
 

 

マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下の MSDN サブスクリプション用) 

VISUAL STUDIO ULTIMATE WITH MSDN、VISUAL STUDIO PREMIUM WITH 

MSDN、VISUAL STUDIO PROFESSIONAL WITH MSDN、VISUAL STUDIO 

TEST PROFESSIONAL WITH MSDN、VISUAL STUDIO PROFESSIONAL WITH 

MSDN EMBEDDED および MSDN OPERATING SYSTEMS 

 

本マイクロソフト 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

注意してお読みください。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  

ただし、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。この場合、未使用の本ソフトウェアを購入店へご返品されることにより、お

支払いいただいた金額の払戻しを受けられる場合があります。購入店から払い戻しを受けられない場合は、マイクロソフトまた

は最寄りのマイクロソフト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。

日本では、0120-41-6755 までご連絡いただくか、または www.microsoft.com/japan/ をご参照ください。  

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。 

注意 : MICROSOFT VISUA L J# 2005 を使用して構築されたアプリケーションおよびサービスは、MICROSOFT.NET 

FRAMEWORK のみで実行されます。VISUAL J# 2005 はマイクロソフトが独自に開発した製品です。SUN 

MICROSYSTEMS により推奨または承認されたものではありません。 

以下の第 5 条にて説明するように、EXRESSION 3 DESIGN ソフトウェアを使用することによっても、セットアップ中、特定の

コンピューター情報が送信されることに、お客様が同意されたものとします。 

お客様が本ライセンス条項を遵守されることを条件に、お客様は取得された各ライセンスについて以下が許諾されます。  

1. 総則。 

a. ソフトウェア。本ソフトウェアには、開発ツール、ソフトウェア プログラム、およびドキュメントが含まれます。  

b. ライセンスの形態。本ソフトウェアは、ユーザーごとに許諾されます。  

2. インストールおよび使用に関する権利。 

a. 総則。1 人のユーザーが、お客様のプログラムの設計、開発、テストおよびデモンストレーションを行うために、本ソフト

ウェアの複製をインストールして使用することができます。本ソフトウェアは本番環境においてデバイスまたはサーバー

上で使用することはできません。  

b. 含まれるマイクロソフト製プログラム。 

i. 本第 2 条に記載されている場合を除き、本ライセンス条項は、本ソフトウェアまたはサブスクリプションに含まれる

すべてのマイクロソフト製プログラムに適用されます。これらのプログラムのいずれかに付属するライセンス条項

によって、本ライセンス条項との間に明白な不一致がないその他の権利がお客様に付与される場合、お客様はそ

れらの権利も有します。  

ii. 1 ユーザーによる複数の複製をインストールおよび使用を除き、すべての Windows Embedded 製品 (Windows 



 

 

CE Platform Builder プログラムを含みます) および本ソフトウェアに含まれているサービスには、その固有のライ

センス条項が適用されます。  

c. プレリリースおよび試用版ソフトウェア。お客様のサブスクリプションにはプレリリースおよび試用版ソフトウェアが含ま

れている場合があります。お客様によるプレリリースおよび試用版ソフトウェアの使用には、当該ソフトウェアに付属す

るライセンス条項が適用されます。  

d. デバイス  ドライバーおよびソフトウェア開発キット、Visual Studio Feature Packs および Patterns & Practices 

リリース。本ソフトウェアには、ソフトウェア開発キット (以下、「SDK」といいます) およびデバイス ドライバー キット (以

下、「DDK」といいます) として識別されるコンポーネントが含まれています。SDK または DDK に別途ライセンス条項が

付属している場合は、当該ライセンス条項が SDK または DDK の使用に適用されます。お客様のサブスクリプション

には、「Visual Studio Feature Packs」または「Patterns & Practices リリース」に分類されるソフトウェア コンポーネント

も含まれていることがあります。これらのコンポーネントは、MSDN サブスクライバー ダウンロードを介して入手できま

す。お客様によるこれらのコンポーネントの使用には、Visual Studio Feature Packs および Patterns & Practices リリ

ースに付属するライセンス条項が適用されます。  

e.  第三者のプログラム。本ソフトウェアには第三者のプログラムが含まれています。お客様によるこれらのプログラムの

使用には、プログラムに付属する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. Windows Server 2003 Terminal Services、Windows Server 2003 R2 Terminal Services、Windows 

Server 2008 Terminal Services、および Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Services。同時に 

200 人までの匿名ユーザーが、Windows サーバー ソフトウェアのリモート デスクトップ サービス (ターミナル サービ

ス) 機能を使用してお客様のプログラムのインターネット デモンストレーションにアクセスすることができます。 

b. Windows Home Server リモート アクセス機能。お客様は、ご利用のブロードバンド プロバイダーのサービス条件

を確実に遵守して Windows Home Server のリモート アクセス機能を使用する責任を負うものとします。お客様は、

Windows Home Server のリモート アクセス機能を使用するために、ブロードバンド プロバイダーのサービスを追加す

ることが必要な場合があります。たとえば、これらの機能を使用するには特定の「ポート」を開いておく必要があります

が、一部のブロードバンド プロバイダーでは、一部のサービス プランでこれらのポートを利用者に対し遮断しています。

また、一部のブロードバンド プロバイダーでは、サービス条件により、一部のサービス プランで一部の利用者に対しプ

ロバイダーのネットワーク上での「サーバー」のセットアップおよび実行を制限または禁止している場合があります。ブ

ロードバンド プロバイダーのサービス条件に関するご質問については、ご利用のブロードバンド  プロバイダーにお問

い合わせください。 

c. Windows オペレーティング システムおよび Office System デスクトップ アプリケーション ソフトウェアに関する追

加のライセンス条項。 

フォント コンポーネント。本ソフトウェアの実行中、お客様は本ソフトウェアに付属のフォントを使用してコンテンツを表

示および印刷することができます。以下の操作のみが許可されます。  

 フォントの埋め込みに関する制限の下で許容される範囲でコンテンツにフォントを埋め込む。  

 コンテンツを印刷するために、フォントをプリンターまたはその他の出力デバイスに一時的にダウンロードする。  

d. Windows 7 に関する追加のライセンス条項。 

i. 電子番組ガイド。ソフトウェアに、カスタマイズされたテレビ番組表を表示する電子番組ガイド サービスへのアクセ

ス機能が設定されている場合、そのサービスには別のサービス契約が適用されます。そのサービス契約に同意さ

れない場合、お客様は本ソフトウェアを継続して使用することはできますが、電子番組ガイド サービスを利用する

ことはできません。電子番組ガイド サービスには、広告コンテンツやその関連データが含まれている場合があり、

これらのデータは本ソフトウェアによって受信され、格納されます。電子番組ガイド サービスは一部の地域ではご

利用になれない場合があります。電子番組ガイド  サービス契約へのアクセスについては、本ソフトウェアの説明を

参照してください。  

ii. 関連メディア情報。お客様が再生エクスペリエンスの一部として関連メディア情報を要求された場合、お客様に提

供されるデータがお客様の言語でない場合があります。一部の国や地域では、特定のタイプのコンテンツへのア

クセスを規制または制限する法規を設けています。  

iii. Media Center の特定地域での利用。Media Center は、一部の地域で利用できない場合があります。たとえば、

Media Center では、電子番組ガイドなど特定の機能や、テレビ受像機の設定方法などに関する情報を取り扱って



 

 

いますが、このような機能がお客様の地域ではご利用になれない場合があります。お客様の地域でご利用になれ

ない機能の詳細については、Media Center 情報にあるリストをご参照ください。  

e.  Visual Studio 2008 製品に関する追加のライセンス条項。 

ユーティリティ。本ソフトウェアには、go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=100284 にあるユーティリティ一覧に示された

