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以下に 2 組の独立したライセンス条項が記載されています。お客様には 1 組のみが適用されます。

お客様がサーバーと分離された状態で本ソフトウェアを受け取った場合、以下の小売ライセンス条項

がお客様に適用されます。お客様がコンピューター製造業者 (OEM またはシステム ビルダーともい

います) からサーバーと共に本ソフトウェアを受け取った場合は、下記の OEM ライセンス条項がお客

様に適用されます。 

1. 小売ライセンス条項 

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下、「本ライセンス条項」といいます) は、お客様と 

Microsoft Corporation (またはお客様の所在地に応じた関連会社。以下、「マイクロソフト」といいます) 

との契約を構成します。以下のライセンス条項をお読みください。本ライセンス条項は、上記のソフトウ

ェアおよびソフトウェアが記録されたメディア (以下総称して「本ソフトウェア」といいます) に適用されま

す。また、本ライセンス条項は本ソフトウェアに関連する下記マイクロソフト製品にも適用されるものとし

ます。 

· 更新プログラム 

· 追加ソフトウェア 

· インターネット ベースのサービス 

· サポート サービス 

これらの製品に別途ライセンス条項が付属している場合には、当該ライセンス条項が適用されるものと

します。 

本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。本ライセン

ス条項に同意されない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。 

以下に説明するように、一部の機能を使用することにより、インターネット  ベースのサービスのために

特定のコンピューター情報を送信することにお客様が同意されたものとします。 

お客様がこれらのライセンス条項を遵守することを条件として、お客様には、取得する各ソフトウェア 

ライセンスにつき以下が許諾されます。 

1. 総則 

a. ソフトウェア。本ソフトウェアはサーバー ソフトウェアが含まれています。 

b. ライセンスの形態。本ソフトウェアは、お客様が実行するサーバー ソフトウェアのインスタ

ンス数に基づいて使用許諾されます。 

c. ライセンスに関する用語。 

· インスタンス。お客様は、ソフトウェアのセットアップまたはインストール手順を実行す



ることにより、ソフトウェアの「インスタンス」を作成したものとみなされます。また、既

存のインスタンスを複製することによっても、ソフトウェアのインスタンスを作成したも

のとみなされます。本ライセンス条項に含まれる本ソフトウェアに関する記述は、本ソ

フトウェアの「インスタンス」も含まれます。 

· インスタンスの実行。お客様は、ソフトウェアのインスタンスをメモリに読み込み、その 

1 つ以上の命令を実行することにより、「インスタンスを実行」したものとみなされます

。実行されると、インスタンスはそれがメモリから削除されるまで実行中であるとみな

されます。その指示が引き続き実行されているか否かには左右されません。 

· オペレーティング システム環境。「オペレーティング システム環境」とは次のように

定義されます。 

(i) 別個のコンピューター (プライマリ コンピューター名などの一意の識別子) ま

たは別個の管理者権限を識別できる、オペレーティング システム インスタン

スの全部または一部、仮想 (またはエミュレートされた) オペレーティング シス

テム インスタンスの全部または一部 

(ii) 上記で識別されるオペレーティング システム インスタンスまたは部分で実行

されるように構成されたものが存在する場合にはアプリケーションのインスタン

ス 

オペレーティング システム環境には、物理環境と仮想環境の 2 種類があります。

物理的オペレーティング システム環境は、物理的ハードウェア システム上で直接

動作するように構成されています。ハードウェア仮想化ソフトウェア (Microsoft 

Virtual Server または同様のテクノロジなど) を実行するため、またはハードウェア

仮想化サービス (Microsoft 仮想化テクノロジなど) を提供するために使用されるオ

ペレーティング システム インスタンスは、物理的オペレーティング システム環境の

一部とみなされます。仮想オペレーティング システム環境は、仮想的 (またはエミュ

レートされた) ハードウェア システム上で動作するように構成されています。物理的

ハードウェア システムには、次のいずれかまたは両方が含まれます。 

(i) 1 つの物理的オペレーティング システム環境 

(ii) 1 つ以上の仮想オペレーティング システム環境 

· サーバー。サーバーとは、サーバー ソフトウェアを実行することのできる物理的ハー

ドウェア システムまたはデバイスをいいます。ハードウェア パーティションまたはブ

レードは、別個の物理的ハードウェア システムとみなされます。 

· ライセンスの割り当て。ライセンスの割り当てとは、単純に、ライセンスを 1 台のデ

バイスまたは 1 人のユーザーに対して指定することをいいます。 

2. 使用に関する権利。 

a. ライセンスのサーバーへの割り当て。 



i. お客様は、1 つのソフトウェア ライセンスに基づいてサーバー ソフトウェアのインス

タンスを実行する前に、該当するライセンスをサーバーの 1 つに割り当てなければ

なりません。そのサーバーは、その特定のライセンスに関して「ライセンス取得済み

のサーバー」とみなされます。同じサーバーに別のソフトウェア ライセンスを割り当て

ることはできますが、同じライセンスを複数のサーバーに割り当てることはできません

。 

ii. ソフトウェア ライセンスの再割り当てを行うことは可能ですが、前回の割り当てから 

90 日が経過している必要があります。ライセンス取得済みサーバーを永続的なハ

ードウェアの障害のために使用しなくなった場合には、それよりも早い時期に当該ソ

フトウェア ライセンスを再度割り当てることができます。ライセンスを再度割り当てる

と、ライセンスを再度割り当てたサーバーが当該ライセンスに対する新しいライセン

ス取得済みのサーバーになります。 

b. サーバー ソフトウェアのインスタンスの実行。お客様は、割り当てたソフトウェア ライセン

スごとに、サーバー ソフトウェアの 1 つのインスタンスを、ライセンス取得済みのサーバ

ー上の 1 つの物理的オペレーティング システム環境で実行することができます。物理的

オペレーティング システム環境で実行されているサーバー ソフトウェアのインスタンスは、

次の目的に限り使用することができます。 

· ハードウェア仮想化サービスを提供する、または 

· ライセンス取得済みのサーバー上でオペレーティング システム環境を管理および操

作するためのソフトウェアを実行する。 

c. サーバーまたはストレージ メディア上でのインスタンスの作成と格納。お客様には、取得さ

れる各ソフトウェア ライセンスにつき、以下の追加の権利が許諾されます。 

· お客様は、本サーバー ソフトウェアについて、任意の数のインスタンスを作成するこ

とができます。 

· お客様は、本サーバー ソフトウェアのインスタンスをお客様の任意のサーバーまた

はストレージ メディアに格納することができます。 

