプションに含まれる最新バージョンの代わりに、1 つ前
のバージョン (前回のリリース バージョン) を利用することも可
能です。サブスクリプションに含まれるライセンス取得済み製
品については、有効期間中にリリースされるすべての新バー
ジョンを利用できます。アップグレード権とダウングレード権
は、各コンポーネントにも適用されます。

サブスクリプション期間中は、各種製品をトライアル目的で使用す
ることができます。オンプレミス ソフトウェアの評価版はボリュー
ム ライセンス サービス センターまたは教育機関向け Office 365 の
ポータルからダウンロードして 60 日間評価できます。評価期間後
はライセンスを購入するか、ソフトウェアをアンインストールして
ください。また、オンライン サービスについては教育機関向け
Office 365のポータルにて、30 日間のトライアルを提供しています。
メモ: トライアルから有料のサブスクリプションへとアカウント情報を引き
継ぐには、トライアル アカウントとサブスクリプション アカウントで同じ
Microsoft アカウント ID を使用する必要があります。

EES のサブスクリプションで、教育目的での Microsoft Imagine (旧 DreamSpark) Standard のオンライン サ
ブスクリプション ライセンスが組織全体に無償提供され、教員および学生が教室やラボで Microsoft Imagine
を利用することができます。Microsoft Imagine は、教育機関のラボにマイクロソフトの最新の開発/設計/
サーバー ツールを提供し、個別またはクラスでの学習をサポートします。
また、科学 (Science)、テクノロジ (Technology)、エンジニアリング (Engineering)、数学 (Math) を教える
STEM 学部向けの Microsoft Imagine Premium も用意されており、さらに高度な設計/開発/サーバー ツール
ソフトウェアを利用できるだけでなく、STEM 学部内での教育目的に限り、Microsoft Office アプリケーショ
ンおよび Windows クライアントの使用権も追加で付与されます。Microsoft Imagine Premium は教育機関全
体で利用することはできず、追加の使用条件と制限事項が適用されます。詳細は、Microsoft Imagine Guide
for Academic Volume Licensing Customers をご参照ください。
Microsoft Imagine Standard サブスクリプションを通じて取得したソフトウェアは教育目的の利用に限られて
おり、商用目的や教育機関の運営目的で使用することはできません。
無償の Microsoft Imagine メンバーシップの詳細は、EES の加入契約の手続きの完了を通知するウェルカム
レターに同封されています。
Microsoft Imagine Standard および Microsoft Imagine Premium のメンバーシップは、EES サブスクリプ
ションの契約者に
対する優待サービスとして提供されますが、これらは EES サブスクリプションの一部ではありません。
Microsoft Imagine の
メンバーシップを通じて提供されるソフトウェア ライセンスには、EES サブスクリプション ライセンスには
ない一部制約
事項が適用されます。

Microsoft Imagine Academy はサブスクリプション形式の年間契約プロ
グラムで、世界中の認定教育機関による学生のスキルアップおよびキャ
リア設計の支援のために、高品質かつ有意義な最新の技術トレーニング
リソースを提供します。これにより、学生は実社会で求められるスキル
を在学中に身に着けることができます。Imagine Academy の柔軟なリ
ソースは、新しいカリキュラムや既存のカリキュラムに簡単に組み込め
ます。また、厳しい予算の制約の中でも、コストを抑えつつ、テクノロ
ジを刷新することができます。
Imagine Academy メンバーシップは EES プログラムを通じたサービス
サブスクリプション ライセンス (SSL) として、教育機関全体または学部
全体に対して提供されます。
Imagine Academy のメンバーシップの有効期限は、ライセンスの取得元
である EES サブスクリプションの有効期限と同じです。契約期間中に
Imagine Academy のメンバーシップを追加した場合、SSL の料金は月割
りで請求されます。
詳細については Imagine Academy のサイトを参照してください。

