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2017 年 7 月 27 日更新 

 

Visual Studio サブスクリプション管理の移行 

1) 変更内容を教えてください。 

今後数か月にかけて、Visual Studio サブスクリプション (旧 MSDN サブスクリプション) 

の管理に変更が実施されます。現在、Visual Studio サブスクリプションはボリューム ラ

イセンスを通じて購入でき、サブスクリプションの管理は VLSC ポータル内で行ってい

ただいています。このたび、管理ポータルを新たに構築することに伴い、Visual Studio 

サブスクリプションの管理を今後新しいポータルで行うことになります。VLSC によっ

て提供されている既存の操作に加えて、新しいポータルでは、制限のない一括割り当

て、サブスクリプションの追跡とフィルター処理、Azure Active Directory (AAD) を利用

したアクセスの管理を行うことができます。新しい Visual Studio 管理ポータルの URL 

は、https://manage.visualstudio.com です。注意: この移行は、MPSA のお客様には影響

しません。 

 

2) 変更する理由を教えてください。 

Visual Studio サブスクリプションの管理を効率的にし、購入チャネルに関係なく、

Visual Studio サブスクリプションを 1 か所で管理できるようにするためです。新しい

ポータルには、AAD を有効にし、将来のポジショニングを促進する新しいプラット

フォームがあります。さらに、UI が更新され、移動と操作が簡単になり、管理者の効率

も向上します。 

 



3) この影響を受けるのは誰ですか。 

この変更は、有効なボリューム ライセンス契約を結んでおり、ボリューム ライセンス

を通じて Visual Studio サブスクリプション (旧 MSDN サブスクリプション) を購入した

すべてのお客様に影響があります。 

 

4) 変更する時期を教えてください。 

これは大規模なプロジェクトであり、段階的に行われています。少数のお客様の契約か

ら着手しており、Visual Studio サブスクリプションの有効なボリューム ライセンス契約

を結んでいるすべてのお客様が新しい管理ポータルに移行するまで、毎週追加します。

これには数か月かかります。 

この移行は、2017 年の第 1 四半期中に開始しました。移行予定週の前に、ボリューム 

ライセンスのお客様と現場に通知します。 

 

5) AAD にサインアップする必要がありますか。 

AAD にサインアップする必要はありませんが、サインアップはいつでも行うことができ

ます。AAD にオンボーディングすることを選択した場合、AAD の無料枠を使用して無

料で行うことができます。Azure Active Directory を使用すると、セキュリティの強化、

制御、および長期の信頼性によって組織を保護できます。ただし、AAD の準備ができて

いない場合、現在と同様に Microsoft アカウント (MSA) を使用し続けることができま

す。AAD に関する質問やお問い合わせについては、vs-aad-onboarding@microsoft.com 

までご連絡ください。 

 

6) 組織の移行予定日はどうすればわかりますか。 

組織が移行する 1 週間前にオンボーディング プロセスを完了するように依頼する電子メー

ルを弊社から窓口担当者または連絡先担当者に送信します。サブスクリプション マネー

ジャーにも、窓口担当者または連絡先担当者に連絡したこと、および正常なオンボーディ

ングを支援する方法の詳細を記載した電子メールが送信されます。組織の窓口担当者また

は連絡先担当者を見つける方法については、下の質問 13 を参照してください。 

 

mailto:vs-aad-onboarding@microsoft.com


7) オンボーディングと移行は違いますか。 

はい、このプロセスには 2 つのフェーズがあります。移行に先立って組織をセットアッ

プ (またはオンボーディング) することで、管理者として仕事を中断せずに進めることが

できます。組織の情報を移行したら、新しいポータルで Visual Studio サブスクリプショ

ンを管理できるようになります。窓口担当者または連絡先担当者が移行前にオンボー

ディングしなかった場合、サブスクリプション マネージャーはブロックされ、オンボー

ディング プロセスが完了するまでサブスクリプションを管理できません。 

 

8) オンボーディング プロセスとは何ですか。 

オンボーディング プロセスを完了するように依頼する電子メールが窓口担当者または連

絡先担当者に送信されます。プロセスの手順については、以下を参照してください。 

1. PCN を見つけてサインインします 

a. 電子メールで、窓口担当者と連絡先担当者に、一意のリンクとパブリック カ

スタマー番号 (PCN) の最後の 3 桁が提供されます。* 

b. PCN 全体を入手するためには、窓口担当者が VLSC にサインインする必要が

あります (PCN を見つける手順については、後述します)。 

c. PCN を入手したら、一意のリンクを選択する必要があります。選択すると、

サインインするように指示されます。職場または学校アカウント (組織が 

AAD にある場合) または Microsoft アカウント (MSA) (組織が AAD にない場

合) を使用してサインインできます。 

d. 次に、PCN を入力するように指示されます。 

2. 管理者をセットアップします 

a. PCN を入力すると、スーパー管理者と管理者 (旧サブスクリプション マネー

ジャー) を追加できるページが表示されます。理想的には、この作業を組織

の移行日より前に完了します。そうすることで、サブスクリプションの管理

に中断が発生しません。 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/


3. 新しいサブスクリプション管理ポータルにアクセスします 

a. 組織の移行が完了したら、スーパー管理者と管理者に、新しいポータルにア

クセスし、サブスクリプションの管理を開始することを促す電子メールが送

信されます。 

 

*注意: 窓口担当者または連絡先担当者が複数の電子メールを受信した場合、その担

当者には複数の PCN があることを意味します。その担当者は、各電子メールに記載

されている PCN の一意のリンクを使用して、プロセスを完了する必要があります。 

 

