Dynamics 365
未来のビジネス チャンスをつかむ

Microsoft Dynamics 365 は、企業の成長、進化、変革を支援するインテリジェントな次世代ビジネス アプリケーションです。
CRM と ERP の機能が統合されており、特定のビジネス機能を管理できるよう、シームレスに連携する新しい目的別のアプリ
ケーションを提供します。

1 つでも複数でも必要な数を利用できる
アプリケーション – Dynamics 365 には、さまざまな業務ニーズ
に対応するアプリケーションが揃っており、その中から必要なもの
をご利用いただけます。1 人のユーザーに、Base ライセンスとして
1 つのアプリケーションを購入することができます。

さまざまなタイプのユーザーに対応
フル ユーザー：ビジネス アプリケーションのほとんどの機能を使用する
必要があるユーザーを指します。
追加ユーザー ：基幹業務システム上のデータやレポートを利用したり、
時間/経費入力、人事記録の更新といった比較的軽微な業務を行う
ユーザーを指します。システムの使用頻度は高くても、フル ユーザーほど
高度な機能は必要としないユーザーが当てはまります。

また、複数のコア ビジネス アプリケーションが必要なユーザーには、
必要な種類のライセンスを Attach ライセンスとして割引購入で デバイス：ライセンスを取得したデバイスには、任意の数のユーザーがアク
セスできます。このデバイスを利用する場合、ユーザーが個別にユーザー SL
きます。
を取得する必要はありません。

Dynamics 365 のライセンスのしくみは?

フル ユーザー サブスクリプション

Dynamics 365 のビジネス アプリケーションのライセンスのしくみ
はシンプルです。主なライセンス方式は名前付きのユーザー サブ
スクリプションで、ユーザー サブスクリプションは「フル ユーザー」と
「追加ユーザー」の 2 種類に分かれます。

フル ユーザーは、ビジネス アプリケーションのほとんどの機能を使
用するユーザーのことを指します。Dynamics 365 ユーザー サブス
クリプションは、Dynamics 365 アプリケーション サブスクリプショ
ンのライセンスが適用されます。

追加ユーザー サブスクリプション

アプリケーション サブスクリプション

Team Members: 使用頻度の少ないユーザー向けのサブスク 1 つのアプリケーションのみを対象とするライセンスをユーザーに供
リプションで、Team Members エクスペリエンスに組み込まれた 与する、名前付きのユーザー サブスクリプションです。Dynamics
指定のシナリオで利用できます。
365 アプリケーションのライセンスは、Enterprise ユーザー SL、
Activity: Team Members よりも多くの機能を利用しますが、 Professional ユーザー SL、Device SL で取得できます。
フル ユーザーほどは必要ないというユーザー向けのサブスクリプ
ユーザーが 1 つのアプリケーションだけ必要とする場合、そのアプリ
ションです。
ケーションを Base ライセンスで購入します。複数のアプリケーショ
Device: 複数のユーザーが共有デバイス上で必要な Dynamics ンが必要な場合は、Attach ライセンスと同数のアプリケーションを
割引価格で追加購入できます。各 Attach ライセンスは、条件
365 アプリケーションを利用できるサブスクリプションです。
を満たした Base ライセンスを持つユーザーにのみ割り当てられます。
Dynamics 365 アプリケーションを使用すると…
アプリケーション サブスクリプションには Power Apps の使用権も
• 組織全体でナレッジを共有できる
含まれており、モバイル アプリを作成して Dynamics 365 のデー
タを使用することができます。
• すべてのユーザーに価値あるインサイトを提供できる
• 基本的な顧客プロセスとビジネス プロセスを実行できる

Dynamics 365 ソリューション
Business Central:

Dynamics 365:
従業員数 250 人以上の組織に適してい
ます。

• 顧客関係管理 (CRM) とエンタープラ
イズ リソース プランニング (ERP) を統合
• クラウドとオンプレミスのデュアル ユース
の権利
• ERP: 最小購入要件は 20
• CRM: 最小購入要件なし

コア ビジネスにニーズのある中堅中小
企業に適しています。

• 財務、営業、購買、在庫、プロジェ
クト、サービス、運用の連携を支援
• 提供はクラウドのみ (CSP 経由)

Mixed Reality:
Mixed Reality では、現実世界と
仮想世界を融合して物理オブジェク
トとデジタル オブジェクトを共存させ、
リアルタイムで連携する新しい環境
と視覚空間を生成できます。
• 独創的な問題解決の仕方や、
コラボレーション、創意工夫の能
力を強化するためのテクノロジ
• HoloLens が必要

オンプレミス展開

デュアル ユースの権利

Dynamics 365 のオンプレミス展開は、
Server + CAL モデルでライセンスを取得できます。

Microsoft Dynamics 365 の利点の 1 つは、マイクロソフト
オンライン サービス、プライベート オンプレミス、パートナーのホス
ト サービスという展開オプションが用意されている点です。

• サーバー ライセンスが CAL に付属し、サーバーへの無
制限のインストールが可能です(オンプレミス、パブリッ
ク クラウド、Azure のいずれか)。

オンプレミスのフル ユーザーに提供されるライセンス:
• Customer Engagement: Sales、Customer
Service、Team Members CAL
• ERP: Operations、Retail、Operations – Device、
Operations - Activity、Team Members CAL

デュアル ユースの権利では次のことが可能です。
•

ユーザー サブスクリプション ライセンス (USL) にサーバー ライセ
ンスとサーバーへの無制限のインストールが含まれるため、オン
プレミスとクラウド (Azure を含む) のどちらにも展開できる

•

既存の CAL で、デュアル ユースの権利で展開したサーバーに
アクセスできる

•

オンプレミス サーバーにクラウド USL でアクセスできる

•

ハイブリッド環境で利用しながら、自社のペースでクラウドに
移行できる

• Business Central: Essentials、Premium、Team
Members CAL
引き続き使い慣れたオンプレミス ソリューションを活用し
ながら、From SA または DPL ライセンスによってマイクロ
ソフト オンライン サービスに簡単に移行することができます。

次のステップ
1.

詳細情報を確認してください: https://dynamics.microsoft.com/ja-jp/
• Dynamics 365 ライセンス ガイド
• Dynamics 365 Business Central ライセンス ガイド
• Mixed Reality ライセンス ガイド
• Power Apps および Power Automate ライセンス ガイド

2.

現在のライセンス状況と今後のニーズについて理解を深めるために、評価プログラムにご参加ください。マイクロソフト認定エンタープライズ ソフト
ウェア アドバイザー (ESA) またはマイクロソフト ライセンス ソリューション プロバイダー (LSP) をお探しいただくか、マイクロソフトのアカウント担当者
にお問い合わせください。

3.

準備ができましたらこちらからお試しいただけます。

ビジネス アプリケーション ライセンスへの新しいアプローチ
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