教育対象ユーザー数が 1,000 人以上の組織や、1 種類以上の Education
プラットフォーム製品を 1,000 ライセンス以上購入する組織は、マイクロソフトの
ライセンス ソリューション プロバイダー (LSP) を通じて EES プログラムにご加入いただけま
す。
お客様は LSP を通じて、以下の契約書の記入および署名を行う必要があります。
Campus and School Agreement (CASA)
EES は CASA を基本契約とする加入契約です。CASA では、契約の概要および一般的な
契約項目と契約条件のほか、ライセンスを取得したユーザーへのソフトウェアの配布方法など
の詳細を定めています。CASA には有効期限がありません。
この契約を一度締結すると、毎年の契約内容の更新の際に、新たに契約を結び直す必要は
ありません。既に CASA に基づいて Campus Enrollment または スクール アグリーメントに加
入している場合、新たな CASA 契約は不要です。新しい EES の契約フォームに署名するだけ
で、現在の加入契約を置き換えることができます。
Enrollment for Education Solutions (EES)
EES の加入契約フォームでは、追加の条件および定義などの契約概要のほか、連絡先、
お客様の組織の範囲、学生向けオプションの内容などを定義します。また、ライセンス
契約の期間 (1 年または 3 年) と、初年度の発注の対象となる教育対象ユーザーの総数も
指定します。
LSP については https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/how-to-buy/LSP.aspx でご確
認ください。
メモ: EES の加入者は、マイクロソフトからお客様への連絡や使用するマイクロソフトのツール内では、
"Campus" 契約として定義されます。

1 年と 3 年のどちらの契約においても、
初期発注以降は、契約期間中いつでも
リセラーを通じてライセンスを発注で
きます。
ライセンス ソリューション プロバイ
ダー (LSP) を通じてクラウド サービ
スを追加発注する場合、EES 契約の残
りの月数に基づいた料金と、最少限の
月額サブスクリプション料金が発生し
ます。

EES では、幅広いクラウド サービスとソフトウェアを追加購入製品として購入可能です。追加購入製品のライセンスは、1 ライセンスから組織内
の全ユーザー分のライセンスまで、必要な数だけ購入できます。
追加購入可能なクラウド サービスには、Microsoft Exchange Online や Microsoft SharePoint Online などがあります。全対象製品の一覧は、製品
条項をご参照ください。追加購入可能なソフトウェア製品には、Microsoft Visio、Microsoft Project、Windows Server、Exchange Server などが
あります。また、追加購入可能な CAL には、Microsoft SQL Server データベース ソフトウェア CAL や Microsoft Dynamics CRM CAL などがあり
ます。
追加購入製品のライセンスを全組織に対して取得する場合は、購入したソフトウェアやサービスを教育機関が所有または貸し出している任意のデバ
イス (教育機関のラボを含む) にインストールし、その教育機関に所属するすべての教職員および学生が使用できます。学生が個人で所有するデバ
イスや、各学生に貸与された組織所有のデバイスは対象となりません。

Education プラットフォーム製品には CAL に相当するライセンスが含まれています。

契約手続きが完了すると、マイクロソフトからの承認レターが届きます。
メモ: マイクロソフトからの連絡では、"Campus" (CASA + EES) 契約のお客様として扱われます。この承認レターには、
ライセンス期間の有効な開始日および終了日、ディストリビューターおよびリセラーの確認情報のほか、Microsoft Imagine
の優待メンバーシップのプロモーション コードが含まれています。

