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当資料は、 年 月 日時点のレッドハットエンタープライズ契約
以下 の概要をまとめた簡易資料です。

およびレッドハットソフトウェアサブスクリプション、レッドハット製品およびレッドハッ
トのサービスが、当資料作成以降に変更や終了などが生じた場合、それらは の事
項が優先されます。

また、当資料は概要を示したものであり、 全体像を理解をするためのものです。
をよくお読みになり、合意の上でレッドハットソフトウェアサブスクリプションをご利用く
ださい。当資料の内容やその詳細に関して、 およびレッドハットソフトウェアサブス
クリプション、レッドハット製品およびレッドハットのサービスの各記載事項が優先され
ます。

当資料の著作はレッドハットに帰属します。第三者による編集、加工、変更 例えば、
画像、説明やページの追加、削除、入れ替えなど は一切認めておりません。それら
編集、加工、変更によって生じたいかなる事柄においても、レッドハットは責任を負い
ません。

はじめに



レッドハットを選択する理由
● レッドハットは、OSS製品に対して付加価値を提供

○ エンタープライズ利用に耐えうる各種機能の提供
○ 徹底したQA(品質保証)プロセスを経た上での製品リソース
○ 機能拡張や長期の製品メンテナンスサポートを提供
○ メジャーバージョン内での互換性維持
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主な契約、商流およびサポート提供形態
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レッドハットソフトウェア
サブスクリプションの価値

認証およびテストされたソ
フトウェアバイナリ

ソフトウェアの修正

サポートアップグレード カスタマーポータル
& ナレッジベース

セキュリティ対策



はじめに

1. サブスクリプションは単にサポートが付いているだけではな
い

2. 契約書の内容を確認
3. サブスクリプションを使用している -> 購入する
4. サブスクリプションは使用している分(本数/仮想OS数)を購

入する
第三者への提供は不可リースも含む
委託先へ代行させるのは可
クラウド上で使用する場合は要確認と要手続き



契約書類構成
レッドハットソフトウェアサブスクリプションには２つの契約 (約款)

1. End User License Agreement(EULA) - ライセンスの約款
2. Enterprise Agreement(EA) - サブスクリプションの約款

EA/EULAの合意タイミング
1. 購入前 - 購入する際の「購入申請書」もしくは「レッドハット注文書」の授受時。
2. 購入申請書内にEAのリンク先があり、EAを読み合意、発注。

■ EA URL: https://www.redhat.com/en/about/agreements
EA: (約款の本体に当たるもの )
EA Appendix: (約款の付属文書 )

3. 同EA内にEULAのリンク先あり。
■ EULA URL: www.redhat.com/licenses/eulas

契約期間　
EAの「2. 期間 / 2.1契約期間。」より抜粋
「本契約は発効日に開始し、後述するとおり終了するまで継続します。」

発効日
EAの「15.9」より抜粋

　　　「発効日とは、
(a)本契約またはご注文用紙上の署名日のうち遅い方の日、
(b)お客様が本契約にオンラインで同意した日、及び
(c)お客様が初めてレッドハット製品へのアクセス権を得た日のうち、
　最も早い日を意味します。」

https://www.redhat.com/en/about/agreements
http://www.redhat.com/licenses/eulas%E3%81%AB


Enterprise Agreement(EA)の構成

EAは「EA本体」と「EA付属文書(Appendix 1)」の二部構成

EA・・・(抜粋)
本Red Hatエンタープライズ契約は、お客様と レッドハット株式会社（以下「レッ
ドハット」という）の間で締結されるもので、レッドハット製品、オープンソース ソ
フトウェア及び弊社サブスクリプションビジネスモデルに固有の商取引上の留
意点を取り上げています。

EA Appendix 1・・・(抜粋)
この製品付属文書（個々のレッドハット製品に適用される別紙を含む）の規約
では、制限範囲についてご説明するとともに、ソフトウェア サブスクリプション及
びサポートサブスクリプションのご利用方法を規定しています。

＊他に EA Appendix 2A (Training and Training Units)、EA Appendix 2B (Consulting Units)、EA Appendix 4 
(Online Subscription Services) がありますが、本資料では割愛いたします。



