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マイクロソフト ボリューム ライセンス製品条項の説明
はじめに
概要
マイクロソフトはビジネスに役立つ製品を数多く開発しています。そのため、特定の製品に対してどのようなライセンス オプシ
ョンが用意されているのかを把握するのは容易なことではありません。このガイドは、マイクロソフト ボリューム ライセンス プ
ログラムを通じて提供されるマイクロソフト製品のライセンスのしくみを理解するためにご利用いただけます。
ここでは、ライセンスの基本事項の紹介と共に、製品に対して複数のライセンス モデルが用意されている理由についても解説し
ます。各ライセンス モデルの詳細については、マイクロソフト製品条項を参照してください。製品条項はマイクロソフト ボリュ
ーム ライセンス契約に含まれる重要な法的文書の 1 つですが、その内容を短時間で完全に理解するのは困難です。そこで、さま
ざまなテクノロジ ソリューションを導入する実際の場面を想定して、マイクロソフトのライセンス モデルの適用方法を紹介する
わかりやすいライセンス ストーリーをご用意しました。中小企業の IT 担当者が、社内 IT 戦略の実現に必要なマイクロソフトの製
品やサービスのライセンスを適切に取得する方法を探っていきたいと思います。

このガイドの使用について
このガイドに含まれる顧客シナリオは、マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムを通じてマイクロソフト製品のライセ
ンスを取得するために使用するモデルおよびルールを理解することを目的に用意されたものであり、マイクロソフトの製品やサ
ービスを選択していただくことを目的としたものではありません。このガイドでは、具体的でわかりやすい例を提示します。ラ
イセンスの概念を理解しやすいように、製品名は簡略化しています。組織に最適なテクノロジ ソリューションについてアドバイ
スが必要な場合、または特定の製品やシナリオのライセンス要件が不明な場合は、マイクロソフトの販売代理店、マイクロソフ
ト アカウント チーム、またはお近くのライセンス サポート担当者までお問い合わせください。お住まいの地域のマイクロソフト
ボリューム ライセンスの情報については、マイクロソフト ボリューム ライセンスの各国サイト (www.microsoft.com/jajp/licensing/worldwide.aspx) でご確認いただけます。
このガイドは、マイクロソフトのライセンス製品の使用権に関するいかなる法的文書にも優先するものではなく、また、その内容
に代わるものでもありません。特定の製品のライセンス条項については、マイクロソフト ボリューム ライセンス Web サイトの
製品条項 (www.microsoft.com/ja-jp/licensing/product-licensing/products.aspx) を参照してください。

主な用語と略語
CAL (Client Access License): サーバー上で実行中のソフトウェアへのアクセスを許可するクライアント アクセス ライセンス
コア: プロセッサ上の小型処理装置
デバイス: デスクトップ PC、サーバー、モバイル端末など、ソフトウェアが実行されるあらゆる機器
インスタンス: インストール済みのソフトウェアのコピー
L&SA (License & Software Assurance): ライセンスとそのソフトウェア アシュアランスの両方をまとめて取得できるパック
ML (Management License): 管理サーバーでオペレーティング システム環境を管理することを許可する管理ライセンス
MDOP: Microsoft Desktop Optimization Pack の略
オペレーティング システム環境 (OSE): オペレーティング システムとアプリケーションを実行する物理マシン (物理 OSE) または
仮想マシン (仮想 OSE) 上のコンピューティング環境
物理マシン: デスクトップ PC、モバイル端末、サーバーなどのハードウェア デバイス
プロセッサ: コンピューターの処理を実行する、単一のチップ上に集積された完全な計算エンジン (マイクロプロセッサ、CPU と
も呼ばれる)
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マイクロソフト ボリューム ライセンス製品条項の説明
製品表 (PL): 「製品条項」を参照
製品条項 (PT): 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なライセンスの取得に関する情報 (以前は製品表
(PL) で提供) と、ソフトウェアの展開と利用に適用される諸条件に関する情報 (以前は製品使用権説明書 (PUR) で提供) を提供する
月次ドキュメント。製品条項は、各プログラムで利用可能な製品、取得の前提条件 (Windows デスクトップ オペレーティング シ
ステム アップグレード ライセンスの対象となる製品など)、使用権、ソフトウェア アシュアランスの権利、移行権に関する説明
が、製品別に記載されています。製品条項は、マイクロソフト ボリューム ライセンス Web サイト (www.microsoft.com/jajp/licensing/product-licensing/products.aspx) で入手できます。
製品使用権説明書 (PUR): 「製品条項」を参照
実行: コピー、インストール、使用、アクセス、表示などのソフトウェア操作
ユーザー: ソフトウェア製品やサービスを使用する人
SL (Subscription License): 特定のマイクロソフト オンライン サービスへのアクセスを許可するサブスクリプション ライセンス
VDA: Windows Virtual Desktop Access の略
仮想マシン (VM): プログラムを別の物理コンピューターとして実行するエミュレート ソフトウェア バージョン
仮想プロセッサ: 仮想マシンをサポートするプロセッサ実行単位
仮想化: ソフトウェアを仮想オペレーティング システム環境で実行すること

ライセンスの基本
知的財産とは
ソフトウェアはコモディティ、すなわち、コンピューターやテレビのように小売業者から購入可能なものと見なされます。通常、
コモディティを購入すると、物理的な商品に加え、その商品が持つすべてまたは大部分の価値が提供されます。ただし、ソフト
ウェアの場合、
「購入する」というより「ライセンスを取得する」と言った方が一般的です。ライセンスを取得したソフトウェア
の価値は、ソフトウェアが格納されているディスクなどの物体ではなく、そのソフトウェアの開発者の知識にあります。ユーザ
ーはこの知識を所有するのではなく、限定的な使用権を取得できるだけです。つまりソフトウェアは、書籍や音楽などと同様
に、知的財産なのです。
一般に、商業的な価値のあるアイデアやクリエイティブな表現を知的財産と呼びます。これらは形あるものではないため、物理的
に定義または特定することが困難です。その結果、著作権という概念が生まれたのです。著作権は知的所有権 (IPR) であり、国際
的な著作権法によって保護されています。IPR には、著作権のほかに商標権と特許権が含まれます。知的財産の所有者は、この著
作権法に基づいて、知的財産の使用を許可したり、無断使用を規制したりできます。