特定のコンポーネントが含まれています。ソフトウェアの特定エディションによっては、ソフトウェアに同梱されたユーテ

ィリティ ファイル数がユーティリティ一覧に示されたユーティリティ数と異なる場合があります。本ソフトウェアに同梱さ

れたユーティリティは、一度に合計  5 台のデバイスに複製およびインストールすることができます。これらのユーティリ

ティは、本ソフトウェアで開発したお客様のプログラムをデバッグするためにのみ使用できます。お客様は、(i) お客様

のプログラムのデバッグが終了した日、または (ii) ユーティリティをデバイスにインストールした日から 30 日後のいず

れか早い日までに、そのデバイスにインストールしたすべてのユーティリティを削除する必要があります。  

f. Visual Studio 2010 製品に関する追加のライセンス条項。 

i. Microsoft Office ユーザー インターフェイス。本ライセンス条項は、リボン、クイック アクセス ツールバーなどの 

Microsoft Office ユーザー インターフェイスのいずれの要素も作成、コピー、使用、または頒布する権利をお客様

に許諾するものではありません。かかるライセンス条項は別途個別に取得できます。Office ユーザー インターフェ

イス ライセンス プログラムの詳細については、msdn.microsoft.com/officeui をご参照ください。  

ii. ユーティリティ。本ソフトウェアには、go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518 にあるユーティリティ一覧に示さ

れた特定のコンポーネントが含まれています。ソフトウェアの特定エディションによっては、ソフトウェアに同梱され

たユーティリティ ファイル数がユーティリティ一覧に示されたユーティリティ数と異なる場合があります。本ソフトウ

ェアに同梱されたユーティリティは、他のコンピューターに複製およびインストールすることができます。お客様は、

本ソフトウェアを使用してお客様が開発されたプログラムおよびデータベースをデバッグまたは展開するためにの

み当該ユーティリティを使用できます。お客様は、(i) お客様のプログラムのデバッグまたは展開が終了した日、ま

たは (ii) ユーティリティをデバイスにインストールした日から 30 日後のいずれか早い日までに、コンピューターに

インストールしたすべてのユーティリティを削除する必要があります。  

iii. BUILDSERVER.TXT ファイル。お客様がご使用のバージョンの本ソフトウェアに BUILDSERVER.TXT ファイルが

含まれている場合、お客様は、お客様のプログラムをコンパイルおよびビルドする目的に限り、そのファイルに記

載されているファイルの複製をお客様のビルド コンピューターにインストールすることができます。マイクロソフトは、

かかる目的と同じ目的で使用する追加ファイルを go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518 に掲載することが

あります。  

g. MSDN サブスクリプションに関する追加のライセンス条項。以下の規定が、サブスクリプションと共に提供されるソフト

ウェアに適用されます。  

i. ユーザーによるテスト。お客様のエンドユーザーは、お客様のプログラムの検収を行うために本ソフトウェアを利用

することができます。 

ii. FrontPage Web コンポーネント。本ソフトウェアには、MSNBC ニュース  ヘッドライン、MSN MoneyCentral Stock 

Quote、および MSN Search 用の Web コンポーネントが含まれています。お客様は、お客様が作成した  Web サ

イト上に限り、これらの Web コンポーネントを使用できます。本ソフトウェアで許可されている場合を除き、Web コ

ンポーネントを変更することはできません。Web コンポーネントに表示されている商標やロゴを単体で使用するこ

とはできません。また、お客様は、Web コンポーネント内のリンクを無効にしたり、リダイレクトしたりすることはでき

ません。お客様は、Web コンポーネントをマイクロソフトまたは MSNBC との関係を示唆したり、マイクロソフトや 

MSNBC、またはそれらの製品、ソフトウェア、サービスを非難したり、法律に違反したりするような形で使用するこ

とはできません。  

iii. Microsoft System Center Virtual Machine Manager (SCVMM): Visual Studio Test Professional with 

MSDN および Visual Studio Ultimate with MSDN customers は、ラボ環境を作成、展開、および管理する目的

のために Visual Studio Test Professional または Visual Studio Ultimate ソフトウェアとともに SCVMM をインスト

ールおよび実行することができます。ラボ環境とは、お客様のプログラムの開発およびテストを行う目的に限り使

用される仮想オペレーティング システム環境をいいます。この使用には、管理ライセンスは必要ありません。本ラ

イセンスでは、仮想化された本番サーバーの管理など SCVMM に対するその他のいかなる製品使用権も付与さ

れません。  

iv. Systems Management Server (SMS) 2.0。  

 SMS インストーラー。お客様は、SMS に管理されているデバイス上でのみ、SMS インストーラーを使用できま



 

 

す。  

 SMS の再頒布可能コード。お客様はお客様のエンドユーザーに、SMS に管理されているデバイスでのみ、

REDIST.TXT ファイルに掲載されている再頒布可能コードを使用するように要求する必要があります。  

 SMS サンプル コード。SAMPLES.TXT ファイルで「サンプル コード」と指定されたコードは再頒布可能コードで

はありません。お客様は、プログラムの設計、開発、テストを行う目的に限って、このサンプル コードを複製お

よび改変することができます。 

v. Visual Studio 負荷テスト用仮想ユーザー。Visual Studio 2010 Ultimate Edition ソフトウェアには、ローカルで

の負荷テスト目的に限り、250 人の負荷テスト用仮想ユーザーを使用できる機能があります。  

vi. Windows Azure Platform サービス。お客様は、お客様が取得される MSDN サブスクリプションごとに、

Windows Azure Platform サービスにアクセスできます。お客様のサブスクリプション レベルに基づいてお客様に

提供されるサービスの量については、MSDN サブスクリプション Web サイトをご参照ください。サービスは MSDN 

サブスクライバー ベースで提供され、サービスの量は単一の  Windows Azure アカウントについて複数の MSDN 

サブスクリプションから合計することはできません。お客様による Windows Azure Platform サービスの使用には、

マイクロソフト オンライン サブスクリプション プログラムを通じて入手可能なマイクロソフト オンライン サービス契

約が適用されます。 

vii. Visual Studio Team Foundation Server 2010。お客様は、お客様が取得される Visual Studio 2010 

Ultimate with MSDN、Visual Studio 2010 Premium with MSDN、Visual Studio 2010 Professional with MSDN、

および Visual Studio Test Professional 2010 with MSDN の 1 ライセンスごとに、本番運用のために、Visual 

Studio 2010 Team Foundation Server の 1 つのインスタンスを 1 台のデバイスにインストールして実行すること

ができます。お客様は、追加ソフトウェアである Team Explorer、Team Foundation Build、Team Foundation 

Server SharePoint Extensions をかかるサーバー ソフトウェアと共に使用することができます。お客様は、サーバ

ー ソフトウェアのインスタンスに直接的または間接的にアクセスする各ユーザーまたはデバイスに対して、Team 

Foundation Server 2010 クライアント アクセス ライセンス  (CAL) を取得して割り当てなければなりません。ライセ

ンスを保有するサブスクライバーには、1 つの Team Foundation Server CAL が付与されています。適切な  CAL 

が割り当てられたユーザーまたはデバイスは、Team Foundation Server 2010 ソフトウェアにアクセスできます。  

viii.Access ランタイム ファイル再頒布可能コード。お客様は、お客様が取得される Visual Studio 2010 Ultimate 

with MSDN および Visual Studio 2010 Premium with MSDN ソフトウェアの 1 ライセンスごとに、Microsoft 

Office Access 2007 のライセンス取得済みの複製または Microsoft Office Access 2007 ソフトウェアを含む 

Microsoft Office のライセンス取得済みの複製から SETUP.EXE、ACCESSRT.MSI、および ACCESSRT.CAB ファイ

ルをオブジェクト コード形式で複製し、頒布することができます。また、お客様とお客様のエンド ユーザーは、これ

らのファイルを、お客様の非データベース管理プログラムにデータベース機能を提供する目的にのみ使用できま

す。  

ix. 負荷テスト。お客様が取得される Visual Studio Ultimate with MSDN のそれぞれのライセンスについては、お客

様は任意の数の Visual Studio Load Test Virtual User Pack をダンロードして使用することができます。  

x. Visual Studio Team Foundation Server 2010 および Project Server 統合機能パック。お客様は、お客

様が取得される Visual Studio 2010 Ultimate with MSDN のそれぞれのライセンスごとに、本番運用のために、

Visual Studio 2010 Team Foundation Server および Project Server 統合機能パックの 1 つのインスタンスを 1 