· お客様は、上記に規定したお客様のソフトウェア ライセンスに基づいて、サーバー 

ソフトウェアのインスタンスを実行する権利を行使するためにのみ、本サーバー ソフ

トウェアのインスタンスを作成して格納することができます (したがって、第三者にイ

ンスタンスを再頒布することはできません)。 

d. 含まれるマイクロソフト製プログラム。本ソフトウェアには、他のマイクロソフト製プログラム

も含まれています。お客様によるこれらのプログラムの使用には、本ライセンス条項が適

用されます。 

3. 追加のライセンス条件および追加の使用権。 

a. マルチプレキシング (多重化)。次の目的 (「マルチプレキシング」または「プーリング」と呼

ばれることがあります) で使用するハードウェアまたはソフトウェアを使用した場合であって



も、必要なライセンス (種類を問いません) の数を減じることはできません。 

· 接続をプールする 

· 情報の経路を変更する 

· 本ソフトウェアに直接アクセスまたは使用するデバイスまたはユーザーの数を削減す

る 

· 本ソフトウェアにより直接管理されるデバイスまたはユーザーの数の削減 

このようなハードウェアまたはソフトウェアを使用 (「マルチプレキシング」または「プーリン

グ」と呼ばれることがあります) した場合であっても、必要なライセンス (種類を問いません) 

の数を減じることはできません。 

b. サーバー ソフトウェアの分離の禁止。明示的に許可されている場合を除き、お客様は、

1 つのライセンスに基づいて本サーバー ソフトウェアを分離して、複数のオペレーティング 

システム環境で実行することはできません。この制限は、オペレーティング システム環境

が同一の物理的ハードウェア システム上に存在する場合でも適用されます。 

c. 追加の機能。マイクロソフトは、本ソフトウェアに追加機能を提供する場合があります。その

際、別途のライセンス条項および料金が適用されることがあります。 

d. 頒布。お客様は、以下の条項に従う場合に限り、お客様の専有ハードウェアと共に、また

はお客様の専有ハードウェアにインストールした状態で、本ソフトウェアを頒布できます。 

i. 使用および再頒布の権利。 

· お客様は、本ソフトウェアを複製して配布することができます。お客様が本ソフ

トウェアを改変することは禁止されています。また、お客様のハードウェアには

、インストール プログラムを含め、本ソフトウェアの完全な複製が含まれなけ

ればなりません。 

ii. 再頒布の条件。お客様は、お客様が頒布するすべてのソフトウェアについて、以下の

条項に従わなければなりません。 

· お客様のプログラムの頒布者および外部エンド ユーザーに、本ライセンス条

項と同等以上に再頒布可能コードを保護する条項に同意させること。 

· お客様のプログラムにお客様名義の有効な著作権表示を行うこと。 

· お客様のプログラムの頒布または使用に関する請求 (弁護士報酬を含みます

) について、マイクロソフトを免責、防御、および補償すること。 

iii. 再頒布の制限。お客様は、以下を行うことはできません。 

· 本ソフトウェアにおける著作権、商標、または特許の表示を改変すること。 

· お客様のプログラムの名称の一部にマイクロソフトの商標を使用したり、お客



様の製品がマイクロソフトから由来したり、マイクロソフトが推奨するように見せ

かけること。 

· 本ソフトウェアを悪質、詐欺的、または違法なプログラムに組み込むこと。 

· 本ソフトウェアを、その一部に除外ライセンスの条項が適用されることとなるよ

うな方法で改変または頒布すること。「除外ライセンス」とは、使用、改変または

頒布の条件として以下を満たすことを要求するライセンスです。 

· コードをソース コード形式で公表または頒布すること。または 

· その他の者がコード改変の権利を有すること。 

e. ホスティング。お客様は、以下の条項を遵守することを条件として、本ソフトウェアを商用ソ

フトウェア ホスティング サービスで使用することができます。 

i. お客様がすべての責任を負うこと。お客様が商業的ホスティング目的で本ソフトウェ

アを使用する場合、お客様のエンド ユーザーによる本ソフトウェアのいかなる使用も

お客様が法的責任を負うものとします。 

ii. 免責。お客様は、(1) お客様による本ソフトウェアの不適切なインストール、(2) お客

様が持ち込んだソフトウェア ウィルス、(3) お客様による本ライセンス条項の条件に

対する違反、および (4) エンド ユーザー (またはエンド ユーザーにサービスを提

供する第三者) による本ソフトウェアの任意の一部の不正なインストール、使用、ア

クセス、コピー、複製、または頒布、の結果として生じる請求について、マイクロソフト

を防御、免責、および補償するものとします。 

iii. 高い危険性を伴う使用の禁止。本ソフトウェアは、フォールト トレラントではなく、エラ

ーが発生しないこと、または運用が中断されないことは保証されていません。お客様

は、本ソフトウェアに不具合があった場合に人の死亡もしくは傷害、または重大な物

損もしくは環境破壊をもたらす可能性のある用途または状況で本ソフトウェアを使用 

(以下「高い危険性を伴う使用」といいます) する権利を付与することはできません。

高い危険性を伴う使用には以下における使用が含まれますが、これらに限定されま

せん。航空機もしくはその他の形態の公共交通機関、核施設もしくは化学施設、生

命維持システム、埋め込み医療機器、自動車、または武器システム。高い危険性を

伴う使用には、ソフトウェアの管理目的での使用、構成データを格納するための使用

、エンジニアリングもしくは構成ツールの使用、または不具合があった場合に人の死

亡もしくは傷害、または重大な物損もしくは環境破壊をもたらさない、その他の非制

御アプリケーションの使用は含まれません。かかる非制御アプリケーションでは、制

御を実施するアプリケーションと通信することはできますが、制御機能に直接的また

は間接的に責任を負うことはできません。お客様は、高い危険性を伴う使用に関連し

てエンド ユーザーによる本ソフトウェアの使用から生じる第三者からの請求につい

て、マイクロソフトを免責および補償することに同意するものとします。 

iv. ライセンス要件の遵守。お客様は、(1) 本ソフトウェアにアクセスできる個人に、本ソ

フトウェアがマイクロソフトから使用許諾されていることを通知し、(2) 本ソフトウェア

にアクセスできる個人を、本ライセンス条項の条件と同等以上に本ソフトウェアを保



護する条件に拘束しなければなりません。お客様は、本ソフトウェアの不正な頒布、

複製、使用、または海賊版作成を防止するために、商業上合理的な範囲で努力する

ものとします。 

4. インターネット ベースのサービス。マイクロソフトは、本ソフトウェアについてインターネット ベー

スのサービスを提供します。マイクロソフトは、いつでもこのサービスを変更または中止できるも

のとします。 

a. インターネット ベースのサービスに関する同意。本ソフトウェアには、インターネットを介し

てマイクロソフトまたはサービス プロバイダーのコンピューター システムに接続する、以

下の機能が含まれます。接続が行われた際、通知が行われない場合があります。お客様

は、これらの機能を解除するか、または使用しないことができます。これらの機能の詳細に

ついては、go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=280262 をご参照ください。これらの機能を