ライセンスとは
ライセンスには、メディア、マニュアル、サポートの権利が含まれるとは限りません。ソフトウェアの使用方法は、マイクロソフ
ト ソフトウェア ライセンス条項に規定されています。ソフトウェア ライセンスを取得するには、その使用条件に同意する必要が
あります。会社によっては、こうした使用条件を「使用許諾契約書 (EULA)」と呼ぶこともありますが、マイクロソフトでは「マ
イクロソフト ソフトウェア ライセンス条項」という名称を使用しています。
ライセンスを適用し、コンプライアンスを確保することにより、ソフトウェア開発者の知的財産への投資を保護することができま
す。一方、ユーザーは、コンプライアンスを確保することにより、ライセンス期間中にソフトウェアの使用権を得ることができ
ます。コンプライアンスは、海賊版や破損または故障したソフトウェアからユーザーを保護します。さらに、ライセンスの獲得
の際、投資を最大化する目的でテクニカル サービスやサポートを受けられるように設定することができます。
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マイクロソフト ボリューム ライセンス製品条項の説明
マイクロソフト ボリューム ライセンスとは
ボリューム ライセンスとは、複数のソフトウェア ライセンスをまとめて提供するしくみのことです。この方法を利用すると、割
引価格でソフトウェアを入手できるだけでなく、組織内の複数のコンピューターでソフトウェアを容易に実行できるようになり
ます。
マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムを通じてソフトウェア ライセンスを購入する場合、必要な費用はソフトウェ
ア ライセンスの料金だけです。
これに対し、パッケージ ソフトウェアを購入する場合は、CD-ROM や DVD のようなメディア、ユーザー ガイド、その他の同梱
アイテムにかかる料金も支払う必要があります。通常、こうした物理的なコストをなくして複数のライセンスを購入すること
で、全体のコスト削減を実現することができます。また、よりニーズに合ったライセンス オプションの選択や、ソフトウェア管
理の合理化も可能になります。選択したボリューム ライセンス プログラムによっては、メディアが配布されることがあります。
ソフトウェアをダウンロードするのか、メディア (または追加メディア)、ドキュメント、製品サポートを必要に応じて別々に取得
するのかを選択することもできます。

マイクロソフト ソフトウェア アシュアランスとは
ソフトウェア アシュアランス (SA) は、ソフトウェアへの投資から最大の価値を引き出すことができるようお客様を支援する包括
的な保守プログラムです。最新のソフトウェアと、電話サポート、パートナー サービス、トレーニング、IT ツールなどの特典が
セットになっています。ソフトウェア アシュアランスは、ライセンスの購入時に取得できます。契約直後から利用可能となり、
契約の有効期間が満了するまでご利用いただけます。

ライセンス契約とは
マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムに参加するには、お客様の組織とマイクロソフト間で締結されるライセンス契
約に合意する必要があります。ライセンス契約に含まれるソフトウェア ライセンス条項は、ソフトウェアを複数の PC またはデ
バイスにインストールできるかどうか、どのくらいの期間利用できるかなどを定義するものです。新しいソフトウェアを取得し
てインストールするには、ソフトウェアを決められたとおりに使用するというライセンス契約に合意する必要があります。ま
た、ライセンス契約の内容と、特定のライセンス プログラムとの違いを十分に理解しておく必要があります。

ライセンス期間
通常、ライセンスごとに異なったライセンス期間が設けられています。大きく分けて、永続的ライセンスと非永続的ライセンスの
2 種類があります。


永続的ライセンス - ライセンス契約とソフトウェア ライセンス条項に従ってソフトウェアを使用している限り、無制限に有
効なライセンス。



非永続的ライセンス – サブスクリプション ライセンスとも呼びます。特定のライセンス製品を、ライセンス契約の内容に従
って、所定の期間 (契約期間終了日まで、または契約発効日より 1 年後の応当日まで) 使用する権利を付与します。ただし、
ソフトウェア ライセンス契約とソフトウェア ライセンス条項に従ってソフトウェアを使用していることが条件となります。
非永続的ライセンスは、特定の包括的なマイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムを通して提供されます。Microsoft
Online Services、Microsoft Desktop Optimization Pack、Windows Virtual Desktop Access のような特定の製品で提供される場
合もあります。
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製品条項
製品条項とは
マイクロソフト ボリューム ライセンスの製品条項は、マイクロソフト ボリューム ライセンス契約に付属する、製品使用権説明
書および製品表 (いずれも 2015 年 6 月に廃止) の後継として位置付けられるドキュメントです。一般に、特定の製品のライセンス
の取得方法や、ライセンス契約に従ってその製品で実行できる内容の詳細を把握するために利用します。
製品条項には、ボリューム ライセンス プログラムで利用可能な製品と、ソフトウェアの展開と利用に適用される諸条件が記載さ
れています。製品のエントリを中心とした構成になっており、各エントリから、より適用範囲の広い条件 (共通のライセンス条項
や、ボリューム ライセンスを通じて提供される製品のライセンス モデル条項など) に関するドキュメント内のセクションを参照
できます。また、特別な使用権や例外を必要とする展開シナリオを持つ製品については、その説明が製品のエントリに記載され
ています。特定のマイクロソフト製品に必要なライセンス数は、その製品のライセンス モデルと展開計画によって決まります。