台のデバイスにインストールして実行することができます。  

h. 仮想化テクノロジの使用。お客様は、仮想 (またはエミュレートされた) ハードウェア システム内にインストールされた

本ソフトウェアを使用することができます。その場合、お客様は、マイクロソフトの DRM (デジタル著作権管理)、IRM 

(情報権利管理)、ERM (企業権利管理) などの権利管理テクノロジや他のマイクロソフトの権利管理サービスによって

保護されたコンテンツを再生またはアクセスすること、また、これらのテクノロジまたはサービスによって保護されたアプ

リケーションを使用すること、および、BitLocker を使用することはできません。マイクロソフト以外のデジタル著作権管

理テクノロジ、情報権利管理テクノロジ、企業権利管理テクノロジ、または他の権利管理サービスで保護されたコンテ

ンツを再生またはアクセスすること、これらのテクノロジまたはサービスによって保護されたアプリケーションを使用する

こと、および、フル ボリューム ディスク ドライブの暗号化を使用することはお勧めしません。  

i. 再頒布可能コード。本ソフトウェアには、お客様が開発されたプログラムに含めて再頒布可能なコードが含まれていま

す。ただし、以下の条件に従うものとします。 

i. 使用および再頒布の権利。以下に記載するコードおよびテキスト ファイルを「再頒布可能コード」と定義します。 



 

 

REDIST.TXT ファイル。Visual Studio 2010 製品の場合、お客様は、REDIST.TXT ファイルに示されたコードのオ

ブジェクト コードに加えて、go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=165518 にある REDIST 一覧に示されたあらゆる

ファイルを複製および頒布することができます。Visual Studio 2008 製品の場合、お客様は、REDIST.TXT ファイ

ルに示されたコードのオブジェクト コード形式に加えて、

go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=100327&clcid=0x409 にある REDIST 一覧に示されたあらゆるファイルを複

製および頒布することができます。  

 サンプル コード。お客様は、「sample」または「Code Snippet」の表示があるコードをソース  コードおよびオブ

ジェクト コード形式で改変、複製および頒布することができます。  

 OTHER-DIST.TXT ファイル。お客様は、OTHER-DIST.TXT ファイルに掲載されたコードのオブジェクト コード

を複製および頒布することができます。  

 Microsoft Merge Modules。お客様は、Microsoft Merge Modules の出力結果を改変することなく複製および

配布することができます。  

 MFC、ATL、CRT。お客様は、Visual Studio 2005 などの Visual Studio 2008 以前のバージョンを使用してい

る場合、お客様のプログラムの設計、開発、およびテストを行うために、Microsoft Foundation Classes (MFC)、

Active Template Libraries (ATL)、および C ランタイム (CRT) をソース  コード形式で改変し、お客様が改変し

たファイルをオブジェクト コード形式で複製し、新たな名称で頒布することができます。  

 MDAC。お客様は、MDAC_TYP.EXE ファイルをオブジェクト コード形式で複製して頒布することができます。  

 イメージ  ライブラリ。お客様は、ソフトウェア付属の文書の記載に従い、イメージ ライブラリ内のイメージおよ

びアニメーションを複製および頒布することができます。お客様は、当該コンテンツを編集することもできます。

お客様がコンテンツを改変した場合、お客様は、改変前のコンテンツにつき認められている用途に従ってこれ

を使用する必要があります。  

 Microsoft Commerce Server 2009 Standard Edition および Enterprise Edition 用 Extensibility Kit ファイ

ル。お客様は、「Extensibility Kit」の表示があるコードをソース コードおよびオブジェクト コード形式で複製お

よび頒布することができます。 

 Expression 4 Design ソフトウェア。 

 Expression 4 Encoder より 

 アイコン。本ソフトウェアには「アイコン」の表示があるコードが含まれています。お客様は、アイコンの複
製を改変することなく頒布することができます。  

 テンプレート。本ソフトウェアにはテンプレートが含まれています。テンプレートは、"\Program 

Files\Microsoft Expression\Encoder 4\Templates" にインストールされます。お客様は、これらのテンプ

レートを複製、改変、導入、および頒布することができます。  

Expression Blend より 

 サイト テンプレート。本ソフトウェアには、お客様がお客様のコンテンツと共に使用することが許可されて
いる、「サイト テンプレート」の表示があるコードが含まれています。お客様は、これらのサイト テンプレー

トのソース コード形式およびオブジェクト コード形式を複製、改変、導入および頒布することができます。  

 フォント。お客様は、Buxton Sketch フォントおよび SketchFlow Print フォントの複製を改変することなく

頒布することができます。  

 スタイル。お客様は、「X Styles」として識別されたコードをオブジェクト コード形式で複製、改変、および頒

布することができます。  

 第三者による再頒布。お客様は、お客様のプログラムの頒布者に対して、お客様のプログラムの一部として

再頒布可能コードの複製および頒布を許可することができます。  

 MSDN Premium Edition に関する追加のライセンス条項。  

o MSDE 2000。再頒布可能コードには、Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (MSDE 2000) が含

まれます。お客様は、MSDE 2000 をオブジェクト コード形式で複製および頒布することができます。  

ii. 再頒布の条件。お客様は、お客様が頒布するすべての再頒布可能コードにつき、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において再頒布可能コードに重要かつ主要な機能を追加すること。  

 .lib というファイル名拡張子が付いた再頒布可能コードの場合は、リンカーによってその再頒布可能コードを

実行した結果だけをお客様のプログラムと共に再頒布すること。  

 セットアップ プログラムに含まれる再頒布可能コードを、改変されていないセットアップ プログラムの一部とし

てのみ頒布すること。 

 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。  

 再頒布可能コードの著作権、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すること、または、お客様の製品がマイクロ

ソフトから由来しているか、マイクロソフトが推奨するように見せかけること。  

 OTHER-DIST.TXT ファイルに記載されているコード以外の再頒布可能コードを、マイクロソフトのオペレーティ

ング システム、ランタイム テクノロジ、またはアプリケーション プラットフォーム以外のプラットフォームで実行

できるように頒布すること。  

 悪意のある、欺瞞的、または違法なプログラムに再頒布可能コードを含めること。  

 再頒布可能コードの一部に除外ライセンスが適用されることとなるような方法で再頒布可能コードのソース コ

ードを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を改変できること。 

j. 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。  

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。接続が行われる際、お客様に対し

て個別に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。これらの機能に関する詳細情報については、本ソフトウェアに付属の文書をご覧ください。これらの機能を利用す

ることで、お客様は下記の情報の送信に同意されたものとします。マイクロソフトは、これらの情報を利用してお客様の

特定またはお客様への連絡を行うことはありません。  

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、お客様のインターネット プロトコル 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、なら

びに本ソフトウェアをインストールした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。  

 Windows 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。  

 Silverlight Runtime 自動更新機能。Silverlight には既定でオンになっている自動更新機能が含まれています。自

動更新機能をオフにする手順を含む、この機能の詳細については、go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857 