さらに、承認レターと併せて お客様の CASA + EES 番号を受け取ります。これらは、リセラーへの発注の際
に必要な重要な番号です。発注は、承認レターに記載されたリセラーを通じて行う必要があります。リセラー
の変更を希望する場合は、本ガイドの「リセラーの変更」の項を参照してください。
注文が完了すると、発注されたクラウド サービスおよびオンプレミス製品の明細と、契約内容が記載された
確認メールがお客様に送られ、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 (VLSC) で注文確認
情報が確認できます。VLSC は、マイクロソフトのボリューム ライセンス プログラムのお客様の専用サイト
で、ライセンス情報の確認、ライセンス取得済みソフトウェアのダウンロード、適切なプロダクト キーの取
得、ソフトウェア アシュアランス概要の確認などを行うことができます。VLSC にアクセスするには、職場/
学校向け Microsoft アカウントが必要になります。

ソフトウェア アシュアランスは、お客様に購入済みのオンプレミス
ソフトウェア ライセンスを最大限に活用いただけるよう、さまざまな
特典を提供する包括的なメンテナンス オファリングです。
ソフトウェア アシュアランスはオンライン サービスでは利用できません。
ソフトウェア アシュアランスのメリットを最大限に活用するために、
専任の管理者が VLSC にて特典の管理や使用状況の追跡を行うことをお勧め
します。すべてのソフトウェア アシュアランスのお客様に、VLSC への
アクセス方法と特典の受け取りおよび管理の方法をお知らせします。
EES の発注に関して、特定の担当者をソフトウェア アシュアランス
の特典管理者に指定することができます。
ソフトウェア アシュアランスの詳細についてはこちらを参照するか、
各製品の特典の詳細をマイクロソフト ボリューム ライセンスの製品条項
ご確認ください。

それ以外にも、MSDN のサブスクリプション、TechNet のサブスクリプション、Expression のサブスクリプ
ションなどの契約の確認と管理を VLSC サイトで行うことができます。マイクロソフト クラウド サービスの
管理はマイクロソフトのオンライン サービス ポータルで行います。

VLSC の使用方法についてご質問がある場合は、サポート センター
(0120-737-565) までお電話いただくか、vlservj@microsoft.com
までメールでお問い合わせください 。

お客様が EES サブスクリプションの発注を承諾すると、指定した窓口担当者が VLSC にアクセスできるよう
になります。注文確認メールには、必要なボリューム ライセンスのプロダクト キー、ライセンス取得済み製
品の部品番号、製品の説明、発注した製品の数量などが記載されます。

各国の VLSC サポート センターの連絡先情報は、VLSC のサイトでご確認い
ただけます。

システム要件などの詳しい製品情報については、製品条項を参照してください。
メモ: VLSC などのツールにアクセスする際、お客様の EES の情報は "Campus" 契約のセクション (CASA + EES オプション)
に表示されます。

サブスクリプション契約が 1 年間の場合、初年度以降、12 か月単位で最大 5 回まで契約を延長するか、1 回限りで 3 年間延長することができます。それ以後は新たな EES 契約
の締結が必要です。延長申請と同時に、教育対象ユーザー数の更新、選択製品の変更、新たな学生ユーザー数の報告 (EES で学生向けオプションを選択した場合) などを行います。
サブスクリプション契約が 3 年の場合は、1 年目と 2 年目の終わりに次年度分の年次発注を行います。この年次発注分の料金は、契約の発効日までにお支払いいただきます。
1 年目と 2 年目の終わりには、組織内のナレッジ ワーカー数を変更することができますが、ユーザーの総数が最少要件である 1,000 ユーザー以上でなければなりません。
3 年目の終了時点には、EES の契約期間を 1 年単位で最大 3 回まで延長するか、1 回限りで 3 年間延長することができます。契約を延長する場合は、元の EES 契約が満了する前
に、リセラーを通じて延長を申請します。延長申請と同時に、最新の教育対象ユーザー数の反映、選択製品の変更、新たな学生ユーザー数の報告 (EES で学生
向けオプションを選択した場合) など、契約内容を変更することができます。延長申請の場合も EES の最少購入数の要件が適用されます。
契約を延長する場合は、申請時点の組織全体の教育対象ユーザー数に基づいて、延長期間の開始時に価格レベルが再設定されます。