特定の製品のライセンス条項を確認するには
一般的に、各製品の製品条項は、共通のライセンス条項、ライセンス モデル条項、製品固有の条項で構成されます。製品条項を
使って特定の製品のライセンス条項を見つける場合、まず目的の製品のエントリに移動してください。ここで、該当するライセ
ンス モデル、その製品に適用される共通のライセンス条項群、製品固有の例外 (ある場合)、ソフトウェア アシュアランスに伴い
追加されるすべての権利を確認できます。製品エントリの「使用権」セクションには、ベース ライセンスで可能な展開および利
用方法を規定するライセンス条項が記載されています。
「ソフトウェア アシュアランス」セクションには、追加の権利と、ソフト
ウェア アシュアランスの利用に伴い適用されるその他のライセンス条項が記載されています。製品エントリのこれらのセクショ
ンにある表の項目には、ドキュメント内リンクが設定されています。これらのリンクを使って、共通のライセンス条項、ライセ
ンス モデル条項、その他ドキュメント内の関連項目に簡単に移動することができます。ドキュメントでは、カーソルが置かれる
と「用語集」に記載されている定義をポップアップ表示するマウスオーバー テキスト機能も使用されています。

最新の製品条項を参照するには
最新の製品条項は、ボリューム ライセンス Web サイト (www.microsoft.com/ja-jp/licensing/product-licensing/products.aspx) から
ダウンロードできます。

製品使用権説明書と製品表の扱いについて
製品使用権説明書と製品表はいずれも 2015 年 6 月に廃止され、代わりに製品条項が使用されています。これらのドキュメントの
関係性やお客様の目的に該当するドキュメントを選択する方法については、製品条項に関する FAQ
(https://www.microsoft.com/ja-jp/Licensing/product-licensing/FAQ-product-licensing.aspx) をお読みください。
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ボリューム ライセンスを通じて提供される製品の
ライセンス モデル
マイクロソフト ボリューム ライセンスを通じて提供される製品には、複数のライセンス モデルが用意されています。各プログラ
ムの概要については、製品条項を参照してください。

マイクロソフトが複数のライセンス モデルを使用している理由
特定のマイクロソフト製品に最適なライセンス モデルを選択するにあたっては、多くの点を考慮する必要があります。その一部
は、次のような製品固有の条件です。


その製品の使用方法



その製品へのアクセス方法



その製品にアクセスするユーザーまたはデバイスの数



その製品をクライアント デバイス (PC、スマートフォンなど) で実行するか



その製品を実行するために別途必要な製品があるか

このほかに、マイクロソフト固有の条件やソリューション固有の条件もあるため、競合する複数の条件の優先順位をうまく調整す
る必要があります。以下に例を示します。


シンプルさと柔軟性: すべての製品で同じライセンス モデルを使用した方がシンプルですが、そうすると特定の使用シナリオ
にぴったりのモデルを選択する柔軟性がなくなります。



予測可能性と適合性: お客様やパートナー様から、
「ライセンス モデルを追加したり変更したりすると混乱する」というご意
見がたびたび寄せられます。しかし、より多くのユーザーが効果的にモデルを使用するには、仮想化や新たなシナリオなど、
用途に適したライセンス方法を選択できることも重要です。

マイクロソフトは、こうした複数の条件をすり合わせて、すべてのユーザーに最適なライセンス モデルを提供することを目指し
ています。
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カスタマー ジャーニー
ウェンディは、リサーチ ベースのオンライン マーケティング アプローチの導入を支援
する急成長企業 Trey Research の IT ディレクターです。ウェンディと同社の経営陣
は、社内の戦略計画プロセスの一環として、クライアントに最高のサービスを提供する
ために役立つコア IT インフラストラクチャの構築を見据えた、6 つの IT 構想をまと
めました。
構想の実現に向けたスケジュールと予算の管理は、ウェンディが担当することになりま
した。彼女はテクノロジ ベンダーを慎重に選定すると共に、投資利益率 (ROI) を最大
化できるように、会社のハードウェアとソフトウェアの調達方法を把握することに努め
ました。
Trey Research の最重要ベンダーはマイクロソフトでした。ウェンディは、必要なラ
イセンスを最も費用対効果が高くなる方法で取得するために、マイクロソフトのソフト
ウェア ライセンスの入手方法を検討しました。ソフトウェア ライセンスを調達するう
えで最も重視したのは、総所有コスト (TCO) と長期的な価値です。Trey Research は
この 2 つを考慮した結果、すべてのライセンスでソフトウェア アシュアランスを購入
することにしました。ウェンディは、ソフトウェア アシュアランス特典が会社に長期
的なコスト削減という大きな付加価値をもたらすと確信しています。
では、マイクロソフトのソフトウェアやサービスを使用する 6 つの IT 構想のためのラ
イセンスをウェンディがどのように取得するか見ていきましょう。

ライセンス モデルの概要:
デスクトップ アプリケーション
アプリケーションを実行する (アクセ
スする) デバイス 1 台ごとに、ライセ
ンスが 1 つずつ必要です。したがっ

構想 1: デスクトップ ハードウェアの購入
多くの企業と同様に、新規顧客の獲得や需要増に対応するための人材採用が進んでいる
Trey Research では、この勢いを後押しするべく 50 台の新しい PC を購入すること
にしました。新たに導入する PC 1 台ごとに、オペレーティング システムと、デスク
トップ PC の生産性アプリケーション スイートが必要です。