9) スーパー管理者と管理者の違いは何ですか。 

窓口担当者または連絡先担当者が最初にサインインすると、その担当者はスーパー管理

者として自動的にセットアップされます。スーパー管理者は、他のスーパー管理者また

は管理者を追加または削除することで、サブスクリプションへの管理者アクセスを管理

したり、サブスクリプションを管理できます。スーパー管理者は、自分自身だけでなく

他のスーパー管理者を割り当てることを選択できます。 

 

管理者 (旧サブスクリプション マネージャー) は、サブスクリプションを管理できるだけ

で、サブスクリプションの管理にアクセスできるユーザーを制御することはできません。 

 

10) サブスクリプション マネージャーとして、どのように新しいポータルにオンボーディ

ングしますか。 

組織の窓口担当者と連絡先担当者に、クリックできる一意のリンクが記載された電子

メールが送信されます。そのリンクをクリックすると、職場または学校アカウント 

(Azure Active Directory (AAD) によって支援) または個人の MSA を使用してサインインで

きるページが表示されます。サインインした後、組織のパブリック カスタマー番号 

(PCN) または認証番号を入力して、契約を確認する必要があります。入力すると、その

担当者はスーパー管理者としてセットアップされ、Visual Studio サブスクリプションを

管理するためにサブスクリプション マネージャーなどの他の管理者を追加できます。 

  



11) 組織がオンボーディングしているが、まだ移行していない場合、どこでサブスクリプ

ションを管理しますか。 

組織が移行し、新しいポータルで管理できる準備が整ったことを通知する電子メールが 

Visual Studio サブスクリプションから送信されるまで、VLSC でサブスクリプションを

引き続き管理します。 

 

12) 組織のパブリック カスタマー番号 (PCN) または認証番号はどこで見つけることができ

ますか。 

VLSC にサインインし、[Subscriptions] > [Visual Studio Subscriptions] の順に移動し

ます。[Agreement/Public Customer Number Results] の下に記載されています。PCN 

を見つける方法に関する順を追った詳細な説明については、このヘルプ記事を参照して

ください。 

 

13) 窓口担当者または連絡先担当者を見つける方法を教えてください。 

VLSC にサインインし、[Licenses] > [Relationship Summary] > ライセンス ID を "選択" > 

[Contacts] の順に移動します。窓口担当者または連絡先担当者を見つける方法に関する順

を追った詳細な説明については、このサポート ページを参照してください。 

 

14) 窓口担当者または連絡先担当者が会社を辞めていて存在しない場合、またはオンボー

ディングに対応できない場合、どうなりますか。 

サポートに問い合わせて、サブスクリプションを管理するために VLSC で使用していた

電子メールを提供する必要があります。確認後、サポートはオンボーディング プロセス

を支援することができます。 

 

15) お客様の更新はどうなりますか。 

お客様の更新は、移行に関係なく、引き続き、通常どおりの更新取引を処理できます。 

 

https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6708-how-do-i-locate-my-public-customer-number-pcn-or-authorization-number
https://www.microsoft.com/Licensing/servicecenter/default.aspx
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6707-how-do-i-locate-my-primary-contact
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/


16) 既存の契約を更新するのではなく、新しいシステムで新しい契約がセットアップされる

まで待つ必要がありますか。 

いいえ、この移行プロセスは更新または契約の作成とは関係ありません。 

 

17) 組織の契約が移行時に猶予期間である場合、どうなりますか。その契約も移行されま 

すか。 

はい、契約が有効である場合、その契約は移行されます。 

 

18) 現在のシステムで組織の請求が上限を超えている場合、どうなりますか。新しいシステ

ムに移行されますか。 

はい、組織は新しいシステムに移行されます。請求の上限を超えることができる機能 

(これを許可する契約の種類の場合) は新しいシステムにもあります。 

 

19) 組織において、単一のユーザー/電子メール アドレスに 1 つ以上のサブスクリプション

が割り当てられている場合、どうなりますか。 

組織の移行は実施されます。ただし、そのユーザー/電子メール アドレスに追加のサブ

スクリプションを割り当てることはできません。移行時に同じ電子メール アドレスを持

つサブスクリプションが表示されますが、管理者はその電子メール アドレスを変更する

必要があります。新しいポータルでは、同じレベルの複数のサブスクリプションを単一

のユーザー/電子メール アドレスに割り当てることはできません。 

 

20) 移行に関する最新情報はどこで確認できますか。 

この移行に関する最新情報については、Visual Studio サブスクリプションの管理者向け 

Web ページにこちらからアクセスして確認してください。サポートが必要な場合、

Visual Studio サブスクリプション サポート ページを確認してください。セルフヘルプ

情報とサポートの連絡先情報が記載されています。今後数か月にわたって、管理者向け 

Web ページおよび電子メールにて最新情報を提供いたしますので、今回の移行をよりス

ムーズに進めていただきたいと思います。 

 

https://aka.ms/vs-admin
http://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!collections/962-subscriptions


21) リソースおよびサポート情報: 

a. 管理者向け Web ページ 

b. Visual Studio サブスクリプションおよび管理サポート ページ 

c. エキスパートに聞くサインアップ 

d. PCN を見つける方法 

e. 窓口担当者または連絡先担当者を見つける方法 

f. 組織のオンボーディングと管理者の管理に関するビデオ 

 

https://www.visualstudio.com/subscriptions-administration/
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/
https://info.microsoft.com/en-us-wbnr-DevelopersAskTheExpertsSeries-register.html
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6708-how-do-i-locate-my-public-customer-number-pcn-or-authorization-number
https://www.visualstudio.com/subscriptions/support/#!articles/962-6707-how-do-i-locate-my-primary-contact
https://channel9.msdn.com/Series/Visual-Studio-Subscriptions-Administration/Onboarding-your-organization-to-the-new-Visual-Studio-Subscription-Administration-Portal-and-setting