利用することにより、お客様はこの情報の送信に同意されたものとします。マイクロソフトが

これらの情報を利用してお客様を特定したり、お客様に連絡したりすることはありません。 

コンピューター情報。以下の機能はインターネット プロトコルを使用しており、お客様の IP 

アドレス、オペレーティング システムの種類、ブラウザーの種類、使用している本ソフトウェ

アの名称およびバージョン、本ソフトウェアを実行するデバイスの言語コードなどのコンピュ

ーター情報を適切なシステムに送信します。マイクロソフトは、お客様にインターネット ベ

ースのサービスを提供するためにこの情報を使用します。 

· Auto Root 更新。Auto Root 更新機能は、信頼できる証明機関のリストを更新する

ものです。お客様は Auto Root 更新機能を解除することができます。 

· Windows (または Microsoft) Update 機能。お客様は、本ソフトウェアをインストー

ルしたデバイスに新しいハードウェアを接続することができます。デバイスには、かか

るハードウェアと通信するために必要なドライバーがインストールされていない場合

があります。この場合、本ソフトウェアの更新機能により、マイクロソフトから適切なド

ライバーを取得し、お客様のデバイスにインストールすることができます。お客様は、

この更新機能を解除することができます。 

· デジタル証明書。本ソフトウェアはデジタル証明書を使用しています。これらのデジタ

ル証明書は、X.509 標準暗号化情報を使用し、インターネット ユーザーの身元を特

定します。電子認証をファイルやマクロの電子署名に使用して、ファイルの内容につ

いての整合性や作成元を証明することもできます。本ソフトウェアは、インターネット

が使用できる場合はそれを使用して、証明書を取得し、証明書失効リストを更新しま

す。 

· タイム サービス。このサービスは、time.windows.com と週に 1 回同期することで

、お客様のコンピューターの時刻を正確に設定するものです。お客様は、この機能を

オフにすることができます。また、優先するタイム ソースを [日付と時刻] コントロー

ル パネル アプレットから選ぶこともできます。接続には標準の NTP プロトコルを使

用します。 

· IPv6 ネットワーク アドレス変換 (NAT) Traversal サービス (Teredo)。これは、既存



の家庭用インターネット ゲートウェイ デバイスを IPv6 に移行させるための機能で

す。IPv6 は、次世代のインターネット プロトコルです。ピア ツー ピア アプリケーシ

ョンで頻繁に必要となる、エンド ツー エンド接続を有効にするために便利です。この

クエリは、標準の DNS (ドメイン ネーム サービス) 情報のみを送信してお客様のコ

ンピューターがインターネットに接続されているかどうかを判断し、パブリック Teredo 

サービスを探すことができます。たとえば、お客様が以下のいずれかを行っていると

します。 

· IPv6 接続を必要とするアプリケーションを使用している 

· 常に IPv6 接続を有効にするようにファイアウォールを構成している 

既定では、標準の IP (インターネット プロトコル) 情報がマイクロソフトの Teredo 

サービスに定期的に送信されます。それ以外の情報はマイクロソフトに送信されませ

ん。この既定の設定を変更して、マイクロソフト以外のサーバーを使用することもでき

ます。また、“netsh” というコマンド ライン ユーティリティを使用して、この機能を無

効にすることも可能です。 

5. MICROSOFT .NET FRAMEWORK のベンチマーク テスト。本ソフトウェアは、.NET Framework 

のコンポーネント (以下「.NET コンポーネント」といいます) を 1 つ以上含んでいます。お客様

は、これらのコンポーネントの内部ベンチマーク テストを実施することができます。お客様は、

go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406 に掲載されている条件に従うことによって、これらの

コンポーネントのベンチマーク テストの結果を開示できます。マイクロソフトと別途の合意がある

場合でも、お客様が当該ベンチマーク テストの結果を開示した場合、マイクロソフトは、

go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406 に掲載されている条件と同じ条件に従うことを条件に