EA違反の主なケース



契約違反の主なケース
1.2  サブスクリプション サービスの利用。
(g) サブスクリプション サービスの不正な利用。

(a)ユニット総数の全部ではなく一部についてしかサブスクリプション サービスを購入

もしくは更新しないこと、本契約の重大な違反となります。

サブスクリプション

本 購入

ユニット総数のサブスクリプションを購入ください

ユニット総数 15

サブスクリプション

本 未購入

「サポートは不要だから」等、利用しているにも関わらず、

「ユニット総数 15」に対して残り10本を購入せず



契約違反の主なケース

サブスクリプション

本購入

1本分の費用

1.2  サブスクリプション サービスの利用。
(g) サブスクリプション サービスの不正な利用。

(b)1つのソフトウェアサブスクリプションを2つ以上のユニットに分割し、又は適用する

こと、本契約の重大な違反となります。

1ユニット

別の1ユニット

本の

購入が必要

分割

正しい数量を購入ください

「すでに購入しているサブスクリプションがあるから、

これを分割して使おう 使い回そう 」等



契約違反の主なケース
1.2  サブスクリプション サービスの利用。
(g) サブスクリプション サービスの不正な利用。

(c)第三者にサブスクリプション サービスを（全部または一部）提供すること、

(d)本ソフトウェアの再配布に関連してサブスクリプション サービスを利用すること、

は本契約の重大な違反となります。

最終使用者(エンドユーザー)の名義で購入ください

社
社名義

サブスクリプション

社

販売、再販、配布

(リース含む)違反例

社
社名義

サブスクリプション

社
社名義

サブスクリプション

社
社名義

サブスクリプション

適正例

A社が第三者(B社)へサブスクリ

プションを提供することになるた

め違反

C社名義で再販 C社名義で再販 エンドユーザー

エンドユーザー



契約違反の主なケース

EA合意に基づき購入
(サブスクリプション契約者) 提供

社

第三者
(A社にとっての

エンドユーザー)アプライアンス

製品に組み込み

組み込み製品では「組み込み契約(Embedded契約)」が必要

です

1.2  サブスクリプション サービスの利用。
(g) サブスクリプション サービスの不正な利用。

(c)第三者にサブスクリプション サービスを（全部または一部）提供すること、

(d)本ソフトウェアの再配布に関連してサブスクリプション サービスを利用すること、

は本契約の重大な違反となります。

社
社名義

サブスクリプション

社名義

サブスクリプション

社名義

サブスクリプション

A社が第三者(B社)へサブスクリプションを

提供することになるため違反



契約違反の主なケース

EA合意に基づき購入
(サブスクリプション契約者) 提供

社

第三者
(A社にとっての

エンドユーザー)