をご参照ください。Silverlight の実行中はこの自動更新機能をオフにする (「停止する」) ことができます。

Silverlight の実行中はこの自動更新機能を無効にする (「停止する」) ことができます。お客様がこの機能を明示

的に停止しない限り、この機能は、(a) 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 システムにイ



 

 

ンターネット経由で接続し、(b) インターネット プロトコルを使用して適切なシステムに、お客様のコンピューターの

インターネット プロトコル アドレス、オペレーティング システムの種類、お客様が使用しているブラウザーおよび 

Silverlight の名称およびバージョン、お客様が Silverlight をインストールされたデバイスの言語コードなどの標準

的なコンピューター情報を送信し、(c) Silverlight に対する最新の更新プログラムを自動的にダウンロードおよび

インストールするか、ダウンロードしてインストールするかどうかをお客様に確認するメッセージを表示します。この

機能が有効になる前に、お客様に対して通知が行われない場合があります。お客様は、本ソフトウェアをインスト

ールすることで、標準的なコンピューター情報の送信、および更新プログラムの自動的なダウンロードおよびイン

ストールに同意したものとみなされます。 

 Silverlight 用マイクロソフトのデジタル著作権管理。お客様が Silverlight を使用して、マイクロソフトの DRM (デ

ジタル著作権管理) で保護されているコンテンツにアクセスする場合、コンテンツをお客様が再生できるようにする

ために、本ソフトウェアは、自動的にメディア使用権をインターネット上の権利サーバーに要求し、利用可能な 

DRM 更新プログラムをダウンロードおよびインストールすることがあります。詳細については、

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=178857 をご参照ください。  

 Web コンテンツ機能。本ソフトウェアには、関連するコンテンツをマイクロソフトから取得し、お客様に提供する機

能が含まれます。これらの機能の例としては、クリップ アート、テンプレート、オンライン トレーニング、オンライン 

アシスタンス、および Appshelp が挙げられます。お客様は、これらの  Web コンテンツ機能を使用しないことも選

択できます。  

 SuperPreview のプレリリース サービス。Expression 4 Web ソフトウェアには、マイクロソフトがリモートでホスティ

ングする特定のブラウザーをお客様が使用できるオンライン サービス機能が含まれます。このサービスにより、お

客様は、既存の web ページのプレビュー、お客様が作成した webページの閲覧、お客様のイントラネット上の 

web ページの閲覧などを行うことができます。SuperPreview は、お客様によるオンラインサービスの利用許可時

に利用可能なリモート ブラウザーを選定し、自動的にオンライサービスに接続します。お客様が SuperPreview で 

web ページをプレビューすると、そのページの複製がレンダリングのためにオンラインサービスに送信され、オンラ

ンサービスはお客様が選択したブラウザーで閲覧した場合に表示される画像を返信します。オンラインサービスは、

お客様によるプレビューが完了次第、その複製を消去します。  

 Visual Studio の Web コンテンツ機能。この機能は、コンテンツを提供するために、お客様のデバイスのオペレー

ティング システムの種類、使用している本ソフトウェアの名称およびバージョン、ブラウザーの種類、および本ソフ

トウェアをインストールしたデバイスの言語コードの情報をマイクロソフトに送信します。  

 Visual Studio 2010 の拡張機能マネージャー。拡張機能マネージャーは、Visual Studio Gallery の Web サイトか

らインターネットを介して他のソフトウェアを取得することができます。このような他のソフトウェアを提供するために、

拡張機能マネージャーは、使用している本ソフトウェアの名称とバージョン、およびお客様が本ソフトウェアをイン

ストールしたデバイスの言語コードをマイクロソフトに送信します。このような他のソフトウェアは、第三者から 

Visual Studio Gallery に提供されています。当該ソフトウェアは、マイクロソフトではなく、第三者が定めた条件に

基づいてユーザーに使用許諾されます。詳細については、Visual Studio Gallery の使用条件をお読みください。  

 Visual Studio Team System の Real Simple Syndication ("RSS") フィード。Visual Studio ソフトウェアの開始ペー

ジには、マイクロソフトから RSS フィード オンラインを通じて提供される、更新されたコンテンツが含まれています。 

 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。  

 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 Media デジタル著作権管理。コンテンツ所有者は、著作権を含む知的財産を保護する目的で、

Windows Media Digital Rights Management 技術 (WMDRM) を使用しています。本ソフトウェアおよび第三者の

ソフトウェアは、WMDRM が保護するコンテンツを再生、複製する際に WMDRM を使用します。本ソフトウェアがコ

ンテンツを保護できない場合、コンテンツ所有者がマイクロソフトに対して、保護されたコンテンツを WMDRM で再

生または複製する本ソフトウェアの機能を無効にするよう要求することがあります。無効にされた場合も、その他

のコンテンツは影響を受けません。保護されたコンテンツのライセンスをダウンロードする際、お客様はマイクロソ

フトがライセンスに失効リストを含めることに同意したものとします。コンテンツ所有者は、お客様が彼らのコンテン

ツにアクセスする前に、WMDRM のアップグレードを要請することがあります。WMDRM を含むマイクロソフト ソフ



 

 

トウェアでは、アップグレードに先立ってお客様の同意が求められます。アップグレードを行わない場合、お客様は

アップグレードが必要なコンテンツにアクセスできません。お客様は、インターネットに接続する WMDRM 機能を

解除することができます。この機能が解除されている場合でも、正規のライセンスを取得しているコンテンツを再生

することは可能です。  

 Windows Media Player。お客様が Windows Media Player を使用すると、マイクロソフトに対して以下が確認され

ます。  

 お客様の地域において利用可能なオンライン音楽サービス  

 Windows Media Player の最新バージョン 

詳細については、go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104605 をご参照ください。  

 Windows Rights Management Services。本ソフトウェアには、お客様の許可なく印刷、複製、第三者への送信が

できないコンテンツを作成する機能が含まれています。お客様は、この機能を最初に使用する際に、マイクロソフト

に接続する必要があります。また、年 1 回、この機能を更新するためマイクロソフトに再接続する必要があります。

詳細については、go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=52646 をご参照ください。この機能を使用しないように選択

することもできます。  

 アップグレード時における悪質なソフトウェアの削除/除去。Windows ソフトウェアのインストール前に、

www.support.microsoft.com/?kbid=890830 に掲載されている特定の悪質なソフトウェア (「マルウェア」といい

ます) がお客様のデバイスにインストールされていないかが自動的に確認され、お客様のデバイスから削除され

ます。お客様のデバイスでのマルウェアの確認時に、検出されたすべてのマルウェアまたはマルウェア確認中に

発生したエラーに関する報告がマイクロソフトに送信されます。この報告には、お客様を識別するための情報は一

切含まれません。お客様は、本ソフトウェアのマルウェア報告機能を 

www.support.microsoft.com/?kbid=890830 に掲載されている手順に従って無効にすることができます。  

 ネットワーク接続状況アイコン。ネットワーク トラフィックのパッシブ モニタリングまたはアクティブ DNS (または 

HTTP) クエリにより、システムがネットワークに接続されているかどうかが判別されます。このクエリでは、ルーティ

ングのための標準的な TCP/IP 情報または DNS 情報の転送のみを行います。お客様は、レジストリ設定により、

このアクティブ クエリ機能を解除することができます。  

 Windows 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 Windows Vista 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。これを実現するため、Windows Vista が起動されるたびに、公開されている Teredo インターネット サービ

スの検索が Teredo クライアント サービスによって実行されます。インターネットを介してクエリを送信することでこ

のサービスを探します。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 (Windows Meeting Space など) を使用しているか、または  