、該当する .NET コンポーネントと競合するお客様の製品についてマイクロソフトが実施したベン

チマーク テストの結果を開示する権利を有します。 

6. ライセンスの適用範囲。本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありま

せん。本ライセンス条項は、お客様に本ソフトウェアを使用する限定的な権利を付与します。マイ

クロソフトはその他の権利をすべて留保します。適用される法令により上記の制限を超える権利

が与えられる場合を除き、お客様は本ライセンス条項で明示的に許可された方法でのみ本ソフト

ウェアを使用することができます。お客様は、以下を行うことはできません。 

· 本ソフトウェアの技術的な制限を回避して使用すること。 

· 本ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすること。

ただし、適用される法令により明示的に認められている場合を除きます。 

· 別のオペレーティング システムまたは別のオペレーティング システムで実行されるアプリ

ケーション内で本ソフトウェアのファイルおよびコンポーネントを使用すること。 

· 本ライセンス条項で規定された以上の数の本ソフトウェアの複製を作成すること。 

· 第三者が複製できるように本ソフトウェアを公開すること。 

任意のデバイス上で本ソフトウェアにアクセスする権利は、当該デバイスにアクセスするソフトウ



ェアまたはデバイスに関するマイクロソフトの特許またはその他の知的財産権を行使する権利を

お客様に付与するものではありません。 

7. バックアップ用の複製。お客様は、本ソフトウェア メディアのバックアップ複製を 1 つ作成するこ

とができます。バックアップ用の複製は、本ソフトウェアのインスタンスを作成する目的に限り使用

することができます。 

8. ドキュメンテーション。お客様のコンピューターまたは内部ネットワークに有効なアクセス権を有す

る者は、お客様の内部使用目的に限り、ドキュメントを複製して使用することができます。 

9. 輸出規制。本ソフトウェアは米国および日本国の輸出に関する規制の対象となります。お客様は

、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンド ユーザーおよ

びエンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。詳細に

ついては www.microsoft.com/japan/exporting をご参照ください。 

10. サポート  サービス。マイクロソフトは、本ソフトウェアに対し 

www.support.microsoft.com/common/international.aspx で説明されるサポート サービスを

提供します。 

11. 完全合意。本ライセンス条項 (下記の品質保証規定を含みます)、ならびに追加ソフトウェア、更

新プログラム、インターネット ベースのサービス、およびサポート サービスに関する使用条件は

、本ソフトウェアおよびサポート サービスについてのお客様とマイクロソフトとの間の完全なる合

意です。 

12. 準拠法。 

a. 日本。お客様が本ソフトウェアを日本国内で入手された場合、本ライセンス条項は日本法

に準拠するものとします。 

b. 米国。お客様が本ソフトウェアを米国内で入手された場合、抵触法に関わらず、本ライセン

ス条項の解釈および契約違反への主張は、米国ワシントン州法に準拠するものとします。

消費者保護法、公正取引法、および違法行為を含みますがこれに限定されない他の主張

については、お客様が所在する地域の法律に準拠します。 

c. 日本および米国以外。お客様が本ソフトウェアを日本国および米国以外の国で入手された

場合、本ライセンス条項は適用される地域法に準拠するものとします。 

13. 法的効力。本ライセンス条項は、特定の法的な権利を規定します。お客様は、地域や国によって

は、本ライセンス条項の定めにかかわらず、本ライセンス条項と異なる権利を有する場合があり

ます。また、お客様は本ソフトウェアの取得取引の相手方に対して権利を取得できる場合もあり

ます。本ライセンス条項は、お客様の地域または国の法律がその法律に基づく権利の変更を許

容しない場合、それらの権利を変更しないものとします。 

14. 責任の制限および除外。マイクロソフトおよびそのサプライヤーの責任は、お客様が本ソフトウェ

アについて実際に支払った金額を上限とする直接損害に限定されます。その他の損害 (派生的

損害、逸失利益、特別損害、間接損害、および付随的損害を含みますがこれらに限定されませ

ん) に関しては、一切責任を負いません。 



この制限は、以下に適用されるものとします。 

· 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みま

す)、または第三者のプログラムに関連した事項 

· 契約違反、保証違反、厳格責任、過失、または不法行為等の請求 (適用される法令により

認められている範囲において) 

また、以下のいずれかに該当する場合においても、この制限が適用されるものとします。 

· 本ソフトウェアの修理、交換、または返金を行ってもお客様の損失が完全に補償されない

場合 

· マイクロソフトがこのような損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合 

一部の地域では付随的、結果的損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の

制限事項が適用されない場合があります。また、一部の国では付随的、派生的、およびその他

の損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の制限事項が適用されない場合

があります。 

マイクロソフトは、マイクロソフトが当事者ではなく、お客様による本ソフトウェアの使用に適用さ

れる可能性がある別途のライセンスまたはその他の契約に基づく義務は引き受けません。 



************************************************************************************** 

品質保証規定 

A. 品質保証規定。お客様が説明書に従うことを条件とし、本ソフトウェアは本ソフトウェアに含まれ

た、または同梱されたマイクロソフト資料に従って実質的に動作します。 

「品質保証規定」に関する記述は、マイクロソフトにより提供される明示の保証に関する記述を意

味します。本保証規定は、地域の消費者法に基づく法定保証に従ったお客様の権利および救済

を含め、法律に基づきお客様に付与されている場合があるその他の権利および救済に加えて提

供されます。 

B. 保証期間、保証の対象、黙示の保証の期間。品質保証規定は、最初のユーザーが本ソフトウェ

アを取得後 1 年間有効です。1 年の有効期間内に追加ソフトウェア、更新プログラム、または

交換ソフトウェアを入手された場合、それらは有効期間の残存期間中、または入手後 30 日間

のいずれか遅く到来する日まで保証されます。最初のユーザーが本ソフトウェアを譲渡した場合

、残りの有効期間は本ソフトウェアの譲受者に適用されます。 

制定法上許容される最大限において、適用される法令によりお客様に与えられる黙示的な保証

または条件は、本品質保証規定の有効期間に限定されるものとします。一部の地域では黙示的

な保証の期間の制限が認められていないため、上記の制限事項が適用されない場合がありま

す。また、一部の国では黙示的な保証または条件の有効期間の設定が認められていないため、

上記の制限事項が適用されない場合があります。 

C. 免責。本品質規定では、お客様の行為 (または不作為)、第三者の行為、またはマイクロソフトの

合理的な支配の及ばない事柄に起因して発生した問題は対象としていません。 

D. 保証違反に対する救済。マイクロソフトは、無償で本ソフトウェアを修理または交換します。本ソフ

トウェアの修理または交換が不可能な場合、お客様の領収書に記載された本ソフトウェアの代金

を返金します。また、マイクロソフトは、無償で追加ソフトウェア、更新プログラム、および交換ソフ

トウェアを修理または交換します。これらの修理または交換が不可能な場合、お客様が追加ソフ

トウェア、更新プログラムおよび交換ソフトウェアに対してお支払いになられた代金を返金します

。返金を受けるには、お客様は本ソフトウェアをアンインストールし、そのメディアおよび関連資料

を領収書と共にマイクロソフトに返却しなければなりません。以上が、品質保証規定違反に対す

る、お客様への唯一の救済手段となります。 

E. 変更できない消費者権利。本品質保証規定が変更できないお客様の地域の法令による追加の

消費者の権利が存在する場合があります。 

F. 保証に関するお問い合わせ。領収書などのご購入の証明が必要になります。 

1. 米国およびカナダ。米国またはカナダで入手された本ソフトウェアに関する保証サービスま

たは返金に関して不明な点がございましたら、下記のいずれかの連絡先までご連絡くださ

い。 

· (800) MICROSOFT; 

· Microsoft Customer Service and Support, One Microsoft Way, Redmond, WA 



98052-6399 

· Web サイト: www.microsoft.com/info/nareturns.htm 

2. ヨーロッパ、中東、およびアフリカ。本ソフトウェアをヨーロッパ、中東、またはアフリカで入手

された場合、Microsoft Ireland Operations Limited がこの品質保証規定を履行します。

保証サービスの履行をお求めの場合、下記のいずれかの連絡先までご連絡ください。 

· Microsoft Ireland Operations Limited, Customer Care Centre, Atrium Building 

Block B, Carmanhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland 

· お客様の地域のマイクロソフト関連会社 (www.microsoft.com/worldwide) 