EES の延長回数が上限に達した場合、契約を継続するには、新たに 1 年間または 3 年間の契約を締結します。

EES サブスクリプションを延長または更新しない場合は、ライセンス期間が終了した時点で、次のいずれかを選択できます。
契約期間が 3 年以上にわたる場合は、目的のオンプレミス製品の永続ライセンスを必要な数量だけ購入して永続的に使用することができます。その際、既存の契約に基づいて、割引価格で買い取
りライセンスが提供されます。このオプションには、以下の制限事項が適用されます。
• 学生向けオプションを通じてライセンスを取得した製品およびオンライン サービスは対象外です。
• 買い取りオプションを通じてオンプレミス ソフトウェアの永続ライセンスを購入できるのは、EES 対象製品に限られます。
• サブスクリプション対象外のデバイスには、買い取りオプションを適用できません。たとえば、特定の学部だけにサブスクリプションがある場合、その学部以外のデバイスに永続ライセンスを
購入することはできません。
• 買い取りオプションを利用できるのは、サブスクリプション契約の満了前に限られます。
• 組織全体でライセンスを取得済みの製品については、少なくとも組織全体のユーザー カウント数と同数のライセンスを買い取る必要がありますが、買い取りの発注日の時点で、EES の適用対
象になっているデバイスの総数を超えるライセンスは購入できません。たとえば、サブスクリプション期間中に 1,000 人の教育対象ユーザー用のライセンスを発注し、1,100 台のデバイスでソ
フトウェアを実行していた場合、該当する製品につき、1,000 件以上、1,100 件以下の永続ライセンスを購入する必要があります。
• ライセンスを組織全体で取得していない追加購入製品については、EES または CASA が満了する直前の 3 年間 (12 か月ごと) に発注されたライセンスの合計数のうち、最も少ない数量分を買
い取る必要があります。
• EES 契約が 3 年未満で永続ライセンスに移行する場合には、アカデミック オープン ライセンス、マイクロソフト製品/サービス契約 (MPSA)、アカデミック セレクト プラスのいずれかのアカ
デミック ボリューム ライセンス契約を通じて、必要なライセンスを取得することができます。
メモ: Windows 10 Education のアップグレード ライセンスを買い取ると、Windows Enterprise エディションの最新の Long Term Service Branch (LTSB) の使用権が得られます。詳細について
は Windows 10 ライセンス プログラムのサイトを参照してください。
延長申請 (1 年契約の満了後) や年次発注 (3 年契約の間) を行わず、
新たな EES の締結や買い取りオプションの行使も望まない場合は、
すべてのデバイスからすべてのライセンス製品を削除して EES 契約の
開始前の状態に戻す必要があります。

選択肢を組み合わせることも可能です。
たとえば、Windows アップグレードについては EES 契約を 12 か月間延長し、Visual Studio については永続ライ
センスを取得し、それ以外の製品については使用を中止するといったことができます。これを行う場合は Windows
アップグレードを新規に発注し、買い取りオプションを使用して Visual Studio の永続ライセンスを購入し、その他
の製品をすべてのデバイスから削除します

オンライン サービスのサブスクリプションの有効期限が切れた場合または契約が終了した場合は、マイクロソフトに連絡し、以下の選択肢からデータの取り扱い方法を選びます。
1. アカウントを無効化し、お客様のデータを削除します。または、
2. サブスクリプション契約の期間満了または終了後少なくとも 90 日間 (リテンション期間)、お客様のアカウントの機能を制限しながらオンライン サービスを維持して、お客様がデータを回収できるようにします。
1 を指定した場合、お客様はアカウントからデータを回収することはできません。1 または 2 の選択肢を指定しない場合、マイクロソフトは 2 の規定に従ってお客様のデータを保持します。
リテンション期間の終了後、アカウントは無効化され、データも削除されます。データのキャッシュ コピーやバックアップ コピーは、リテンション期間の終了後 30 日以内に消去されます。