クラウドサービス

クラウドサービスでは「認定クラウドサービス契約(Certified 
Cloud & Service Provider契約)」が必要です

1.2  サブスクリプション サービスの利用。
(g) サブスクリプション サービスの不正な利用。

(c)第三者にサブスクリプション サービスを（全部または一部）提供すること、

(d)本ソフトウェアの再配布に関連してサブスクリプション サービスを利用すること、

は本契約の重大な違反となります。

社
社名義

サブスクリプション

社名義

サブスクリプション

A社が第三者(B社)へサブスクリプションを

提供することになるため違反



契約違反の主なケース

他社製品の使用

1.2  サブスクリプション サービスの利用。
(g) サブスクリプション サービスの不正な利用。

(e)その都度サブスクリプション サービスを購入することなくレッドハット以外のソフト

ウェア製品のサポートもしくはメンテナンスにサブスクリプション サービスを利用する

ことなどは、本契約の重大な違反となります。

使用している分を購入ください

「レッドハット以外の製品のサポートを受けるから、サブスク

リプションの必要ユニット数にカウントしなくてよいだろう」等

は違反 レッドハット以外の製品のサポート

を受けるために利用

サブスクリプション

本

サブスクリプション

本利用

レッドハットサブスクリ

プション未購入



業務委託による利用

Enterprise Agreement(レッドハットサブスクリプションの約款より抜粋)
1.2  サブスクリプション サービスの利用。

(f) 委託業者による利用。

サブスクリプション サービスは、委託業者または外注先などお客様の代行をする第三者も

利用できるものとします。

ただし、

(i)お客様が本契約及び本製品付属文書に基づくお客様の全ての義務並びに当該第三者

の活動及び不作為について全責任を負い続け、かつ

(ii)第三者のクラウドまたはホスティングプロバイダへの移行の場合、お客様が第3条に定

めるレッドハットクラウドアクセス プログラムへの参加資格を有し、同プログラムの条件を遵

守することが条件となります。

社名義
社

委託
構築や

業務代行



レッドハットクラウドアクセス

リテール版を所有するエンドユーザーが、サブスクリプション
をクラウドへ持ち込んで使用する場合

Red Hat 
Subscription

持ち込み

Red Hat 
Subscription

クラウドアクセス

プログラム遵守

エンドユーザー :
● 「認定クラウドプロバイダー契約があり」尚且つ「クラウドアクセス認可パートナー」へサブスクリプションを持

ち込むことができる

● レッドハットへクラウドアクセスの登録手続きを実施  ＊認定パートナーへの事前登録は必須事項
(https://www.redhat.com/ja/technologies/cloud-computing/cloud-access)

● そののち「認定クラウドプロバイダー契約があり 」尚且つ「クラウドアクセス認可パートナー (のクラウド)」へ
持ち込みの実施

● 持ち込み可能な製品と不可製品があります (登録手続きウェブサイトに掲載された製品のみ持ち込みが可能 )

レッドハット認定クラウド



レッドハットサブスクリプションの約款



購入の必要性

EA Appendix 1より抜粋

1.2  サブスクリプション サービスの利用。
(a) 本料金の算定基準。
お客様は、レッドハット製品のサブスクリプション サービスが受けられるサブスクリ
プションをお持ちの間、そのレッドハット製品のユニット総数および容量に相当する
数量の該当するソフトウェア サブスクリプションおよびサポート サブスクリプション
をご購入いただく必要があります。

ユニット数の計算上、

(a)お客様がレッドハット以外の製品のサポートもしくはメンテナンスを受ける目的

でサブスクリプションサービスを利用しようとする場合は、それらのレッドハット以外

の製品、及び

(b)本ソフトウェアのうちレッドハットの商標及び/またはロゴファイルが削除されてい

るバージョンまたはコピーも、カウントに含めるものとします。



報告の義務

EA より抜粋

3.2 料金の算定基準。 
本料金は、該当レッドハット製品に使用されているユニットをカウントすること
により算定します。
例えば、システムやノードの数がサブスクリプション価格の計算基準になりま
す。
お客様は、使用または展開するユニットをもとに、適切な種類及び数量のレッ
ドハット製品を注文し、料金を支払うことに同意します。
本契約の期間中、お客様が使用または展開した実際のユニット数が、ご注文
になり、料金をお支払いになったユニット数を超えた場合、使用または展開し
た追加分のユニット数、及び使用または展開した日付を、速やかにレッドハッ
トまたはビジネスパートナーにご報告いただかなければなりません。



購入の必要性

EA Appendix 1より抜粋

1.2  サブスクリプション サービスの利用。
(g) サブスクリプション サービスの不正な利用。

サブスクリプション サービスを不正に利用すること、

たとえば、

(a)ユニット総数の全部ではなく一部についてしかサブスクリプション サービスを購入もしくは更新しないこ

と、

(b)1つのソフトウェアサブスクリプションを2つ以上のユニットに分割し、又は適用すること、

(c)第三者にサブスクリプション サービスを（全部または一部）提供すること、

(d)本ソフトウェアの再配布に関連してサブスクリプション サービスを利用すること、及び/または

(e)その都度サブスクリプション サービスを購入することなくレッドハット以外のソフトウェア製品のサポート

もしくはメンテナンスにサブスクリプション サービスを利用することなどは、本契約の重大な違反となりま

す。



利用範囲

EA Appendix 1より抜粋

1.2  サブスクリプション サービスの利用。
(e) サブスクリプション サービスの利用範囲。

本契約（価格設定を含む）は、お客様の内部利用（関連会社を含む）にのみサブスクリプション サービ

スを利用するとの了解を前提としたものです。お客様の内部利用には、ウェブサイトの運営やお客様

ご自身のソフトウェアをサービスとして提供する場合なども含まれますが、そのような利用において

は、

(a)サブスクリプション サービス自体の配布、販売もしくは再販を伴わないこと、及び

(b) 当該ウェブサイトまたはサービスの主たる構成要素としてサブスクリプション サービス以外の実質

的な付加価値を有するアプリケーションの提供が行われることが条件となります。

ただし、サブスクリプション サービスを第三者に提供すること、または第三者の利益のために利用する

こと（たとえば、ホスティングサービス、マネージドサービス、インターネットサービスプロバイダ（ISP）
サービスを提供するため、または第三者がサブスクリプション サービスにアクセスしもしくは利用でき

