マイクロソフト ライセンス契約の比較
一般企業および公共機関向け
マイクロソフトは、組織がマイクロソフトのクラウド サービスやオンプレミス ソフトウェアを購入する際のオプション (ソフトウェア アシュアランスを同時購入する場合を含
む) を契約ベースとトランザクション ベースでご用意しており、Microsoft-assisted、マイクロソフト パートナーによる付加価値サービス、 Web セルフ サービスという 3 つ
の方法をお選びいただけます。以下は、一般企業および公共機関向けのマイクロソフトのライセンス契約についてご説明しています。教育機関向けのライセンス オプションの比
較は、こちらをご確認ください。
Microsoft Enterprise 契約および Microsoft Enterprise Subscription 加入契約は、新規登録ユーザー数/デバイス数が 500 以上の企業のお客様、またはユーザー数/デバ
イス数が 250 以上の公共機関のお客様に向けた契約ベースのマイクロソフト ボリューム ライセンス契約で、マイクロソフトのクラウド サービスまたはオンプレミス、あるい
はその両方を組織全体で 3 年間以上ご利用いただく場合に最適な料金でご購入いただけます。エンタープライズ契約の種類としては、エンタープライズ加入契約、エンタープラ
イズ サブスクリプション加入契約、サーバーおよびクラウド加入契約 (SCE) があります。この契約にはソフトウェア アシュアランスが含まれます。
マイクロソフト 製品/サービス契約 (MPSA) は、ユーザー数/デバイス数が 250 以上の一般企業および公共機関のお客様に向けたトランザクション ベースのマイクロソフト ボ
リューム ライセンス契約で、マイクロソフトのクラウド サービスまたはオンプレミス ソフトウェア、あるいはその両方のライセンスを、必要な分だけご購入いただける単一で
無期限の契約です。この契約ではオプションでソフトウェア アシュアランスをご購入いただけます。
Microsoft Open License、Microsoft Open Value および Microsoft Open Value Subscription は、ユーザー数/デバイス数が 3 ～ 499 の組織のお客様に向けたマイク
ロソフト ボリューム ライセンス契約で、マイクロソフトのクラウド サービスまたはオンプレミス ソフトウェア、あるいはその両方の購入にご利用いただけます。オープン ラ
イセンスは企業、公共機関、教育機関、非営利組織のお客様に向けたトランザクション ベースの契約で、オプションでソフトウェア アシュアランスをご購入いただけます。オ
ープン バリューの個別購入オプションは企業および公共機関のお客様向けのトランザクション ベースの契約で、ソフトウェア アシュアランスが含まれています。
Microsoft Cloud 契約 (MCA) はユーザー数/デバイス数が 1 以上の一般企業、公共機関および教育機関のお客様向けのトランザクション ベースのライセンス契約で、クラウ
ド サービスの管理をクラウド ソリューション プロバイダー (CSP) に完全に外部委託することができます。MCA では、システム インテグレーター、ホスティング パートナ
ー、クラウド ネイティブなリセラー パートナーが提供する付加価値サービスを組み合わせて、お客様が必要なクラウド サービスのライセンスを CSP から簡単にご購入いただ
けます。MCA では、オンプレミス ソフトウェアおよびソフトウェア アシュアランスをご購入いただくことはできません。
Microsoft Online Subscription 契約 (MOSA) はユーザー数/デバイス数が 1 以上の企業、公共機関、教育機関のお客様向けのトランザクション ベースのライセンス契約
で、マイクロソフト オンライン サブスクリプション プログラム (MOSP) を通じて Web からシームレスに直接サブスクリプションの購入、アクティベーション、プロビジョニ
ング、保守を行うことができます。MOSA では、オンプレミス ソフトウェアおよびソフトウェア アシュアランスをご購入いただくことはできません。
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Microsoft Enterprise 契約

マイクロソフト製品/サービス

Microsoft Open 契約

契約 (MPSA)
サービス内容

Microsoft Cloud 契約

Microsoft Online

(CSP 経由)

Subscription 契約

契約ベースでクラウド

トランザクション ベースのクラ

トランザクション ベース (Open License およ

トランザクション ベースでクラウ

トランザクション ベースでク

サービスとオンプレミス

ウド サービスとオンプレミス

び Open Value の個別購入オプションの場合)

ド サービスのみを提供

ラウド サービスのみを提供

ソフトウェアを提供

ソフトウェアを提供

または契約ベース (Open Value) でクラウド
1 年間 (自動更新)

1 年間 (自動更新)

必要分のみ

必要分のみ

1 年間

1 年間または 対象のクラウド

サービスとオンプレミス ソフトウェアを提供
契約期間

3 年間

無期限

3 年間 ((Open Value)
2 年間 (Open License)
1 年間（公共機関向け Open Value のみ）

購入範囲

組織全体

必要分のみ

必要分のみ (Open License および Open
Value の個別購入オプションの場合) または
組織全体 (Open Value)