て、ローカル デバイスでソフトウェア

オペレーティング システムとしては、Windows Enterprise を選択しました。さら

を実行する場合も、サーバーなど別の

に、Microsoft Desktop Optimization Pack (MDOP) や Windows Software

デバイス上にあるソフトウェアにアク

Assurance per User アドオンをはじめとする Windows のソフトウェア アシュアラ

セスする場合も、ライセンスが 1 つず

ンス特典も利用します。

つ必要になります。これに対し、ライ

デスクトップ アプリケーションとは通常、ユーザーが自分の PC 上で作業を行うため

センスされた物理デバイス上の仮想マ

に使用するソフトウェア プログラムのことです。たとえば、ビジネス レターの下書き

シンでアプリケーションを実行する場

をするのに使用する Microsoft Word や、販促用プレゼンテーションの作成に使用する

合は、追加のライセンスは必要ありま

Microsoft PowerPoint などがあります。デスクトップ アプリケーションは、デスクト

せん。

ップ PC、ノート PC、タブレット、スマートフォンなど、さまざまなタイプのデバイ
スにインストールできます。サーバーにインストールすることも可能で、その場合ユー
ザーは自分の PC からサーバー上のアプリケーションにアクセスすることができます。
Trey Research では、デスクトップ アプリケーションとして、業務に必要な一般的な
アプリケーションが全て含まれている Microsoft Office を使用しています。ウェンデ
ィは新しい PC に、Microsoft Office Professional Plus を導入することにしました。
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マイクロソフト ボリューム ライセンス製品条項の説明
ライセンス モデルの概要:

ライセンスの要件

デスクトップ オペレーティング

Windows Pro

システム

Windows Enterprise は、マイクロソフト ボリューム ライセンスを通じてアップグ

ソフトウェアにアクセスしたり、ソフト

レード ライセンスとしてのみ提供されます。Windows Enterprise のアップグレード

ウェアを実行したりするデバイスごと

ライセンスを取得するには、新しい PC 1 台ごとに対象のオペレーティング システム

に、ライセンスが 1 つずつ必要になり

(QOS) のフル ライセンスが必要です。しかし、Windows デスクトップ オペレーテ

ます。ソフトウェアをローカル デバイ

ィング システムのボリューム ライセンスではフル ライセンスは提供されません。費

スで実行する場合だけでなく、別のデバ

用対効果を最大化しつつフル ライセンスを取得するには、PC の製造元 (OEM) のラ

イス上のソフトウェアにリモート アク

イセンスを取得して、各 PC に QOS をプレインストールします。ここでは、OEM 版

セスする場合もライセンスが必要になり

Windows (QOS) がインストールされている PC を使用することにしました。

ます。

ヒント: ライセンス SKU のタイプ
マイクロソフト ボリューム ライセンス
で提供される主な SKU のタイプは 5 つ
あります。以下のとおりです。
ライセンス: 特定のバージョンやエディ
ションのソフトウェアを利用することが
できます。
ソフトウェア アシュアランス: ソフトウ
ェア アシュアランスの適用範囲を更新
または拡張することができます。ソフト
ウェア アシュアランスの契約期間中に
発表された最新ソフトウェア リリース
にアップグレードできる権利をはじめ、
さまざまな特典が付与されます。

Windows Enterprise へのアップグレードの権利とソフトウェア アシュアランス
新しい PC を Windows Enterprise にアップグレードし、ソフトウェア アシュアラ
ンス特典も取得したい場合は、マイクロソフト ボリューム ライセンスを通じて
Windows Enterprise のアップグレード ライセンスとソフトウェア アシュアランス
を 50 セット購入します。
Microsoft Office Professional Plus
デバイスの種類を問わず、マイクロソフト デスクトップ PC アプリケーションを実行
したい場合は、通常、デバイスをアプリケーション用にライセンスする必要がありま
す。ソフトウェアがインストールされているデバイスと、アプリケーションへのアク
セスに使用するデバイスの両方が対象になります。デバイスのライセンスが完了した
時点で、必要な数のアプリケーション (または以前のバージョンのアプリケーション)
をインストールできるようになります。ここでは、マイクロソフト ボリューム ライ
センスを通じて、PC 1 台ごとに Office Professional Plus のライセンス + ソフトウ
ェア アシュアランス パックを 1 つずつ発注します。

ライセンス & ソフトウェア アシュアラ
ンス パック (L&SA): ライセンスとそ
のソフトウェア アシュアランスの両方
を購入することができます。
月次サブスクリプション: ボリューム ラ
イセンスを通じて、月次のサブスクリプ
ション ベースで製品やサービスを利用
することができます。
ソフトウェア アシュアランス ステップ
アップ: ソフトウェア アシュアランスで

図1

カバーされる対象製品の下位エディショ
ン (Windows Server Standard など)
から上位エディション (Windows
Server Datacenter) へ移行することが
できます。
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マイクロソフト ボリューム ライセンス製品条項の説明
ライセンス モデルの概要: プロ
セッサ/クライアント アクセス
ライセンス (CAL):
サーバー上の物理プロセッサ 2 基ごと

ライセンス発注のまとめ
製品
Windows Pro

数量
50

発注方法
OEM (プレ インストール)

に、プロセッサ ライセンスが 1 つずつ
必要です。CAL はサーバー ソフトウェ

Windows Enterprise アップグ

アにアクセスするユーザーまたはデバイ

レード ＋ ソフトウェア アシュ

スごとに必要になり、オプションの

アランス (U&SA)

External Connector ライセンスはサー
バーへの外部アクセスを必要とする非従
業員向けの CAL の代わりになります。

ヒント: CAL
CAL はソフトウェアではなく、サーバ

Office Professional Plus
(L&SA)

50

50

マイクロソフト ボリューム
ライセンス
マイクロソフト ボリューム
ライセンス

構想 2: ファイルとプリンターの共有

ー ソフトウェアへのアクセスを許可す

Trey Research の 2 つ目の構想は、PC ネットワークを構築して、ファイルとプリン

るライセンスです。

ターを共有することです。ウェンディは、Windows Server Standard オペレーティ

CAL はユーザー単位またはデバイス単
位で購入できます。
サーバー ソフトウェアと同じバージョ
ンかそれより新しいバージョンの CAL
を使用する必要があります。たとえば、
Windows Server 2008 にアクセスする
には、Windows Server 2008 CAL ま
たは Windows Server 2012 CAL を使
用します。ただしこのルールには例外が
あり (製品条項を参照)、たとえば
Windows Server 2012 CAL があれ