るようにするためにサブスクリプション サービスを利用すること）は、本契約の重大な違反となります。



サブスクリプションのクラウドへの移行
抜粋

3.1 適格サブスクリプションのクラウドへの移行。  
お客様は、

(a)https://engage.redhat.com/forms/cloud-access-registration で登録を完了し、

(b)移行する十分な数の適格サブスクリプションをお持ちの場合、 クラウドアクセスプログラムの下、ベンダのクラ

ウドで利用するために適格サブスクリプションを移行することができます。

「適格サブスクリプション」とは、 www.redhat.com/solutions/cloud/access に記載されているクラウドアクセスの

基準を満たす一定のソフトウェアサブスクリプションを意味します。

3.2 クラウドでの利用状況報告。

お客様は、ベンダのクラウドでのお客様のレッドハットソフトウェア  サブスクリプションのご利用状況について、ベ

ンダからレッドハットに報告が行われることを承諾します。

  
4. 定義

「クラウド」とは、エンドユーザにシステム、仮想マシンまたはコンテナーホストを提供する、ベンダのホスト型コン

ピューティング  インフラストラクチャを意味します。

「ベンダ」とは、お客様のクラウドサービスの購入先で、レッドハットが本クラウドアクセスプログラムへの参加を

許可している、レッドハット認定の第三者を意味します。



サービス期間

EA本体　抜粋

2.2 サービス期間。

中途で終了しない限りサービス期間の満了をもって終了します。サブスクリプションは、一方の当事者

が相手方当事者に対し該当するサービス期間が満了する30日以上前に更新しない意思を書面で通知

しない限り、当初のサービス期間と同一期間自動更新し、以後同様となります。ご注文いただいた本

サービスは該当するサービス期間中に使い切らなければならず、未利用分は失効します。

=>更新しない意思を通知をしない限りサブスクリプションサービスの契約は自動更新
サブスクリプションを更新しない場合の手続きについて: http://jp-redhat.com/unsubscription/

EA Appendix 1　抜粋

1.4 エンドユーザーライセンス契約及びオープンソースライセンス契約。

レッドハット製品にはwww.redhat.com/licenses/eulasに記載されているEULAが適用されます。ソフト

ウェア サブスクリプション及びサブスクリプションサービスは有期であり、更新されなければ失効しま

す。本契約は、サブスクリプション サービスに関連する権利義務を定めたものであり、オープンソースラ

イセンスの規約に基づくお客様のソースコードに係る権利を制限しようとしたものではありません。

=>サブスクリプションサービスは有期(ポータルからイメージをダウンロードできない等)



使用状況の検査

抜粋
11  検査。本契約が効力を有する間及びその後の1年間、レッド
ハットまたはレッドハットが指名する者は、第9条に従った上で、お
客様が本契約を遵守していることを確認するためにお客様の施設
及び記録を検査できるものとします。

お客様は、レッドハットより不遵守または過少払いの指摘を受けた
場合、指摘があった日から15日以内に不遵守及び/または過少払
いを解決することとします。過少払いが5パーセントを超えた場合、
お客様はさらにレッドハットに検査費用を弁償することとします。



サービスの停止

抜粋
4. 終了
4.1正当事由による終了。 
いずれの当事者も、(a)相手方当事者が本契約の重大な違反
を行い、書面による通告後30日以内に違反を治癒しなかった
場合、相手方当事者に通知することにより、本契約を終了させ
ることができます。また、レッドハットは、お客様が（本料金のお
支払いに関する場合を含め）本契約に違反した場合、自己
(レッドハット)の判断により、レッドハットの他の救済を制限する
ことなく、 違反が是正されるまで本サービスを（終了させるの
ではなく）停止することができます。 



終了 いわゆる解約

抜粋
4.2 都合による終了。 
いずれの当事者も、全てのサービス期間が満了した場合、い
つでも相手方当事者に通知することにより本契約を終了させ
ることができます。