3. オーストラリア。オーストラリアで入手された本ソフトウェアに関する保証サービスおよび保

証 (該当する場合) に関連する費用の請求については、下記のいずれかの連絡先までご

連絡ください。 

· 13 20 58 

· Microsoft Pty Ltd, 1 Epping Road, North Ryde NSW 2113 Australia 

4. 米国、カナダ、ヨーロッパ、中東、アフリカ、およびオーストラリア以外の地域。最寄りのマイ

クロソフトの関連会社までご連絡ください。連絡先については、

www.microsoft.com/worldwide をご参照ください。 

G. 無保証。本ソフトウェアの品質保証規定は、お客様がマイクロソフトから受けられる唯一の直接

的保証となります。マイクロソフトは、その他の明示的な保証は一切行いません。法律上許容さ

れる最大限において、商品性、特定目的に対する適合性、非侵害性に関する黙示の保証につい

ては一切責任を負いません。地域の法令により黙示の保証が認められている場合、本条にかか

わらず、お客様に与えられる救済手段は、法律上許容される限りにおいて、上記「保証違反に対

する救済」の条項で規定された救済手段に限定されるものとします。 

オーストラリア限定。「品質保証規定」に関する記述は、マイクロソフトにより提供される保証に関

する記述を意味します。本保証規定は、オーストラリア消費者法に基づく法定保証に従ったお客

様の権利および救済を含め、法律に基づきお客様に付与されている場合があるその他の権利お

よび救済に加えて提供されます。マイクロソフトの商品には、オーストラリア消費者法に基づき除

外することのできない保証が付随するものとします。お客様は、重大な欠陥に対する交換または

返金、およびその他の合理的に予測可能なあらゆる損失または損害に対する補償を受ける権利

を有します。また、お客様は、かかる商品が合格品質に至っておらず当該欠陥が重大な欠陥と

はみなされない場合に、かかる商品の修理または交換を受ける権利を有します。 

H. 保証規定違反に関する責任の制限および除外。上記の「無保証」の規定は、本品質保証規定の

違反にも適用されるものとします。 

本保証規定は、お客様の法的な権利を定めたものです。また、地域や国によって異なるその他の権利

が存在する場合があります。 



2. OEM ライセンス条項 

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 

MICROSOFT HYPER-V SERVER 2012 R2 

ライセンス条項は、ハードウェアと共に本ソフトウェアを頒布するハードウェア製造業者とお客様との契

約を構成します。 

以下のライセンス条項をお読みください。本ライセンス条項は、上記のソフトウェアおよびソフトウェアが

記録されたメディア (以下総称して「本ソフトウェア」といいます) に適用されます。また、本ライセンス条

項は本ソフトウェアに関連する下記マイクロソフト製品にも適用されるものとします。 

· 更新プログラム 

· 追加ソフトウェア 

· インターネット ベースのサービス 

· サポート サービス 

これらの製品に別途ライセンス条項が付属している場合には、当該ライセンス条項が適用されるものと

します。お客様が更新プログラムまたは追加ソフトウェアをマイクロソフトから直接入手された場合は、

製造業者ではなく、マイクロソフトが当該更新プログラムまたは追加ソフトウェアのライセンスを付与し

ます。本ソフトウェアに印刷されたライセンス条項が付属していることがあります。その場合は、印刷さ

れたライセンス条項が画面に表示される条項に優先されます。 

本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。本ライセン

ス条項に同意されない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。この場合、製造業者に問い

合わせて、お支払いいただいた金額の払い戻しに関する方針を確認してください。 

以下に説明するように、一部の機能を使用することにより、インターネット  ベースのサービスのために

特定のコンピューター情報を送信することにお客様が同意されたものとします。 

お客様がこれらのライセンス条項を遵守することを条件として、お客様には、取得する各ソフトウェア 

ライセンスにつき以下が許諾されます。 

1. 総則。 

a. ソフトウェア。本ソフトウェアはサーバー ソフトウェアが含まれています。 

b. ライセンスの形態。本ソフトウェアは、お客様が実行するサーバー ソフトウェアのインスタ

ンス数に基づいて使用許諾されます。 

c. ライセンスに関する用語。 

· インスタンス。お客様は、ソフトウェアのセットアップまたはインストール手順を実行す

ることにより、ソフトウェアの「インスタンス」を作成したものとみなされます。また、既

存のインスタンスを複製することによっても、ソフトウェアのインスタンスを作成したも



のとみなされます。本ライセンス条項に含まれる本ソフトウェアに関する記述は、本ソ

フトウェアの「インスタンス」も含まれます。 

· インスタンスの実行。お客様は、ソフトウェアのインスタンスをメモリに読み込み、その 

1 つ以上の命令を実行することにより、「インスタンスを実行」したものとみなされます

。実行されると、インスタンスはそれがメモリから削除されるまで実行中であるとみな

されます。その指示が引き続き実行されているか否かには左右されません。 

· オペレーティング システム環境。「オペレーティング システム環境」とは次のように

定義されます。 

(i) 別個のコンピューター (プライマリ コンピューター名などの一意の識別子) ま

たは別個の管理者権限を識別できる、オペレーティング システム インスタン

スの全部または一部、仮想 (またはエミュレートされた) オペレーティング シス

テム インスタンスの全部または一部 

(ii) 上記で識別されるオペレーティング システム インスタンスまたは部分で実行

されるように構成されたものが存在する場合にはアプリケーションのインスタン

ス 

オペレーティング システム環境には、物理環境と仮想環境の 2 種類があります。

物理的オペレーティング システム環境は、物理的ハードウェア システム上で直接

動作するように構成されています。ハードウェア仮想化ソフトウェア 

(Microsoft Virtual Server または同様のテクノロジなど) を実行するため、またはハ

ードウェア仮想化サービス (Microsoft 仮想化テクノロジなど) を提供するために使

用されるオペレーティング システム インスタンスは、物理的オペレーティング シス

テム環境の一部とみなされます。仮想オペレーティング システム環境は、仮想的 (

またはエミュレートされた) ハードウェア システム上で動作するように構成されてい

ます。物理的ハードウェア システムには、次のいずれかまたは両方が含まれます。 

(i) 1 つの物理的オペレーティング システム環境 

(ii) 1 つ以上の仮想オペレーティング システム環境 

· サーバー。サーバーとは、サーバー ソフトウェアを実行することのできる物理的ハー