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場合、  

上記のいずれかに該当する場合、初期設定では、標準的インターネット プロトコル情報が定期的に、Microsoft の 

Teredo サービスに送られることになります。それ以外の情報が Microsoft に送られることはありません。この既定

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。  

 Groove のソフトウェアとサービス。本ソフトウェアに Microsoft Office Groove (以下、「Groove」といいます) が含

まれている場合、Groove を使用してインターネットを介して他のユーザーと直接通信を行うことができます。インタ

ーネットに接続していない場合、コミュニケーションの内容は Microsoft サーバーによって暗号化され、後に配信さ

れます。お客様は、このサービスを無効にすることはできません。 

お客様の Groove アカウントおよびコンピューターに関する一部の情報は、たとえば、次のような場合に連絡先に



 

 

通知されます。  

 連絡先リストに連絡先を追加した場合 

 お客様のユーザー アカウントを新しいデバイスにインポートした場合  

 ユーザーの連絡先情報を更新した場合  

 招待状ファイルの参照先 URL を使用して Groove ワークスペースへの招待を送信した場合  

 

このような操作を行うと、お客様およびお客様のデバイスに関する情報がお客様の連絡先に送信されることがあり

ます。Microsoft サーバーを使用するよう Groove を構成した場合、サーバーはお客様のコンピューターおよびユ

ーザー アカウントに関する情報を収集します。詳細については、www.office.microsoft.com/ja-

jp/products/FX101153391041.aspx に記載されている「Microsoft Office Groove 2007 のプライバシーに関する

補足」を参照してください。  

 アクセラレーター。お客様が Internet Explorer のアクセラレーターをクリックするかマウスでポイントすると、次の

いずれかがサービス  プロバイダーに送信されることがあります。  

 現在の Web ページのタイトルおよび完全な  Web アドレス  

 標準的なコンピューター情報 

 お客様が選択したコンテンツ 

お客様がマイクロソフトにより提供されるアクセラレーターを使用する場合は、送信される情報の使用は「マイクロ

ソフト オンライン プライバシーに関する声明」に準拠するものとします。この声明は、

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493 に掲載されています。お客様が第三者により提供されるアクセラレータ

ーを使用する場合は、送信される情報の使用は第三者のプライバシー ポリシーに準拠するものとします。  

 検索候補サービス。Internet Explorer でクイック検索ボックスを使用するか、またはアドレス  バーで検索用語の

前に疑問符 (?) を入力して検索クエリを入力すると、入力に応じた検索候補が表示されます (ご使用の検索プロ

バイダーでサポートされている場合)。クイック検索ボックスに入力したすべての語、またはアドレス  バーに入力し

た疑問符 (?) より後ろにあるすべての語は、入力と同時に検索プロバイダーに送信されます。また、Enter キーを

押すか、または [検索] ボタンをクリックすると、クイック検索ボックスまたはアドレス バーにあるすべてのテキスト

が検索プロバイダーに送信されます。お客様がマイクロソフトの検索プロバイダーを使用する場合、送信される情

報の使用は「マイクロソフト オンライン プライバシーに関する声明」に準拠するものとします。この声明は、

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493 に掲載されています。お客様が第三者の検索プロバイダーを使用する

場合、送信される情報の使用は第三者のプライバシー規則に準拠するものとします。お客様はいつでも検索候補

の表示をオフにすることができます。これを行うには、Internet Explorer の [ツール] にある [アドオンの管理] を

使用します。検索候補サービスの詳細については、go.microsoft.com/fwlink/?linkId=128106 をご参照ください。  

 赤外線送信/受信機のアップデートの了承。本ソフトウェアには、一部の Media Center ベースの製品と共に出荷

される赤外線送信/受信機の正常動作を保証するためのテクノロジが含まれている場合があります。お客様は、本

ソフトウェアがこのデバイスのファームウェアをアップデートすることに同意されたものとします。  

 Media Center オンライン プロモーション。お客様が本ソフトウェアの Media Center 機能を使用してインターネット

ベースのコンテンツまたはその他のインターネットベースのサービスにアクセスした場合、かかるサービスは本ソフ

トウェアから以下の情報を取得し、お客様が特定の宣伝サービスを受け取り、受け入れ、および使用できるように

します。  

 お客様のインターネット プロトコル アドレス、使用しているオペレーティング システムおよびブラウザーの種

類、ならびに使用している本ソフトウェアの名称およびバージョンなどの特定のコンピューター情報  

 要求したコンテンツ 

 本ソフトウェアをインストールしたコンピューターの言語コード  

お客様は、Media Center 機能を使用してかかるサービスに接続することにより、これらの情報の収集および使用

に同意されたものとします。  

b. 情報の使用。マイクロソフトは、ソフトウェアの改善およびサービスの向上を目的に、コンピューターの情報、アクセラレ

ーターの情報、検索候補情報、エラー報告、およびマルウェア報告を使用することがあります。また、ハードウェア  ベン



 

 

ダーやソフトウェア ベンダーなど、他の企業と情報を共有する場合があります。これらの第三者は、マイクロソフト製ソ

フトウェアと連携して動作する自社製品の改良のため、この情報を使用することがあります。  

c. インターネットベースのサービスの不正使用。お客様は、これらのサービスに損害を及ぼす可能性のある方法、また

は第三者によるこれらのサービスの使用を妨げる可能性のある方法で、これらのサービスを使用することはできませ

ん。また、サービス、データ、アカウント、またはネットワークへの不正アクセスを試みるためにこれらのサービスを使用

することは一切禁じられています。  

5. EXPRESSION 3 でのインターネットベースのサービス。マイクロソフトは、Expression 3 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. EXPRESSION 3 でのインターネットベースのサービスに関する同意。Expression 3 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。

接続が行われる際、お客様に対して個別に通知が行われない場合があります。これらの機能を利用することで、お客

様は下記の情報の送信に同意されたものとします。マイクロソフトは、これらの情報を利用してお客様の特定またはお

客様への連絡を行うことはありません。  

 セットアップ報告。セットアップ報告機能は、Expression ソフトウェアがお客様のコンピューターに搭載される 

Windows の国別情報設定に基づいて決定したアメリカ国内のユーザーに対してのみ有効です。セットアップ報告

が有効な場合、セットアップ プロセスの最後に Expression ソフトウェアのバージョンまたはセットアップ中に生じた

エラーといったセットアップに関する基本情報をインターネットを介してマイクロソフトに送信します。この情報が送

付される前に、お客様に対する通知は行われません。マイクロソフトは、この情報を統計的分析のために収集し、

その他のマイクロソフト製品およびサービスの改善のために使用します。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、お客様に連絡することはありません。この機能の詳細については、お客様がアメリカ国内に

居住の場合、go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=154496 をご参照ください。アメリカ国外に居住の場合は、

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=154495 をご参照ください。  

6. 問題を起こす可能性のある危険なソフトウェア。有効にした場合、「スパイウェア」や「アドウェア」など、不要である可能性

のあるソフトウェアがコンピューターに存在しないかが  Windows Defender によって検索されます。不要である可能性のあ

るソフトウェアが見つかった場合、そのソフトウェアを無視するか、無効にするか (隔離)、または削除するかを確認するメッ

セージが表示されます。不要である可能性のあるソフトウェアのうち、「高」または「重大」と評価されたものについては、既

定の設定を変更しない限り、スキャン後に自動的に削除されます。不要である可能性のあるソフトウェアを削除するか、無

効にする場合、次の点に注意する必要があります。 

a. コンピューターにある他のソフトウェアが動作しなくなる場合がある。  

b. コンピューターにある他のソフトウェアを使用するためのライセンスに抵触する場合がある。 

本ソフトウェアを使用することで、問題を起こす可能性のあるソフトウェアではないソフトウェアも削除されたり、無効化され

たりする可能性があります。  

7. プロダクト キー。本ソフトウェアのインストールおよび本ソフトウェアへのアクセスには、プロダクト キーが必要です。お客様

は、ご自分に割り当てられたキーの使用に責任を負うものとします。第三者とキーを共有することはできません。  

8. マルチプレキシング (多重化)。次の目的で使用するハードウェアまたはソフトウェアがあります。  

 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や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を削減する  