終了の効果

抜粋
4.3 終了の効果、存続。 
終了または停止となった場合でも、当該終了または停止の通
知に明記されていない限り、他のご注文用紙、ビジネスパート
ナー注文書、レッドハット製品または本契約の残余の部分に
関して終了または停止となることはありません。本契約全体が
終了した場合、未履行のご注文用紙、ビジネスパートナー注
文書および本サービスは終了します。
(中略)終了した場合、お客様は、終了の発効日までに使用もし
くは展開した、またはレッドハットが提供した、全てのユニットに
ついて料金を支払うことに同意します。



終了の効果 注意

抜粋
4.3 終了の効果、存続。 
第1.2条、「構造」
第3条、   「料金および支払い」
第4.3条、「終了の効果、存続」
第5.2条、「事実の表明および保証(適用方法の範囲)」
第5.3条、「事実の表明および保証(テストと責任範囲)」
第9条、   「秘密保持」(同条に定める範囲のみ)
第10条、 「お客様情報と権利の留保」
第11条、 「検査」(同条に定める範囲のみ)
第12〜第15条、「制限」「準拠法」「雑則」「定義」
は本契約の終了後も存続します。



用語 (抜粋)

EA Appendix 1:
4. 定義
「クラウド」とは、エンドユーザにシステム、仮想マシンまたはコンテナーホストを提供する、ベンダの
ホスト型コンピューティング インフラストラクチャを意味します。

EA:
15.2 / 「関連会社」とは、当事者を所有もしくは支配し、当事者によって所有もしくは支配され、また
は当事者と共同の支配下もしくは所有下にある事業体を意味し、「支配」とは、議決権付証券の所
有によるか契約によるかその他の方法によるかを問わず、事業体の経営及び方針を指揮し、また
は指揮を可能にする権限を直接又は間接に有することをいいます。

15.3 / 「ビジネスパートナー」とは、レッドハット製品を再販または配布する権限を与えられたクラウ
ドプロバイダ、ディストリビュータ、再販業者、OEMまたはその他の第三者を意味します。

15.5 / 「お客様」とは、レッドハット製品を使用し、またはレッドハット製品にアクセスする権利を取得
する人または事業体で、本契約の当事者を意味します。 



の対象製品

● Red Hat Integrated Solutions
○ Red Hat Cloud Infrastructure
○ Red Hat Cloud Suite

● Management Subscription
○ Red Hat Satellite
○ Red Hat Smart Management
○ Red Hat CloudForms
○ Red Hat Ansible Tower, Red Hat 

Ansible Engine
○ Red Hat Insights
○ Red Hat Directory Server
○ TAM

● RHEL
○ Red Hat Enterprise Linux
○ RHEL Add-Ons
○ Red Hat Virtualization
○ Red Hat OpenStack 

● Red Hat Middleware
○ Red Hat JBoss Middleware
○ Red Hat OpenShift Container 

Platform
○ Red Hat Mobile Application 

Platform
○ Red Hat 3Scale

● Red Hat Storage
○ Red Hat Gluster, Red Hat Ceph

主な製品名称にまとめて抜粋 (詳細はEA Exhibit 1参照)

「サブスクリプションは全部がEA対象」



まとめ

1. サブスクリプションは単にサポートが付いているだけではな
い

2. 契約書の内容を確認
3. サブスクリプションを使用している -> 購入する
4. サブスクリプションは使用している分(本数/仮想OS数)を購

入する
第三者への提供は不可リースも含む
委託先へ代行させるのは可
クラウド上で使用する場合は要確認と要手続き



さいごに

Subscription Education & Awareness Program
(SEAPまたはSEA Program)とは

レッドハットにとって、コラボレーションは常にビジネスの中心的な要素です。
レッドハットは、オープンソースコミュニティとチャネルパートナー様とのコラボレーションを通じ、
世界をリードするオープンソースのエンタープライズITプロバイダーです。

オープンソースコミュニティは技術革新を推進し、レッドハットチャネルパートナー様はサブスク
リプションを通じ、この革新をお客様へ提供しています。
このシンプルな戦略は、レッドハットとお客様(レッドハットのビジネスパートナー様)の両社が成
功を収め、ビジネスを成長させることを可能にします。

SEAPは、レッドハットサブスクリプションモデルの上で、レッドハットのビジネスパートナー様に
ご理解いただき、レッドハットとのコラボレーションによって、より多くのビジネス機会の創出およ
び支援を実現するため、そしてお客様(エンドユーザー様)にレッドハットサブスクリプションの最
高の価値および要件を提供するためにあります。