ドウェア システムまたはデバイスをいいます。ハードウェア パーティションまたはブ

レードは、別個の物理的ハードウェア システムとみなされます。 

· ライセンスの割り当て。ライセンスの割り当てとは、単純に、ライセンスを 1 台のデ

バイスまたは 1 人のユーザーに対して指定することをいいます。 

2. 使用に関する権利。 

a. 本サーバーへのライセンスの割り当て。ソフトウェア ライセンスは、ソフトウェアが頒布され

たサーバーに永続的に割り当てられます。そのサーバーは、その特定のライセンスに関し

て「ライセンス取得済みのサーバー」とみなされます。ハードウェアのパーティションまたは

ブレードは、別個のサーバーとみなされます。お客様は、同じライセンスを複数のサーバー



に割り当てることはできません。 

b. サーバー ソフトウェアのインスタンスの実行。必要な数のソフトウェア ライセンスが割り当

てられたサーバーごとに、ライセンス取得済みのサーバー上の物理的オペレーティング シ

ステム環境で本サーバー ソフトウェアの 1 つのインスタンスを実行することができます。

物理的オペレーティング システム環境で実行されているサーバー ソフトウェアのインスタ

ンスは、次の目的に限り使用することができます。 

· ハードウェア仮想化サービスを提供する、または 

· ライセンス取得済みのサーバー上でオペレーティング システム環境を管理および操

作するためのソフトウェアを実行する。 

c. サーバーまたはストレージ メディア上でのインスタンスの作成と格納。お客様は、取得され

るソフトウェア ライセンス 1 つにつき、本ソフトウェアの任意の数のインスタンスを作成し、

かかるインスタンスをお客様の任意のサーバーまたはストレージ メディアに格納すること

ができます。これは、適用される使用権に規定されているお客様の任意のライセンスに基

づいて、本ソフトウェアのインスタンスを実行する権利を行使するためにのみ実行できます 

(たとえば、お客様は第三者にインスタンスを頒布することはできません)。 

d. 含まれるマイクロソフト製プログラム。本ソフトウェアには、他のマイクロソフト製プログラム

も含まれています。お客様によるこれらのプログラムの使用には、本ライセンス条項が適

用されます。 

3. 追加のライセンス条件および追加の使用権。 

a. マルチプレキシング (多重化)。次の目的 (「マルチプレキシング」または「プーリング」と呼

ばれることがあります) で使用するハードウェアまたはソフトウェアを使用した場合であって

も、必要なライセンス (種類を問いません) の数を減じることはできません。 

· 接続をプールする 

· 情報の経路を変更する 

· 本ソフトウェアに直接アクセスまたは使用するデバイスまたはユーザーの数を削減す

る 

· 本ソフトウェアにより直接管理されるデバイスまたはユーザーの数の削減 

このようなハードウェアまたはソフトウェアを使用 (「マルチプレキシング」または「プーリン

グ」と呼ばれることがあります) した場合であっても、必要なライセンス (種類を問いません) 

の数を減じることはできません。 

b. サーバー ソフトウェアの分離の禁止。明示的に許可されている場合を除き、お客様は、

1 つのライセンスに基づいて本サーバー ソフトウェアを分離して、複数のオペレーティング 

システム環境で実行することはできません。この制限は、オペレーティング システム環境

が同一の物理的ハードウェア システム上に存在する場合でも適用されます。 



c. 追加の機能。マイクロソフトは、本ソフトウェアに追加機能を提供する場合があります。その

際、別途のライセンス条項および料金が適用されることがあります。 

d. ホスティング。お客様は、以下の条項を遵守することを条件として、本ソフトウェアを商用ソ

フトウェア ホスティング サービスで使用することができます。 

i. お客様がすべての責任を負うこと。お客様のエンド ユーザーによる本ソフトウェアの

いかなる使用もお客様が法的責任を負うものとします。 

ii. 免責。お客様は、(1) お客様による本ソフトウェアの不適切なインストール、(2) お客

様が持ち込んだソフトウェア ウィルス、(3) お客様による本ライセンス条項の条件に

対する違反、および (4) エンド ユーザー (またはエンド ユーザーにサービスを提

供する第三者) による本ソフトウェアの任意の一部の不正なインストール、使用、ア

クセス、コピー、複製、または頒布、の結果として生じる請求について、マイクロソフト

を防御、免責、および補償するものとします。 

iii. 高い危険性を伴う使用の禁止。本ソフトウェアは、フォールト トレラントではなく、エラ

ーが発生しないこと、または運用が中断されないことは保証されていません。お客様

は、本ソフトウェアに不具合があった場合に人の死亡もしくは傷害、または重大な物

損もしくは環境破壊をもたらす可能性のある用途または状況で本ソフトウェアを使用 

(以下「高い危険性を伴う使用」といいます) する権利を付与することはできません。

高い危険性を伴う使用には以下における使用が含まれますが、これらに限定されま

せん。航空機もしくはその他の形態の公共交通機関、核施設もしくは化学施設、生

命維持システム、埋め込み医療機器、自動車、または武器システム。高い危険性を

伴う使用には、ソフトウェアの管理目的での使用、構成データを格納するための使用

、エンジニアリングもしくは構成ツールの使用、または不具合があった場合に人の死

亡もしくは傷害、または重大な物損もしくは環境破壊をもたらさない、その他の非制

御アプリケーションの使用は含まれません。かかる非制御アプリケーションでは、制

御を実施するアプリケーションと通信することはできますが、制御機能に直接的また

は間接的に責任を負うことはできません。お客様は、高い危険性を伴う使用に関連し

てエンド ユーザーによる本ソフトウェアの使用から生じる第三者からの請求につい

て、マイクロソフトを免責および補償することに同意するものとします。 

iv. ライセンス要件の遵守。お客様は、(1) 本ソフトウェアにアクセスできる個人に、本ソ

フトウェアが製造業者から使用許諾されていることを通知し、(2) 本ソフトウェアにア

クセスできる個人を、本ライセンス条項の条件と同等以上に本ソフトウェアを保護す

る条件に拘束しなければなりません。お客様は、本ソフトウェアの不正な頒布、複製

、使用、または海賊版作成を防止するために、商業上合理的な範囲で努力するもの

とします。 

4. インターネット ベースのサービス。マイクロソフトは、本ソフトウェアについてインターネット ベー

スのサービスを提供します。マイクロソフトは、いつでもこのサービスを変更または中止できるも

のとします。 

a. インターネット ベースのサービスに関する同意。本ソフトウェアには、インターネットを介し

てマイクロソフトまたはサービス プロバイダーのコンピューター システムに接続する、以



下の機能が含まれます。接続が行われた際、通知が行われない場合があります。お客様

は、これらの機能を解除するか、または使用しないことができます。これらの機能の詳細に

ついては、go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=280262 をご参照ください。これらの機能を