ング システムがインストールされた新しいサーバーを 1 台購入し、この機能を実現
することにしました。Windows デスクトップ オペレーティング システムは PC で使
用しますが、Windows Server はサーバー デバイスで使用します。オペレーティン
グ システムはサーバーとの通信基盤を提供します。マイクロソフトのサーバー オペ
レーティング システム製品 (ほとんどの Windows Server エディションを含む)
は、コア単位/クライアント アクセス ライセンス (CAL) モデルを使用してライセン
スされます。唯一の例外が Windows Server Essentials です。Windows Server
Essentials は Specialty Server モデルでライセンスされます。企業は、サーバー ソ
フトウェアを実行しているサーバーのすべての物理コアをライセンスする必要があり
ます。また、サーバーにアクセスするユーザーまたはデバイスごとに CAL が 1 つず
つ必要です。

ば、Windows Server 2012 R2 を実行
しているサーバーにアクセスできます。
ユーザーまたはデバイスが組織内で実行
されているサーバー ソフトウェア イン
スタンスにアクセスするには、CAL が
1 つずつ必要です。
CAL を別のデバイスや別のユーザーに
再割り当てする場合、最後の割り当てか
ら 90 日以上経過している必要がありま
す。使用していたデバイスがサービス停
止状態になった場合は、デバイス CAL
を一時的に代替デバイスに再割り当てす
ることができます。同様に、ユーザーの

図2

休暇中にこのユーザーの CAL を臨時職
員に再割り当てすることもできます。
2017 年 6 月
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マイクロソフト ボリューム ライセンス製品条項の説明
ライセンスの要件
Windows Server Standard
ウェンディは、新しい 2 プロセッサのサーバーは OEM から、Windows Server
Standard のライセンス + ソフトウェア アシュアランスはマイクロソフト ボリュー
ム ライセンスを通じて購入します。
Windows Server CAL
次にウェンディは、社内で必要な CAL の数を調べる必要があります。ユーザー CAL
とデバイス CAL のうち、より費用対効果が高い方を選択できます。Tray Research
では、120 名の従業員全員がサーバーに接続可能な PC とスマートフォンを 1 台ず
つ所有しています。デバイスの数より従業員の数の方が少ないので、ユーザー CAL
が適していると言えます。ウェンディは、マイクロソフト ボリューム ライセンスを
通じて Windows Server のユーザー CAL とソフトウェア アシュアランスを 120 セ
ット発注しました。

図3

ライセンス発注のまとめ
製品
Windows Server Standard
(L&SA)
Windows Server User CAL
(L&SA)

数量
16

120

発注方法
マイクロソフト ボリューム
ライセンス
マイクロソフト ボリューム
ライセンス

メモ: Windows Server Standard または Windows Server Datacenter は、物理プロセッサご
とに最低 8 個のコア ライセンスおよびサーバーごとに最低 16 個のコア ライセンスが必要で
す。コア ライセンスは 2 コア ライセンス単位および 16 コア ライセンス単位で販売されま
す。
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マイクロソフト ボリューム ライセンス製品条項の説明
ライセンス モデルの概要:

構想 3: 開発とテスト

開発者ツール

Trey Research の開発者とテスト担当者のグループは、アカウント マネージャーが

ソフトウェアにアクセスするユーザ
ー 1 名につき、ライセンスが 1 つず
つ必要です。ライセンスされたユー
ザーのみがソフトウェアにアクセス
する限り、必要な数のデバイスに必
要な数のソフトウェアをインストー
ルすることができます。

クライアントの Web トラフィック統計情報やその他の主要業績指標 (KPI) を追跡、
報告するのに役立つ新しいカスタム アプリケーションを開発しようと計画していま
す。Trey Research には、開発者が 3 名、テスト担当者が 6 名います。このプロジ
ェクト (そして将来のプロジェクト) に必要なツールを提供するために、開発者には
Microsoft Visual Studio Professional 開発システムと MSDN 開発者プログラムのラ
イセンスを付与し、テスト担当者には Visual Studio Test Professional with MSDN
のライセンスを付与します。Visual Studio Professional with MSDN は、デザイ
ン、開発、テスト、デモを目的とした最も幅広いマイクロソフト ソフトウェアへのア

ソフトウェアは、設計開発、テス

クセスを提供します。その他にも、開発者やテスト担当者のアプリケーション開発プ

ト、デモの目的でのみ使用可能で

ロセスを支援するさまざまなメリットが用意されています。

す。

これらの製品は、ユーザー単位の開発者ツール モデルでライセンスされます。ソフト
ウェアにアクセスするユーザー 1 名につき、ライセンスが 1 つずつ必要です。ライ
センスされたユーザーのみがソフトウェアにアクセスする限り、必要な数のデバイス
に必要な数のソフトウェアをインストールすることができます。これは非常に重要な
ことで、開発者やテスト担当者がテストなどを行う際、個々のデバイスのライセンス
なしで複数のデバイスでソフトウェアを実行することができるようになります。

ライセンスの要件
Visual Studio Professional with MSDN
Visual Studio Professional with MSDN のライセンス + ソフトウェア アシュアラン
ス パックを 3 つ (各開発者に 1 つずつ) 発注します。
Visual Studio Test Professional with MSDN
Visual Studio Test Professional with MSDN のライセンス + ソフトウェア アシュ
アランス パックを 6 つ (各テスト担当者に 1 つずつ) 発注します。

ライセンス発注のまとめ
製品
Visual Studio Professional with
MSDN (L&SA)
Visual Studio Test Professional
with MSDN (L&SA)

2017 年 6 月

数量
3
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発注方法
マイクロソフト ボリューム
ライセンス
マイクロソフト ボリューム
ライセンス
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マイクロソフト ボリューム ライセンス製品条項の説明
ライセンス モデルの概要:

構想 4: 企業向けの電子メールと予定表管理

サーバー/CAL

ウェンディは、新しい PC、ファイル、プリンターのネットワークを設定して、Trey
Research の従業員がオフィスや外出先で簡単に通信できるようにする必要がありま