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。  

9. アクティベーションの義務。アクティベーションにより、ソフトウェアの使用が特定のデバイスに関連付けられます。アクティ

ベーション中、本ソフトウェアにより本ソフトウェアおよび当該デバイスに関する情報がマイクロソフトに送信されます。この

情報には、本ソフトウェアのバージョン、言語、プロダクト キーのほか、デバイスのインターネット プロトコル アドレス、およ

びデバイスのハードウェア構成から派生した情報が含まれます。詳細については、

go.microsoft.com/fwlink/?linkid=69497 をご参照ください。本ソフトウェアを使用することにより、お客様はこうした情報の

送信に同意されたものとします。アクティベーションを実行する前であれば、お客様はインストール プロセス中にインストー



 

 

ルされた本ソフトウェアのバージョンを使用する権利を有します。インストール  プロセスで指定された時間が経過した後、

本ソフトウェアを使用するお客様の権利は、アクティベーションが完了するまで制限されます。これは、不正使用を防止す

るための措置です。その時間が過ぎると、アクティベーションを行うまで、お客様は本ソフトウェアを使用できなくなります。

デバイスがインターネットに接続されている場合、本ソフトウェアはアクティブ化を行うためにマイクロソフトへ自動的に接続

されます。本ソフトウェアのアクティベーションは、インターネットまたは電話により、手動で行うこともできます。その場合、イ

ンターネットおよび電話の通話料金が発生することがあります。お客様がコンピューターのハードウェア構成を変更した場

合や、本ソフトウェアの設定を変更した場合には、本ソフトウェアのアクティベーションを再度行う必要が生じることがありま

す。本ソフトウェアは、アクティベーションが実行されるまで、アクティベーションが必要なことをお知らせします。  

10. 検証。 

a. 検証では、本ソフトウェアがアクティベーションされており、正式にライセンス供与されていることを確認します。また、本

ソフトウェアの検証、ライセンス、またはアクティベーションの各機能に不正な変更が加えられていないことを検証しま

す。検証では、該当する不正な変更に関連する特定の悪質または不正なソフトウェアの確認も行う場合があります。お

客様が正式に使用許諾されていることが検証により確認された場合、お客様は、本ソフトウェアおよび本ソフトウェアの

特定の機能の使用継続ないし追加特典の取得が可能になります。お客様が検証を回避することは禁止されています。

これは、本ソフトウェアの不正使用を防止するための措置です。詳細については、

go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104610 をご参照ください。  

b. 本ソフトウェアでは、本ソフトウェアの有効性の検証が随時実行されます。有効性の検証が、本ソフトウェアまたはマイ

クロソフトにより開始される場合があります。アクティベーション機能と有効性の検証を有効にするために、本ソフトウェ

アで検証、ライセンス、およびアクティベーションの各機能の更新または追加のダウンロードが必要になることがありま

す。更新やダウンロードは本ソフトウェアが適切に機能するために必要であり、お客様にこれ以上の通知なくダウンロ

ードおよびインストールされる場合があります。有効性の検証中または検証後、本ソフトウェアにより、ソフトウェア、コ

ンピューター、および有効性の検証の結果に関する情報がマイクロソフトに送信される場合があります。この情報には、

本ソフトウェアのバージョンとプロダクト キー、本ソフトウェアの検証、使用許諾の確認、またはアクティベーションの各

機能に加えられた不正な変更、検出された関連する悪質または不正なソフトウェア、およびコンピューターのインター

ネット プロトコル (IP) アドレスなどが含まれます。マイクロソフトは、これらの情報を利用してお客様の特定またはお客

様への連絡を行うことはありません。本ソフトウェアを使用することにより、お客様はこうした情報の送信に同意された

ものとします。検証の詳細、および有効性の検証中または検証後に送信される情報の詳細については、

go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104611 をご参照ください。  

c. 有効性の検証後、本ソフトウェアが偽造品であること、ライセンスが正式に取得されていないこと、正規の Windows 

製品でないこと、不正な変更が含まれていることのいずれかが確認された場合、本ソフトウェアの機能に以下のような

影響があります。  

マイクロソフトは、以下のいずれかを行うことができます。  

 本ソフトウェアを修理するか、本ソフトウェアのアクティベーション機能または検証機能の回避を含む、本ソフトウェ

アの適切な使用を妨げる不正な変更を削除、隔離、または無効にする。  

 そのような不正な変更に関連していることが知られている悪質または不正なソフトウェアを確認し、削除する。  

 本ソフトウェアが正式に使用許諾されていないか、または正規の  Windows 製品ではないことを通知する。  

お客様は、以下のいずれかの影響を受ける場合があります。  

 適切にライセンスを取得したソフトウェアの複製を取得するよう求める通知を受ける。  

 本ソフトウェアを使用するためのライセンスを取得し、再アクティベーションを行うため、マイクロソフトの指示に従う

必要が生じる。  

また、お客様は以下を行うことができなくなる場合があります。  

 本ソフトウェアまたはその一部の機能の使用または使用の継続  

 マイクロソフトが提供する特定の更新プログラムまたはアップグレードの取得  

d. お客様は、マイクロソフトまたは正規マイクロソフト販売代理店からのみ、本ソフトウェアの更新プログラムまたはアップ

グレードを入手することができます。正規マイクロソフト販売代理店から更新プログラムを入手する方法の詳細につい

ては、go.microsoft.com/fwlink/?Linkid=104612 をご参照ください。 

11. データ ストレージ  テクノロジ。32 ビット版の Windows のサーバー ソフトウェアには、Microsoft SQL Server Desktop 



 

 

Engine for Windows と呼ばれるデータ ストレージ テクノロジが含まれています。サーバー ソフトウェアのコンポーネント

は、データを格納する目的でこのテクノロジを使用します。本ライセンス条項では、上記以外の方法でこのテクノロジを利用

またはアクセスすることが一切禁止されています。  

12. MICROSOFT WINDOWS ソフトウェア。本ソフトウェアには Microsoft .NET Framework および Microsoft Data Access 

Component ソフトウェアが含まれています。このソフトウェアの Visual Studio コンポーネントには、Microsoft Build および 

Web Deploy テクノロジに関連する特定の .dll も含まれています。これらのコンポーネントはすべて Windows の一部です。 

13. ベンチマーク テスト。 

a. サーバー ソフトウェア。お客様は、マイクロソフトの事前の書面による許可がない場合、サーバー ソフトウェアまたは

付属の追加のソフトウェアのベンチマーク テストの結果を第三者に対して開示することはできません。.NET 

Framework (以下を参照) または次の各製品には適用されません。Class Server、Live Communications Server、

MBS CRM 1.2、Microsoft Operations Manager、SharePoint Portal Server、System Center Data Protection 

Manager、Systems Management Server、Virtual Server、Windows Server、Microsoft Services for Netware、

Windows Services for UNIX、Windows Small Business Server。  

b. Microsoft .NET のベンチマーク テスト。本ソフトウェアは、.NET Framework 3.0 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。  

14. WINDOWS 7、WINDOWS 7 K、WINDOWS 7 KN、および WINDOWS 7 N に関する例外および追加の条項。 

a. Windows 7 および  Windows 7 K。Windows 7 および Windows 7 K には、それぞれ Windows Media Player お