購入期間

初回購入時は 3 年間、その後は

クラウド サービスは 1 年間ま

3 年間 (Open Value)

継続して購入可能

たは 1 か月間～ 11 か月間

2 年間 (Open License)、

サービスは 1 か月間

1 年間 (クラウド サービスおよび公共機関向け
Open Value)
購入期間の期限

最小契約数

対象組織の規模

加入契約満了日

ソフトウェア アシュアランスの

認証有効期間終了日 (Open License) または契

サブスクリプション期間満了日

サブスクリプション期間満了

3 回目のアカウント応当日。ク

約満了日 (Open Value) またはサブスクリプシ

(1 年間)

日 (1 年間または 1 か月間)

ラウド サービスの場合は次のア

ョン期間満了日 (クラウド サービスの場合は 1

カウント応当日または複数年

年間)

製品群ごとに対象デバイス数/

製品群ごとに 500 ポイント、

ライセンス数または L&SA の契約数が 3 つ以

ユーザー サブスクリプション ラ

ユーザー サブスクリプション

ユーザー数が 250 (公共機関の

または製品群ごとにクラウド サ

上、ユーザー サブスクリプション ライセンス

イセンス (USL) の契約数は 1 つ

ライセンス (USL) の契約数

お客様) または 500 (一般企業

ービス ユーザー数 250 (1 年

(USL) の契約数は 1 つ以上、または Azure を

以上、または Azure を従量課金

は 1 つ以上、または Azure

のお客様)

間)

従量課金制で使用

制で使用

を従量課金制で使用

ユーザー数 500 以上 (公共機関

ユーザー数 250 以上

オンプレミス ソフトウェアの場合はユーザー

ユーザー数 1 以上

ユーザー数 1 以上

マイクロソフト パートナー様経由

マイクロソフトの直接販売

のお客様は 250 以上)

数 3 ～ 499、クラウド サービスの場合はユー
ザー数 1 以上 (Office 365 Business エディシ
ョンの場合は USL 契約数 300 まで)

販売モデル
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マイクロソフト パートナー様経

マイクロソフト パートナー様経

由の販売

由の販売

マイクロソフト パートナー様経由の販売

の販売

Microsoft Enterprise 契約

マイクロソフト製品/サービス

Microsoft Open 契約

契約 (MPSA)
発注

初回製品発注時は、初回使用月
その後は、毎年継続発注

必要に応じて

必要に応じて (Open License および Open

(購入アカウントごと)

(加入契約ごと)

Microsoft Cloud 契約

Microsoft Online

(CSP 経由)

Subscription 契約

必要に応じて (CSP ごと)

必要に応じて (注文ごと)

Value の個別購入オプションの場合、契約ご
と) または、初回製品発注時は初回使用月、そ
の後は毎年更新 (Open Value の場合、契約ご
と)

オンプレミス ソフトウェアのラ

✔

✔

✔

イセンス
オンプレミス ソフトウェアの非
永続ライセンス

✔

✔

(Enterprise Subscription 加入

(Open Value Subscription)

契約)
クラウド サービスのユーザー

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

サブスクリプション ライセンス
(USL)
発注前のクラウド サービスのプ

✔

ロビジョニング
ソフトウェア アシュアランス

✔

✔

(付属)

(オプション)

✔
(Open License の場合はオプション、
Open Value の場合は、付属)

価格表

一般企業および公共機関

一般企業および公共機関

一般企業および公共機関 (Open License の場

一般企業、公共機関、教育機関

合は教育機関および非営利組織も含む)
価格レベルの決定

製品群ごとのユーザーまたはデ

製品群ごとのポイント数、また

製品群 (一般企業向け Open License の場合)

バイスのライセンス数、

は一般企業の場合は、適格契約

またはデバイス数 (一般企業向け Open Value

または一般企業の場合は、適格

に基づく。公共機関の場合

の場合) に基づく。公共機関の場合

契約に基づく。公共機関の場合

は単一の価格レベル

は単一の価格レベル。

契約に含まれる全製品およびサ

クラウド サービスの 1 年

対象製品 (Open Value、全社契約の場合)

ービスが対象

サブスクリプション

一般企業、公共機関、教育機
関

価格レベル設定なし
(CSP による価格設定)

クラウド サービスの発注数に
基づく

は単一の価格レベル
価格固定
前払い

✔

✔

(1 ～ 3 年分)

(1 ～ 3 年分)

✔

✔

なし

スクリプション増分
✔
（Open License： 1 年分または 2 年分
Open Value

年額払い (分割)

1 年間のクラウド サービス サブ
✔

✔

(1 か月分)

(1 か月分または 1 年分)

： 1 ～ 3 年分 ）
✔
(Open Value)

マイクロソフト ファイナンシン
グの利用 (適用条件を満たす場
合)
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✔

✔

✔

✔