利用することにより、お客様はこの情報の送信に同意されたものとします。マイクロソフトが

これらの情報を利用してお客様を特定したり、お客様に連絡したりすることはありません。 

コンピューター情報。以下の機能はインターネット プロトコルを使用しており、お客様の IP 

アドレス、オペレーティング システムの種類、ブラウザーの種類、使用している本ソフトウェ

アの名称およびバージョン、本ソフトウェアを実行するデバイスの言語コードなどのコンピュ

ーター情報を適切なシステムに送信します。マイクロソフトは、お客様にインターネット ベ

ースのサービスを提供するためにこの情報を使用します。 

· Auto Root 更新。Auto Root 更新機能は、信頼できる証明機関のリストを更新する

ものです。お客様は Auto Root 更新機能を解除することができます。 

· Windows (または Microsoft) Update 機能。お客様は、本ソフトウェアをインストー

ルしたデバイスに新しいハードウェアを接続することができます。デバイスには、かか

るハードウェアと通信するために必要なドライバーがインストールされていない場合

があります。この場合、本ソフトウェアの更新機能により、マイクロソフトから適切なド

ライバーを取得し、お客様のデバイスにインストールすることができます。お客様は、

この更新機能を解除することができます。 

· デジタル証明書。本ソフトウェアはデジタル証明書を使用しています。これらのデジタ

ル証明書は、X.509 標準暗号化情報を使用し、インターネット ユーザーの身元を特

定します。デジタル証明書をファイルやマクロの電子署名に使用して、ファイルの内

容についての整合性や作成元を証明することもできます。本ソフトウェアは、インター

ネットが使用できる場合はそれを使用して、証明書を取得し、証明書失効リストを更

新します。 

· タイム サービス。このサービスは、time.windows.com と週に 1 回同期することで

、お客様のコンピューターの時刻を正確に設定するものです。お客様は、この機能を

オフにすることができます。また、優先するタイム ソースを [日付と時刻] コントロー

ル パネル アプレットから選ぶこともできます。接続には標準の NTP プロトコルを使

用します。 

· IPv6 ネットワーク アドレス変換 (NAT) Traversal サービス (Teredo)。これは、既存

の家庭用インターネット ゲートウェイ デバイスを IPv6 に移行させるための機能で

す。IPv6 は、次世代のインターネット プロトコルです。ピア ツー ピア アプリケーシ

ョンで頻繁に必要となる、エンド ツー エンド接続を有効にするために便利です。この

クエリは、標準の DNS (ドメイン ネーム サービス) 情報のみを送信してお客様のコ

ンピューターがインターネットに接続されているかどうかを判断し、パブリック Teredo 

サービスを探すことができます。たとえば、お客様が以下のいずれかを行っていると

します。 

· IPv6 接続を必要とするアプリケーションを使用している 



· 常に IPv6 接続を有効にするようにファイアウォールを構成している 

既定では、標準の IP (インターネット プロトコル) 情報がマイクロソフトの Teredo 

サービスに定期的に送信されます。それ以外の情報はマイクロソフトに送信されませ

ん。この既定の設定を変更して、マイクロソフト以外のサーバーを使用することもでき

ます。また、“netsh” というコマンド ライン ユーティリティを使用して、この機能を無

効にすることも可能です。 

5. MICROSOFT .NET FRAMEWORK のベンチマーク テスト。本ソフトウェアは、.NET Framework 

のコンポーネント (以下「.NET コンポーネント」といいます) を 1 つ以上含んでいます。お客様

は、これらのコンポーネントの内部ベンチマーク テストを実施することができます。お客様は、

go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406 に掲載されている条件に従うことによって、これらの

コンポーネントのベンチマーク テストの結果を開示できます。マイクロソフトと別途の合意がある

場合でも、お客様が当該ベンチマーク テストの結果を開示した場合、マイクロソフトは、

go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406 に掲載されている条件と同じ条件に従うことを条件に