同時に実行するサーバー ソフトウェ

す。これにはまず、会社の電子メール プラットフォームを Web ドメイン上でホスト

ア インスタンスごとにサーバー ライ

されているアカウントからより強力な Microsoft Exchange Server ベースのエンタ

センスが 1 つずつ必要です。CAL

ープライズ ソリューションにアップグレードする必要があります。このソリューショ

は、サーバー ソフトウェアにアクセ

ンは、ファイルとプリンターの共有に使用している同じサーバー上で実行されます。

スするユーザーまたはデバイスごと
に必要になります。サーバーの基本
機能に対する外部ユーザーのアクセ
スは、サーバー ライセンスに含まれ
ます。

Exchange Server は、Trey Research に最適なサーバー/CAL モデルでライセンス
されます。ウェンディは次のようにコメントしています。「サーバー/CAL モデルの
魅力は、サーバー ライセンスとハードウェアに初期投資した後、従業員の増加に応じ
て簡単にソリューションを拡張できる点にあります。CAL を買い足すだけで済むの
で、追加コストもあまりかかりません」。

ヒント: ライセンスの割り

時間と情報を管理する包括的なソリューションを提供するために、Exchange Server

当て

には、Microsoft Outlook メッセージングおよびコラボレーション クライアントが統
合されています。Trey Research が既に所有している Microsoft Office スイート ラ

デバイスにライセンスを割り当てる

イセンスには Outlook が含まれているため、Microsoft Outlook のライセンスを別途

(例: サーバーに Exchange Server

購入する必要はありません。

ライセンスを割り当てる) のは正式な
プロセスではありません。ライセン
スを追跡して、デバイスに適切なラ
イセンスがあることを把握しなけれ
ばならなくなります。

ヒント: ベース CAL と追加
CAL

また、Windows Server Standard のライセンスを取得したサーバーが既にあるの
で、最大 2 つの仮想インスタンスを実行できます。このため Windows Server ライ
センスを別途購入する必要はありません。将来的に実行する仮想インスタンスの数を
増やす必要がある場合は、実行可能な仮想インスタンスの数に制限がない Windows
Server Datacenter エディションを購入するか、Windows Server Standard ライセ
ンスを追加購入して同じサーバーに割り当て、実行可能な仮想インスタンスの数をラ
イセンス 1 つにつき 2 つずつ増やすようにします。たとえば、1 台のサーバーに
Windows Server Standard ライセンスを 2 つ割り当てた場合、最大 4 つの仮想イ

CAL を必要とするサーバー ソフトウ

ンスタンスを実行できます。サーバーにアクセスするすべてのユーザー用の

ェアは、ベース CAL 1 つと、場合に

Windows Server CAL は既に所有しています。

よって 1 つ以上の追加 CAL を提供し
ます。ベース CAL は、サーバーの基
本機能へのアクセスを許可します。

ライセンスの要件
Exchange Server Standard

追加 CAL は、サーバーの高度な機能

サーバー ライセンス要件を満たすために、マイクロソフト ボリューム ライセンスを

へのアクセスを許可します。対応す

通じて Exchange Server Standard のライセンス + ソフトウェア アシュアランス

るベース CAL に加えてライセンスす

パックを購入し、サーバーに割り当てます。

る必要があります。

Exchange Server CAL

詳細については、ライセンス簡易ガ

CAL は、Exchange Server 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

イドの「ベースおよび追加クライア

とに必要になります。ウェンディは、Windows Server のユーザー CAL とデバイス

ント アクセス ライセンス (CAL)」を

CAL の違いについて既によく理解していたため、Exchange Server のユーザー CAL

参照してください。

とデバイス CAL の選択に迷うことはありませんでした。同社では、120 名の従業員
全員にデスクトップとスマートフォンの 2 つのデバイスのライセンスを付与する必要
があります。この場合、最も費用対効果が高いのは、ユーザー CAL です。そこで、
Exchage Server Standard のユーザー CAL とソフトウェア アシュアランスを 120
セット購入することにしました。
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マイクロソフト ボリューム ライセンス製品条項の説明
ヒント: 外部ユーザー
アクセス

製品によっては、ベース CAL のほかに、追加機能にアクセスするための追加 CAL を
提供しています。Trey Research には、管理電子メール フォルダー (カスタム フォ
ルダー) の追加機能を使用する従業員が 10 名いるため、Exchange Server

サーバー ライセンスでは、外部ユー

Enterprise CAL とソフトウェア アシュアランスを 10 セット購入することにしまし

ザー (顧客やベンダーなど) による基

た。追加機能を使用するユーザーには、Standard CAL (ベース) と Enterprise CAL

本機能へのアクセスが許可されま

(追加) の両方が必要です。

す。

ライセンス モデルの概要:
オンライン サービス
オンライン サービスでは、サブスク
リプション ベースでソフトウェアや
サービスへのアクセスが提供されま
す。このモデルのライセンス形態に
は、以下のものがあります。

図４

ライセンス発注のまとめ

ユーザー サブスクリプション ライセ

製品

ンス (ユーザー SL)、デバイス サブ

Exchange

スクリプション ライセンス (デバイ
ス SL): 対象となる製品では、オンラ
イン サービスにアクセスするユーザ
ーまたはデバイスごとにユーザー SL
またはデバイス SL が必要になりま
す。

Server

Standard

(L&SA)

1

Exchange Server Standard
User

120

CAL (L&SA)
Exchange Server Enterprise
User

アドオン サブスクリプション ライセ

数量

CAL (L&SA)

10

発注方法
マイクロソフト ボリューム
ライセンス
マイクロソフト ボリューム
ライセンス

マイクロソフト ボリューム
ライセンス

ンス (アドオン SL): オンライン サ
ービスの種類によって、ユーザー SL
またはデバイス SL に代わるものとし
て使用される場合もあれば、ユーザ
ー SL またはデバイス SL の追加とし
て使用される場合もあります。たと
えば、特定の数の消費単位 (数ギガビ
ットのストレージなど) に割り当てら
れる場合もあれば、外部ユーザーが
アクセスする単一のサーバーに割り
当てられる場合もあります。アドオ
ン サブスクリプション ライセンスは
常に必要なわけではありません。
2017 年 6 月
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マイクロソフト ボリューム ライセンス製品条項の説明
ライセンス モデルの概要:

構想 5: コラボレーション ポータル

コア ベース

Trey Research の経営陣は、人々のコミュニケーションやコラボレーションの方法が

物理サーバーのライセンスを取得す
るには、そのサーバー内のすべての
コアのライセンスを取得する必要が
あります。サーバーの物理プロセッ
サ 1 基あたり少なくとも 4 つのコア
ライセンスが必要になります。コア

変化していることを認識しており、この変化がもたらす効率性を上手く活用するため
には、従業員が必要なときに必要な情報に自らアクセスできるようにする必要がある
と考えています。このため、新しい IT 構想の 1 つとして、新しいコラボレーション
ポータルを開設することを計画しました。新しいコラボレーション ポータルでは、従
業員はビジネス インテリジェンス (BI) データ、カレンダー、ドキュメント、スコア
カードなど、さまざまな情報を共有することができます。

ライセンスは 2 つずつのパックで販

コラボレーション ポータル プラットフォームとしてウェンディが選択したのは、

売されます。

Microsoft SharePoint Server です。SharePoint Server は、Exchange Server 同
様、サーバー/CAL ベースでライセンスされます。SharePoint Server Standard
CAL は、ポータルへのアクセスと、コンテンツ管理機能および検索機能を提供しま
す。一方 SharePoint Server Enterprise CAL は、BI プロセス、ビジネス プロセ
ス、各種ツールなどの追加機能へのアクセスを提供する追加 CAL です。ウェンディ
は、SharePoint Server の実行用として新しいサーバーを導入することにしました。
このサーバーのリソースは、将来、他のソリューションでも使用できます。
SharePoint Server は、実現技術として Microsoft SQL Server ソフトウェアを使用
します。SQL Server は、バックエンドのデータベース エンジンを提供します。Trey
Research はこのデータベース エンジンを使って、複数のソースから取得したデータ
を中央で管理することができます。また、SharePoint Server と Microsoft Office の
使いやすいインターフェイスを使って、BI 情報を提供することができます。この構
想の進展に伴い、SQL Server を実行するサーバーのワークロードは増加していきま
す。これに対処するために、ウェンディは SQL Server 向けに別途サーバーを追加す
ることにしました。
SQL Server は、次の 2 つの方法でライセンスすることができます。どちらを選択す
るかはエディションによって異なります。


サーバー/CAL (Standard エディション、Business Intelligence エディション)



コア ベース (Standard エディション、Enterprise エディション)

サーバー/CAL モデルについては、既に十分な知識があります。そこで、コア ベース
のモデルに注意を向けることにしました。コア ベースのモデルでは、サーバー ライ
センスとクライアント アクセス ライセンス (サーバーにアクセスするユーザー ライ
センスとデバイス ライセンス) を別々に購入する代わりに、サーバー内のコア数に基
づいてライセンスを購入します。そうすることで、ユーザー数やデバイス数の制限な
しでアクセスできるようになります。コア ライセンスは 2 コアずつのセットで販売
されます。物理プロセッサ 1 基につき、少なくとも 4 つのコア ライセンスが必要に
なります。コア ライセンスはサーバー ライセンスより高価なので、どちらのモデル
を採用するかは通常、サーバー/CAL モデルで必要な CAL 数に基づいて決定します。

2017 年 6 月
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マイクロソフト ボリューム ライセンス製品条項の説明
ライセンスの要件
Windows Server Standard
2 台の新しいサーバー (いずれも 8 つのコアと2 つプロセッサで、2 つ以上の仮想イ
ンスタンスは実行しない) のオペレーティング システムとしては、引き続き
Windows Server Standard を使用するつもりなので、マイクロソフト ボリューム
ライセンスを通じて、2 つの 16 コア単位のライセンスと Windows Server
Standard のソフトウェア アシュアランスを購入します。16 ライセンスで 1 つのサ
ーバーのライセンスが取得でき、最大 2 つのWindows Server Standard の仮想イン
スタンスを実行できます。ユーザーは既に Windows Server CAL でカバーされてい
るので、サーバーのコア用のライセンスを購入するだけで済みます。今後、許可され
ている 4 つの仮想マシン (各サーバーに 2 つずつ) 以外で Windows Server を実行
する予定はないので、Standard エディションを選択します。高度に仮想化された環
境を実現する予定がある場合は、仮想インスタンスの数に制限がない Datacenter エ
ディションを選択してもよいでしょう。
SharePoint Server
サーバー ライセンス要件を満たすために、マイクロソフト ボリューム ライセンスを
通じて SharePoint Server のライセンス + ソフトウェア アシュアランス パックを
購入し、サーバーにライセンスを割り当てます。
SharePoint Server Standard CAL
120 ユーザー分の SharePoint Server Standard CAL とソフトウェア アシュアラン
スを購入します。
SharePoint Server Enterprise CAL
Trey Research の経営陣は、社内全体で BI を提供したいと考えています。このた
め、必須の SharePoint Server Standard CAL に加えて、120 ユーザー分の
SharePoint Server Enterprise ユーザー CAL とソフトウェア アシュアランスを購入
することにしました。
SQL Server Standard
ウェンディは、マイクロソフト販売代理店に、SQL Server Standard コア ライセン
ス 4 つの価格と、SQL Server Standard サーバー ライセンス 1 つ + 120 ユーザー
分の SQL Server ユーザー CAL の価格を問い合わせました。その結果、コア ライセ
ンス 8 つの方がサーバー ライセンス 1 つ + 120 ユーザー分の CAL よりも高価であ
ることがわかりました。
当然、ウェンディが選択するのはサーバー/CAL モデルになります。ここで、ウェン
ディのその他の IT 構造への努力が功を奏します。Trey Research が追加した外部
Web サイトは、SQL Server データにアクセスする多数の外部ユーザーや外部デバイ
スによって使用されます。したがって、コア ベースで SQL Server をライセンスす
る必要があります。ウェンディは SQL Server Standard コア ライセンスとソフトウ
ェア アシュアランスのセットを 8 つ購入することにしました。このライセンスな
ら、長期的に会社の支出を抑えることができるためです。
2017 年 6 月
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図5