Microsoft は、対象のオンライン サービス以外でお客様がインストールしたソフトウェアのリテンションや回収はサポートいたしません。

リセラーの変更を希望する場合は、お客様が新たなリセラーを選択することができます。リセラーの変更手続きはお客様の責任で行う必要があります。
チャネル パートナーの変更フォームに必要事項を記入して署名し、マイクロソフトに提出します。詳細な手順については、変更フォームに記載された指示に従ってください。
地域別と言語別のフォームは VLSC でダウンロードできます。

EES の学生向けオプションは、個人所有のデバイスや、学生に割り当てられた教育機関所有の
専用デバイス (学期中に貸し出されるデバイスなど) で、対象の製品およびサービスのライセンス
を使用する便利でコスト効率の高い方法です。3 年間のサブスクリプション契約では、12 か月
ごとに行う年次発注の際、1,000 以上の学生ライセンスを取得する必要があります。

EES の学生向けオプションを利用するには、1 種類以上の Education プラットフォーム製品に
ついて、組織全体の 1,000 人以上の学生を対象にライセンスを取得する必要があります。
以下の組織が学生向けオプションの適用対象となります。
• 教育機関全体 (すべての関連校や学部、分校を含む)
• 単独の教育機関 (すべての学部および分校を含むが、関連校を除く)
• 単独の教育機関 + 指定した関連校、学部、分校、明確に定義済みのユーザー グループ
• 指定された一連の学部や分校、または明確に定義済みのユーザー グループ
(学部や分校のない教育機関の場合)
上記は一般的な定義です。個別の組織の具体的な法的定義については、契約書を参照
してください。

EES は、教職員と同様に、組織内の学生の数に基づいて学生向けオプション製品のライセンスを
取得できる便利なプログラムです。学生向けオプションを通じてEducation プラットフォーム
製品のライセンスを取得する場合は、組織全体で製品を導入する必要があります。EES Education
プラットフォーム製品には以下が含まれます。
Windows 10 Education E3 または E5

Microsoft 365 Education スイートには以下が含まれます。

Windows 10 E3

Windows 10 E5

Microsoft Office 365 A3

Microsoft Office 365 A5

Microsoft EMS E3

Microsoft EMS E5

Minecraft: Education Edition

Minecraft: Education Edition

Microsoft Office 365 A3/A5 または ProPlus
Microsoft Enterprise Mobility + Security E3 または E5
* これらの製品が後継製品に置き換えられる場合、
後継製品も Education プラットフォーム製品と見なされます。

システム要件などの詳細な製品情報については 製品条項を参照してください。
個別の Education プラットフォーム製品ライセンスを組織全体の学生向けに取得することも、
Microsoft 365 A3/A5 スイートのライセンスを購入することもできます。Microsoft 365 A3 および A5 は、
Windows Education、Microsoft Office 365、EMS のライセンスと追加の製品を組み合わせたスイート
製品です。各製品のライセンスを個別に取得するよりも割安な価格で提供されます。

CASA + EES の契約オプションとして発注される Education
プラットフォーム製品の価格は、カウント数ごとのレベルに
分かれています。具体的なレベルは以下のとおりです。

1,000

A

3,000

B

10,000

C

25,000

D

学生向けオプションでは、幅広い種類の追加購入製品を購入することができます。
学生向けオプションの (学生価格の) 追加購入製品は、全学生分のライセンスを購入する
必要があります。学生向けオプションを通じて購入可能な製品は、製品条項の一覧表
("ST" と表示) で確認できます。
メモ: 教職員価格で購入可能な追加購入製品 (学生価格が提供されていない製品など) も、必要な数のライセ
ンスを公表価格で取得して学生に割り当てることができます。追加購入製品の一覧については製品条項を参
照してください。