、該当する .NET コンポーネントと競合するお客様の製品についてマイクロソフトが実施したベン

チマーク テストの結果を開示する権利を有します。 

6. ライセンスの適用範囲。本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありま

せん。本ライセンス条項は、お客様に本ソフトウェアを使用する限定的な権利を付与します。製造

業者およびマイクロソフトは他の権利をすべて留保します。適用される法令により上記の制限を

超える権利が与えられる場合を除き、お客様は本ライセンス条項で明示的に許可された方法で

のみ本ソフトウェアを使用することができます。お客様は、使用方法を制限するために本ソフトウ

ェアに組み込まれている技術的制限に従わなければなりません。詳細については、本ソフトウェ

ア付属の文書を参照してください。お客様は、以下を行うことはできません。 

· 本ソフトウェアの技術的な制限を回避して使用すること。 

· 本ソフトウェアをリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすること。

ただし、適用される法令により明示的に認められている場合を除きます。 

· 別のオペレーティング システムまたは別のオペレーティング システムで実行されるアプリ

ケーション内で本ソフトウェアのファイルおよびコンポーネントを使用すること。 

· 本ライセンス条項で規定された以上の数の本ソフトウェアの複製を作成すること。 

· 第三者が複製できるように本ソフトウェアを公開すること。 

任意のデバイス上で本ソフトウェアにアクセスする権利は、当該デバイスにアクセスするソフトウ

ェアまたはデバイスに関するマイクロソフトの特許またはその他の知的財産権を行使する権利を

お客様に付与するものではありません。 

7. バックアップ用の複製。お客様は、本ソフトウェア メディアのバックアップ複製を 1 つ作成するこ

とができます。バックアップ用の複製は、本ソフトウェアのインスタンスを作成する目的に限り使用

することができます。 

8. ドキュメンテーション。お客様のコンピューターまたは内部ネットワークに有効なアクセス権を有す



る者は、お客様の内部使用目的に限り、ドキュメントを複製して使用することができます。 

9. 輸出規制。本ソフトウェアは米国および日本国の輸出に関する規制の対象となります。お客様は

、本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンド ユーザーおよ

びエンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。詳細に

ついては www.microsoft.com/japan/exporting をご参照ください。 

10. サポート  サービス。サポート オプションについては、製造業者にお問い合わせください。その際

、本ソフトウェアと共に提供されるサポート番号をお知らせください。マイクロソフトから直接入手

された更新プログラムまたは追加ソフトウェアについては、マイクロソフトからサポートを提供いた

します。www.support.microsoft.com/common/international.aspx をご参照ください。 

11. 完全合意。本ライセンス条項 (下記の品質保証規定を含みます)、ならびに追加ソフトウェア、更

新プログラム、インターネット ベースのサービス、およびサポート サービスに関する使用条件は

、本ソフトウェアおよびサポート サービスについてのお客様とマイクロソフトとの間の完全なる合

意です。 

12. 準拠法。 

a. 日本。お客様が本ソフトウェアを日本国内で入手された場合、本ライセンス条項は日本法

に準拠するものとします。 

b. 米国。お客様が本ソフトウェアを米国内で入手された場合、抵触法に関わらず、本ライセン

ス条項の解釈および契約違反への主張は、米国ワシントン州法に準拠するものとします。

消費者保護法、公正取引法、および違法行為を含みますがこれに限定されない他の主張

については、お客様が所在する地域の法律に準拠します。 

c. 日本および米国以外。お客様が本ソフトウェアを日本国および米国以外の国で入手された

場合、本ライセンス条項は適用される地域法に準拠するものとします。 

13. 法的効力。本ライセンス条項は、特定の法的な権利を規定します。お客様は、地域や国によって

は、本ライセンス条項の定めにかかわらず、本ライセンス条項と異なる権利を有する場合があり

ます。また、お客様は本ソフトウェアの取得取引の相手方に対して権利を取得できる場合もあり

ます。本ライセンス条項は、お客様の地域または国の法律がその法律に基づく権利の変更を許

容しない場合、それらの権利を変更しないものとします。 

14. 責任の制限および除外。製造業者が提供する払戻しを除き、損害 (派生的損害、逸失利益、特

別損害、間接損害、または付随的損害を含みますがこれらに限定されません) に関しては、再

生者およびマイクロソフトは一切責任を負いません。 

この制限は、以下に適用されるものとします。 

· 本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みま

す)、または第三者のプログラムに関連した事項 

· 契約違反、保証違反、厳格責任、過失、または不法行為等の請求 (適用される法令により

認められている範囲において) 



また、以下のいずれかに該当する場合においても、この制限が適用されるものとします。 

· 本ソフトウェアの修理、交換、または返金を行ってもお客様の損失が完全に補償されない

場合 

· 製造業者またはマイクロソフトがこのような損害の可能性を認識していたか、または認識し

得た場合 

一部の地域では付随的、結果的損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の

制限事項が適用されない場合があります。また、一部の国では付随的、派生的、およびその他

の損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の制限事項が適用されない場合

があります。 

 



************************************************************************************** 

品質保証規定 

A. 品質保証規定。お客様が説明書に従うことを条件とし、本ソフトウェアは本ソフトウェアに含まれ

た、または同梱されたマイクロソフト資料に従って実質的に動作します。 

「品質保証規定」に関する記述は、製造業者により提供される明示の保証に関する記述を意味し

ます。本保証規定は、地域の消費者法に基づく法定保証に従ったお客様の権利および救済を含

め、法律に基づきお客様に付与されている場合があるその他の権利および救済に加えて提供さ

れます。 

B. 保証期間、保証の対象、黙示の保証の期間。品質保証規定は、最初のユーザーが本ソフトウェ

アを取得後 90 日間有効です。90 日間の有効期間内に追加ソフトウェア、更新プログラム、ま

たは交換ソフトウェアを入手された場合、それらは有効期間の残存期間中、または入手後 30 

日間のいずれか遅く到来する日まで保証されます。お客様が本ソフトウェアを譲渡した場合、残

りの有効期間は本ソフトウェアの譲受者に適用されます。 

制定法上許容される最大限において、適用される法令によりお客様に与えられる黙示的な保証

または条件は、本品質保証規定の有効期間に限定されるものとします。一部の地域では黙示的

な保証の期間の制限が認められていないため、上記の制限事項が適用されない場合がありま

す。また、一部の国では黙示的な保証または条件の有効期間の設定が認められていないため、

上記の制限事項が適用されない場合があります。 

C. 免責。本品質規定では、お客様の行為 (または不作為)、第三者の行為、あるいは製造業者また

はマイクロソフトの合理的な支配の及ばない事柄に起因して発生した問題は対象としていません

。 

D. 保証違反に対する救済。製造業者は、自らの裁量において、(i) 無償で本ソフトウェアを修理ま

たは交換するか、または、(ii) 本サーバーと共に本ソフトウェアの返品を受け付け、支払われた

金額を払い戻します。また、製造業者は、追加ソフトウェアを修理または交換するか、ソフトウェ

アを更新して交換するか、お客様が支払われた金額を払い戻すこともできます。製造業者の方

針については、製造業者にお問い合わせください。以上が、品質保証規定違反に対する、お客

様への唯一の救済手段となります。 

E. 変更できない消費者権利。本品質保証規定が変更できないお客様の地域の法令による追加の

消費者の権利が存在する場合があります。 

F. 保証に関するお問い合わせ。本ソフトウェアの保証サービスについては、製造業者にお問い合

わせください。返金の場合、お客様は製造業者の返品条件に従うものとします。 

G. 無保証。本ソフトウェアの品質保証規定は、お客様が製造業者から受けられる唯一の直接的保

証となります。製造業者およびマイクロソフトは、他の明示的な保証または条件は規定しません。

お客様の国内法等で許容される最大限において、製造業者およびマイクロソフトは、商品性、特

定目的に対する適合性、侵害の不存在に関する黙示の保証については一切責任を負いません

。地域の法令により黙示の保証が認められている場合、本条にかかわらず、お客様に与えられ

る救済手段は、法律上許容される限りにおいて、上記「保証違反に対する救済」の条項で規定さ



れた救済手段に限定されるものとします。 

オーストラリア限定。「品質保証規定」に関する記述は、製造業者により提供される明示の保証

に関する記述を意味します。本保証規定は、オーストラリア消費者法に基づく法定保証に従った

お客様の権利および救済を含め、法律に基づきお客様に付与されている場合があるその他の権

利および救済に加えて提供されます。マイクロソフトの商品には、オーストラリア消費者法に基づ

き除外することのできない保証が付随するものとします。お客様は、重大な欠陥に対する交換ま

たは返金、およびその他の合理的に予測可能なあらゆる損失または損害に対する補償を受ける

権利を有します。また、お客様は、かかる商品が合格品質に至っておらず当該欠陥が重大な欠

陥とはみなされない場合に、かかる商品の修理または交換を受ける権利を有します。 

修理に提示された商品は、当該商品と交換されるのではなく、同じ種類の再生された商品と交換

される場合があります。商品の修理には、再生部品が使用されることがあります。 

本保証規定に関する詳細、および保証 (該当する場された合) に関連する費用の請求について

は、製造業者にお問い合わせください。システム梱包に記載されている連絡先情報をご参照くだ

さい。 

H. 保証規定違反に関する責任の制限および除外。上記の「無保証」の規定は、本品質保証規定の

違反にも適用されるものとします。 

本保証規定は、お客様の法的な権利を定めたものです。また、地域や国によって異なるその他の権利

が存在する場合があります。 

 

EULAID:WSB_R8_1_ED_HV_O_ja-jp 

 