ライセンス発注のまとめ
製品
Windows Server Standard
(L&SA)
SharePoint Server (L&SA)

数量
32

1

SharePoint Server Standard
User

120

CAL (L&SA)
SharePoint Server Enterprise
User CAL (L&SA)
SQL Server Standard Core 2
パック (L&SA)
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マイクロソフト ボリューム ライセンス製品条項の説明
ヒント: OSE

構想 6: IT 管理

オペレーティング システム環境

ここまでの取り組みで、Trey Research の従業員は、生産性の向上に役立つ多数の基

(OSE) とは、オペレーティング シス

本テクノロジにアクセスできるようになりました。ウェンディの次の課題は、従業員

テムやアプリケーションが実行され

のデバイスを常に最新の状態に保ち、正常な動作と管理性を確保することでした。こ

る物理マシン (物理 OSE) または仮想

れにはテクノロジを上手く活用する必要がありそうです。ウェンディは、IT インフラ

マシン (仮想 OSE) 上のコンピューテ

ストラクチャを集中管理するツールをいくつか検討し、Microsoft System Center が

ィング環境のことです。

最適という答えにたどり着きました。Microsoft System Center は、IT 環境内の
Windows クライアント、サーバー、デバイスの評価、展開、更新を実行できる包括
的なソリューションです。

ライセンス モデルの概要:
管理サーバー
管理 OSE ごとに管理ライセンスが 1
つずつ必要です。Management
Server ソフトウェア ライセンスを別
途用意する必要はありません。

System Center は、管理サーバー ライセンス モデルに分類されます。これをライセ
ンスするには、管理対象のデバイスまたは OSE 用に適切な管理ライセンス (ML) を
購入し、割り当てる必要があります。ML には、対応する Management Server ソフ
トウェアを実行する権利が含まれます。Management Server ソフトウェア ライセ
ンスを別途用意する必要はありません。サーバー タイプの OSE (Windows Server
など) を管理する場合、デバイス上の管理対象の 最大 ２ つの OSE に最低 16 のサ
ーバー管理ライセンス (サーバー ML) が必要になります。同様に、Windows
Server、 System Center は物理プロセッサごとに最低 ８ 個のコア ライセンス、サ
ーバーごとに 16 個のコア ライセンスが必要です。
非サーバー タイプの OSE (Windows デスクトップ オペレーティング システムなど)
を管理する場合、デバイス上の管理対象の OSE ごとにクライアント ML が必要にな
ります。クライアント ML には、OSE ML とユーザー ML の 2 種類があります。


OSE クライアント ML: 管理対象の OSE ごとに OSE クライアント ML が 1 つ
ずつ必要です。OSE クライアント ML を使用する場合、OSE の展開先デバイス
を使用しているユーザーについては考慮する必要がありません。



ユーザー クライアント ML: 1 人のユーザーが使用する任意の数のクライアント
OSE を管理するために使用します。ユーザー単位でクライアント OSE を管理す
る場合、管理対象の OSE にアクセスするユーザー全員にユーザー クライアント
ML が 1 つずつ必要になります。

予算に余裕がないため、IT スタッフが従業員の PC とスマートフォンを集中管理でき
るようにすることが最優先課題です。サーバー管理を追加したければ、後でサーバー
ML を発注すればよいため、この時点ではサーバー OSE の管理は追加しないことに
しました。
Windows Server Standard のライセンスを取得したサーバーが既にあるので、最大
2 つの仮想インスタンスを実行できます。Windows Server ライセンスを別途購入す
る必要はありません。サーバーにアクセスするすべてのユーザー用の Windows
Server CAL は既に所有しています。

2017 年 6 月
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マイクロソフト ボリューム ライセンス製品条項の説明

ライセンスの要件
System Center クライアント ML
デバイス CAL かユーザー CAL かを決定したときと同じように、社内のユーザー数と
デバイス数を比較した結果、ユーザー数の方がデバイス数より少ないことがわかりま
した。そこで、従業員ごとにユーザー クライアント ML とソフトウェア アシュアラ
ンスを購入することにしました。このライセンス形態では、Trey Research の従業員
が使用する任意のデバイス上で、任意のクライアント OSE を管理することができま
す。

図6

ライセンス発注のまとめ
製品
System Center
Client User ML
(L&SA)
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マイクロソフト ボリューム
ライセンス
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関連情報
マイクロソフト ボリューム ライセンスの Web ページ: マイクロソフト ボリューム ライセンスを通じて、ライ
センスとソフトウェア アシュアランスを購入する方法を確認できます。www.microsoft.com/jajp/licensing/default.aspx
マイクロソフト製品ライセンスの Web サイト: 製品ライセンスの詳細と概要を確認できます。最新のマイクロ
ソフト ボリューム ライセンス製品条項もダウンロードできます。www.microsoft.com/ja-jp/licensing/productlicensing/products.aspx
Microsoft Online Services: マイクロソフトがホストするサブスクリプション サービスとして提供されるマイ
クロソフト製品の情報を確認できます。www.microsoft.com/ja-jp/licensing/product-licensing/onlineservices.aspx
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): ライセンスの発注状況の追跡、ソフトウェ
ア アシュアランス特典の有効化、ライセンスされたソフトウェアのダウンロードを行うことができます。
www.microsoft.com/licensing/servicecenter/home.aspx
CAL ガイド: クライアント アクセス ライセンスの詳細を確認できます。www.microsoft.com/jajp/licensing/product-licensing/client-access-license.aspx
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