1. 有料のオンライン サービス
学生向けオンライン サービスのライセンス取得にあたり、学生向け特典の条件に該当
しない場合は、以下のような選択肢があります。
• 学生向けの Office 365 ProPlus または Office 365 A3/A5 を購入: Office 365
ProPlus および Office 365 A3/A5 は Education プラットフォーム製品のため、
すべての学生に対してライセンスを取得する必要があります。
• 学生向けにオンライン サービスを追加購入: Microsoft Project Online などの
Microsoft オンライン サービスを、学生向けに必要な数量だけ追加購入できます

学生向けオプションは、CASA + EES の契約オプションの利用資格を得るには、1,000 以上
の教育対象ユーザー ライセンスの購入が必要です。教育対象ユーザーと学生ユーザー数を合
算し、プログラムの最少購入要件を満たすことはできません。

学生のライセンス取得済み製品の使用には、ライセンス契約の規定が適用されます。
ボリューム ライセンス契約を通じて購入した対象マイクロソフト製品に関する現在の
使用権の内容を確認するには、製品条項を参照してください。
学生は、サブスクリプション期間中のみ製品の使用権が付与されます。
このライセンスは非永続ライセンスです (学生はライセンスを所有できません)。
退学した場合や、EES の契約期間が満了した場合、学生はライセンス取得済み製品を
削除する必要があります。教育機関は、ライセンス取得済み製品の配布の際に学生に
使用権の範囲を説明する責任を負います。
EES のサブスクリプション契約条件で示されているコンプライアンス ガイドラインを
遵守している限り、学生がライセンス取得済み製品を削除しなかった場合に、教育機関が
その責任を問われることはありません。

ライセンス ソリューション プロバイダー (LSP)見つけるにはhttps://www.microsoft.com/jajp/Licensing/how-to-buy/LSP.aspx をご参照ください。

教育機関向けの全ライセンス オプションの一覧については https://www.microsoft.com/jajp/Licensing/licensing-programs/licensing-for-industries.aspx#Pivot1Target2 を参照するか、
LSP にお問い合わせください。

教育機関での Office 365 などのオンライン サービスの利用に関する情報、サブスクリプションの
評価については、https://www.microsoft.com/ja-jp/education にてご確認ください。

ライセンスの追跡、ボリューム ライセンス キー取得、ソフトウェアのダウンロード、
ソフトウェア アシュアランス特典の管理は、以下の VLSC のサイトで行うことができます。
http://www.microsoft.com/licensing/servicecenter

Microsoft Imagine プログラムの詳細については、以下のサイトでご確認ください。
https://imagine.microsoft.com/

学生や教職員の可能性を広げる Microsoft Imagine Academy の詳細は http://www.microsoft.com/jajp/education/imagine-academy/default.aspx を参照してください。

TechNet ではマイクロソフトのテクノロジの評価、展開、保守、サポートに関する多種多様な
ノウハウを提供しています。詳細については https://technet.microsoft.com/ja-jp/を参照してください。

教育対象ーザー向けに販売されるマイクロソフト製品。
マイクロソフト アカデミック エディション製品およびボリューム ライ
センス契約に関するライセンスの販売を許可されたリセラー。
EES 加入契約の満了に伴い、サブスクリプション ベースでの製品の使
用を中止して、継続して使用したい製品の永続ライセンスを購入できる
EES のオプション。
ユーザーに Microsoft サーバーへのアクセス権を提供するライセンス。
ライセンス契約の規定に従い、ライセンス取得済み製品をインストール
して使用すること。
最新バージョンよりも以前にリリースされた、ライセンス取得済み製品
の任意のバージョン (たとえば、Word 2010 は Word 2016 のダウング
レード版)。

旧 DreamSpark。教育機関のラボにマイクロソフトの最新の開発/設計/
サーバー ツールを提供し、個別またはクラスでの学生と教員の学習をサ
ポートするオンライン サブスクリプション。
Microsoft Select Plus、マイクロソフト製品/サービス契約 (MPSA)、
Enterprise Agreement、CASA + EES などのマイクロソフト ボリュー
ム ライセンス契約を通じて、ライセンスを販売する資格を持つリセラー。