よび関連テクノロジが含まれます。  

b. Windows 7 K。  

i. 第三者のソフトウェアへのリンク。韓国公正取引委員会は、Windows 7 K ソフトウェアに、第三者のサイトへのリ

ンクを含む Media Player Center Web サイトおよび Messenger Center Web サイトへのリンクを埋め込み、お客

様が第三者のメディア プレーヤーおよびインスタント メッセージング ソフトウェアをダウンロードし、インストールで

きるようにすることを求めています。第三者のサイトは、マイクロソフトの管理のもとにはなく、マイクロソフトは、い

かなる第三者のサイトのソフトウェアないしコンテンツまたは第三者のサイトに含まれるリンクの内容、あるいはそ

れらの変更もしくは更新について責任を負いません。Media Player Center Web サイトまたは Messenger Center 

Web サイトにいかなるリンクが含まれていたとしても、マイクロソフトが第三者のソフトウェア、サイト、またはその

コンテンツを推奨していることを意味するものではありません。  

ii. 追加の保証に関する免責。マイクロソフトは、本第  15.b 条に記載の第三者のソフトウェアに関しては、いかなる保

証もいたしません。  

c. Windows 7 KN。  

i. Windows Media 機能の不存在に関する通知。Windows 7 KN ソフトウェアには、(韓国公正取引委員会の指

定に従い) Windows Media Player、および Windows Media Center または Windows DVD Maker などの関連テ

クノロジは含まれていません。その結果、オーディオ CD、メディア ファイルおよびビデオ DVD の再生または作成、

メディア ライブラリ内のコンテンツの整理、プレイリストの作成、オーディオ CD のメディア ファイルへの変換、メデ

ィア ファイルのアーティスト情報やタイトル情報の表示、ミュージック ファイルのアルバム アートの表示、携帯音楽

プレーヤーへの音楽の転送、または TV 放送の録画や再生を行うには、お客様はマイクロソフトまたは第三者の

ソフトウェアを入手する必要があります。詳細については、go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147432 をご参照く

ださい。  

ii. 本ライセンス条項の以下の条項は、Windows 7 KN を実行する場合には適用されません。 

 3.h. Media Center Extender。  

 3.i. 電子番組ガイド。  

 3.j. 関連メディア情報。  



 

 

 3.k. Media Center の特定地域での利用。 

 7.a. Windows Media デジタル著作権管理、Windows Media Player、赤外線送信/受信機のアップデート

の了承、および、Media Center オンライン プロモーション。  

iii. 追加の保証に関する免責。お客様が説明書に従うことを条件に、Windows 7 KN ソフトウェアは、本ソフトウェアに

含まれた、または本ソフトウェアと共に入手したマイクロソフトの資料に実質的に従って動作します。ただし、マイク

ロソフトの資料のうち Windows Media Player の機能に関連する箇所は除きます。マイクロソフトは、Windows 

Media 機能に関連する機能に関しては、いかなる保証もいたしません。  

d. Windows 7 N。  

i. WINDOWS MEDIA 機能の不存在に関する通知。Windows 7 N ソフトウェアには、(欧州委員会の指定に従

い) Windows Media Player、および Windows Media Center、Windows DVD Maker などの Windows Media 

Player 関連テクノロジは含まれていません。その結果、オーディオ CD、メディア ファイルおよびビデオ DVD の再

生または作成、メディア ライブラリ内のコンテンツの整理、プレイリストの作成、オーディオ  CD のメディア ファイル

への変換、メディア ファイルのアーティスト情報やタイトル情報の表示、ミュージック ファイルのアルバム アートの

表示、携帯音楽プレーヤーへの音楽の転送、または TV 放送の録画や再生を行うには、お客様はマイクロソフト

または第三者のソフトウェアを入手する必要があります。詳細については、

go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=147431 をご参照ください。  

ii. 本ライセンス条項の以下の条項は、Windows 7 KN を実行する場合には適用されません。 

 3.h. Media Center Extender。  

 3.i. 電子番組ガイド。  

 3.j. 関連メディア情報。  

 3.k. Media Center の特定地域での利用。 

 7.a. Windows Media デジタル著作権管理、Windows Media Player、赤外線送信/受信機のアップデート

の了承、および、Media Center オンライン プロモーション。  

iii. 追加の保証に関する免責。お客様が説明書に従うことを条件に、Windows 7 N ソフトウェアは、本ソフトウェアに

含まれた、または本ソフトウェアと共に入手したマイクロソフトの資料に実質的に従って動作します。ただし、マイク

ロソフトの資料のうち Windows Media 機能に関連する箇所は除きます。マイクロソフトは、Windows Media 機能

に関連する機能に関しては、いかなる保証もいたしません。  

15. WINDOWS VISTA、WINDOWS VISTA K、WINDOWS VISTA KN および WINDOWS VISTA BUSINESS N に

関する例外および追加の条項。 

a. Windows Vista および Windows Vista K には、Windows Media Player と韓国公正取引委員会 (KFTC) が指定した

その関連テクノロジ、および Windows Live Messenger Download へのリンクが設定されています。Windows Vista 

KN には、Windows Media Player と KFTC が指定したその関連テクノロジは含まれていません。Windows Vista KN 

には、Windows Live Messenger Download へのリンクも含まれていません。これらのエディションごとに利用可能な

言語バージョンとメディア搭載オプションの詳細については、www.microsoft.com/licensing にあるマイクロソフト製品

表をご参照ください。  

Windows Vista K。韓国公正取引委員会は、Windows Vista K に、第三者のサイトへのリンクを含む Media Player 

Center Web サイトおよび Messenger Center Web サイトへのリンクを埋め込み、お客様が第三者のメディア プレー

ヤーおよびインスタント メッセージング ソフトウェアをダウンロードし、インストールできるようにすることを求めています。

第三者のサイトは、マイクロソフトの管理のもとにはなく、マイクロソフトは、いかなる第三者のサイトのソフトウェアない

しコンテンツまたは第三者のサイトに含まれるリンクの内容、あるいはそれらの変更もしくは更新について責任を負い

ません。Media Player Center Web サイトまたは Messenger Center Web サイトにいかなるリンクが含まれていたとし

ても、マイクロソフトが第三者のソフトウェア、サイト、またはそのコンテンツを推奨していることを意味するものではあり

ません。  

Windows Vista KN。  

 Windows Media Player に関する使用条件の不適用。上記「Windows Media デジタル著作権管理」および

「Windows Media Player」の条項、および「MPEG-4 規格に関する注意」および「VC-1 規格に関する注意」の

条項は、Windows Vista KN を実行する場合には適用されません。  



 

 

Windows Media Player の不存在に関する注意。  

 オーディオ CD やメディア ファイルの再生、メディア  ライブラリ内のコンテンツの整理、プレイリストの作成、オ

ーディオ CD のメディア ファイルへの変換、オーディオ CD の作成、パーソナル ビデオの作成、メディア  ファ

イルのアーティスト情報やタイトル情報の表示、ミュージック ファイルのアルバム アートの表示、携帯音楽プレ

ーヤーへの音楽の転送などを行うためには、お客様はマイクロソフトまたは第三者のメディア プレーヤーを入

手する必要があります。  

 詳細については、go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=70120 をご参照ください。  

追加の保証に関する免責。マイクロソフトは、KFTC の指定による Windows Media Player に関連する機能に関しては、
お客様のライセンス条項にかかわらず、いかなる保証も一切いたしません。  

b. Windows Vista Business N。  

Windows Media Player に関する使用条件の不適用。上記「Windows Media デジタル著作権管理」および「Windows 

Media Player」の条項、および「MPEG-4 規格に関する注意」および「VC-1 規格に関する注意」の条項は、Windows 

Vista Business N を実行する場合には適用されません。  

Windows Media Player の不存在に関する注意。Windows Vista Business N には、欧州委員会の指定に従い 

Windows Media Player は含まれません。その結果、オーディオ CD やメディア ファイルの再生、メディア  ライブラリ内

のコンテンツの整理、プレイリストの作成、メディア ファイルへのオーディオ CD の変換、オーディオ CD の作成、パー

ソナル ビデオの作成、メディア ファイルのアーティスト情報やタイトル情報の表示、ミュージック ファイルのアルバム ア

ートの表示、携帯音楽プレーヤーへの音楽の転送などを行うためには、お客様は Microsoft または第三者のメディア  

プレーヤーを入手する必要があります。詳細については、go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=70121 をご参照ください。  