旧 Windows Live ID。メール アドレスとパスワードで構成され、VLSC、
Outlook.com、OneDrive、XBOX Live などのサービスへのサインインに
使用されます。
期間限定でソフトウェア製品を使用できるライセンス。
あらゆる規模の教育機関がリセラーを通じて永続ライセンスを購入する
ことのできる、教育機関に特化したオープン ライセンス契約。
無期限で特定のバージョンの製品を使用できるライセンス。

EES 加入契約の下で利用できる、マイクロソフト製品条項内で指定され
た任意の製品。組織全体に対するライセンスの購入のみをサポートしま
す。
教育対象ユーザーとは、対象の教育機関の利益のため Education プラッ
トフォーム製品の使用またはアクセスする教育機関で働くすべての教職
員 または契約業者（学生を除く）。
マイクロソフトが対象の教育機関向けのお客様に提供する新しいサブス
クリプション形式のライセンス プログラム。教育対象ユーザー数が
1,000 名以上の教育機関は CASA + EES 契約を締結することで、LSP
を通じて EES サブスクリプションを取得できます。FTE (フルタイム当
量）の数が 3 名以上の教育機関は OVS-ES 契約を締結することで、
AER を通じて 教育機関向け サブスクリプションを取得できます。

マイクロソフト ボリューム ライセンス契約を通じてライセンスを取得
したマイクロソフトのソフトウェアおよびオンライン サービスの関連情
報を記載したドキュメント。月に 1 回発行され、製品の提供状況、ポイ
ントまたはユニットの価値、移行パスのほか、ソフトウェア アシュアラ
ンス特典などの情報を提供します。また、ライセンス取得済みの特定の
マイクロソフト製品を、展開、使用、コピーする際のお客様および各
ユーザーの使用権を明記しています。
所定の基準を満たし、アカデミック ボリューム ライセンス契約やアカ
デミック エディション製品の購入を許可されたお客様。各地域の適格教
育ユーザーの定義をダウンロードして、条件を確認できます
マイクロソフト ボリューム ライセンス契約のライセンスなど、マイク
ロソフト製品のライセンスを販売するサードパーティ ベンダー。

メディアを取得するプロセス。

マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムの購入者に提供され

るオファリング。年次分割払いオプションのほか、ライセンス取得済み
製品のアップグレードやサポート、各種のツール、トレーニングを含み
ます。
マイクロソフト オンライン サービスへのアクセス権をユーザーに提供
するライセンス。
教育機関にフルタイムまたはパートタイムで勤務する、その教育機関の
学生。
所属する学生が無償で製品を使用できるライセンス オプション。対象製
品のライセンスを組織全体で購入した教育機関に提供されます。対象製
品および学生向け特典で利用可能な製品は、製品エントリで定義されて
います。特典で提供される学生ライセンスは、ライセンスの最少購入数
にはカウントされません。
学生個人が所有またはリースするデバイスや教育機関が学生用に割り当
てたデバイスで、選択したライセンス取得済み製品を使用できる EES
のライセンス オプション。
一定の期間中、ライセンス取得済み製品の使用権を付与するライセンス
契約 (一時ライセンス)。
期間限定でソフトウェア製品を使用できるライセンス。
EES の加入者が、ウェルカム CD キットおよび新製品に含まれている、
新バージョンの製品の CD を自動的に入手できるサブスクリプション
サービス。
より新しいバージョンの製品 (たとえば、Windows 10 は Windows 8 の
アップグレード版)。
マイクロソフトのソフトウェアおよびサービスのライセンス、ソフト
ウェア アシュアランス特典、サブスクリプション、製品ダウンロードを
確認し、管理するためのセルフサービス ツール。