追加の保証に関する免責。マイクロソフトは、欧州委員会の指定による Windows Media Player に関連する機能に関

しては、お客様の使用許諾契約にかかわらず、いかなる保証も一切いたしません。  

16. 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、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、www.microsoft.com/licensing/userights をご参照ください。

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。 

 本ライセンス条項で規定されている数以上の本ソフトウェアの複製を作成すること。ただし、適用される法令により認め

られている場合を除きます。 

 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。 

 本ソフトウェアをレンタル、リース、または貸与すること。  

 本ソフトウェアまたは本ライセンス条項を第三者に譲渡すること。  

 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。  

サーバー ソフトウェアにアクセスする権利は、サーバー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マイクロソフト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。 

17. ドキュメント。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。  

18. 再販禁止ソフトウェア  (「Not For Resale」または「NFR」)。お客様は、「NFR」または「Not for Resale」の表示がなされた

本ソフトウェアを販売することはできません。  

19. 地域的制約。本ソフトウェアに特定地域でのアクティベーションを求める表示がある場合、お客様は本ソフトウェア パッケ

ージに示された地域でのみ本ソフトウェアをアクティベーションすることが許可されます。本ソフトウェアを当該地域外でアク

ティベーションすることはできません。詳細については、go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=141397 をご参照ください。 



 

 

20. MPEG-4 規格に関する注意。本ソフトウェアには、MPEG-4 画像解読テクノロジが含まれています。このテクノロジは、映

像情報のデータ圧縮のためのフォーマットです。このテクノロジについては、MPEG LA, L.L.C. により以下の注意書きを表

示することが義務付けられています。  

MPEG-4 規格に準拠して本製品を使用することは、以下の場合に直接関連する場合を除き、すべて禁止されています。(A) 

(i) 事業活動に従事しない消費者より作成され、無償で取得されたデータまたは情報を、(ii) 個人使用の目的のみで使用

する場合、および (B) MPEG LA, L.L.C. により別途特定のライセンス許諾を受けたその他の使用による場合。  

MPEG-4 規格に関してご質問がある場合は、MPEG LA, L.L.C. (所在地 : 250 Steele Street, Suite 300, Denver, 

Colorado 80206、Web サイト : www.mpegla.com) にご連絡ください。  

21. VC-1 規格に関する注意。本ソフトウェアには、VC-1 画像解読テクノロジが含まれる場合があります。このテクノロジにつ

いては、MPEG LA, L.L.C. により以下の注意書きを表示することが義務付けられています。  

本製品は、(A) 消費者が VC-1 標準に準拠した映像 (以下「VC-1 映像」といいます) を暗号化するか、または、(B) 消費者

が自らの個人的かつ非商業的活動において暗号化したか、VC-1 映像の頒布に関する許諾を得た映像提供業者より入手

した VC-1 映像を復号化するために使用することを目的とすることで、個人的かつ非商業的用途に関する VC-1 特許ポー

トフォリオ ライセンスに基づいて使用許諾されています。その他の用途については、明示か黙示かを問わず、いかなるライ

センスも許諾されません。  

VC-1 規格に関してご質問がある場合は、MPEG LA, L.L.C. (所在地 : 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 

80206、Web サイト : www.mpegla.com) にご連絡ください。  

 

SLIVERLIGHT 用 H.264/AVC 規格および VC-1 規格に関する注意。Silverlight ソフトウェアには、H.264/MPEG-4 

AVC および VC-1 ビデオ デコーディング テクノロジが含まれていることがあります。このテクノロジについては、MPEG LA, 

L.L.C. により以下の注意書きを表示することが義務付けられています。 

本製品は、消費者による個人使用および非商業的使用を前提とし、「AVC PATENT PORTFOLIO LICENSE」および「VC-1 

PATENT PORTFOLIO LICENSE」の下、次の用途に限ってライセンスされています。(A) 上記の規格 (以下「ビデオ規格」と

いいます) に従ってビデオをエンコードすること、または (B) 個人使用および非商業的活動に従事する消費者がエンコード

した AVC および VC-1 ビデオをデコードする、もしくは、かかるビデオを提供するライセンスを有するビデオ プロバイダー

から取得した AVC および VC-1 ビデオをデコードすること。本ライセンスは、本ソフトウェアと共に単一の製品に含まれてい

るかどうかにかかわらず、他の製品に適用されることはありません。その他の用途については、明示か黙示かを問わず、

いかなるライセンスも許諾されません。詳細情報については、MPEG LA, L.L.C. から入手できます。WWW.MPEGLA.COM 

をご参照ください。  

本注意書は、説明のみを目的とし、以下のいずれも含まない通常の個人的な業務において、本ソフトウェアの使用を制限

または抑制するものではありません。(i) ソフトウェアの第三者への再頒布、または (ii) 第三者に頒布するためのビデオ規

格に準拠したコンテンツの作成。  

22. MPEG-2 規格に関する注意。本ソフトウェアには、MPEG-2 画像解読テクノロジが含まれています。このテクノロジについ

ては、MPEG LA, L.L.C. により以下の注意書きを表示することが義務付けられています。  

 MPEG-2 規格に準拠して本製品を使用することは、以下の場合に直接関連する場合を除き、すべて禁止されています。

(A) (i) 事業活動に従事しない消費者より作成され、無償で取得されたデータまたは情報を、 (ii) 個人使用の目的のみで使

用する場合、および (B) MPEG LA, L.L.C. により別途特定のライセンス許諾を受けたその他の使用による場合。  

MPEG-2 規格に関してご質問がある場合は、MPEG LA, L.L.C. (所在地 : 250 Steele Street, Suite 300, Denver, 

Colorado 80206、Web サイト : www.mpegla.com) にご連絡ください。  

23. 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。  

24. サポート サービス。本ソフトウェアは現状有姿で提供されます。そのため、マイクロソフトはサポート サービスを提供しない

場合があります。  

25. 完全合意。本ライセンス条項ならびに追加ソフトウェア、更新プログラムおよびインターネットベースのサービス、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。  

26. 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。 

27. 法的効力。本ライセンス条項は、特定の法律上の権利を規定します。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、お客様が本ソフトウェアを取得され

た第三者に関する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。  

28. あらゆる保証の免責。本ソフトウェアは、現状有姿のまま瑕疵を問わない条件で提供されます。本ソフトウェアの使用に伴

う危険は、お客様の負担とします。マイクロソフトは、明示的な瑕疵担保責任または保証責任を一切負いません。本ライセ

ンス条項では変更できない お客様の地域の法律による追加の消費者の権利が存在する場合があります。お客様の地域

の国内法等によって認められる限り、マイクロソフトは、商品性、特定目的に対する適合性、および侵害の不存在に関する

瑕疵担保責任または黙示の保証責任を負いません。 

29. 救済手段および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、700 円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) 

この制限は、マイクロソフトが損害の可能性を認識していたか、または認識し得た場合にも適用されます。また、一部の国

では付随的損害および派生的損害の免責、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。  

注意 :本ソフトウェアはカナダのケベック州で頒布されるため、本ライセンス条項の一部の条項をフランス語で以下に示しま

す。  

 


