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以下以下以下以下のののの使用許諾契約書使用許諾契約書使用許諾契約書使用許諾契約書 (以下以下以下以下「「「「本契約書本契約書本契約書本契約書」」」」といいますといいますといいますといいます) をををを注意注意注意注意しておしておしておしてお読読読読みくださいみくださいみくださいみください 本契約書本契約書本契約書本契約書がががが添付添付添付添付されてされてされてされて

いるいるいるいるソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア (以下以下以下以下「「「「本本本本ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア」」」」といいますといいますといいますといいます) ををををインストールインストールインストールインストールまたはまたはまたはまたは使用使用使用使用することによってすることによってすることによってすることによって、、、、おおおお

客様客様客様客様はははは本契約書本契約書本契約書本契約書のののの条項条項条項条項にににに同意同意同意同意されたものとしますされたものとしますされたものとしますされたものとします。。。。本契約書本契約書本契約書本契約書のののの条項条項条項条項にににに同意同意同意同意されないされないされないされない場合場合場合場合、、、、マイクロソフトマイクロソフトマイクロソフトマイクロソフト

はははは、、、、おおおお客様客様客様客様にににに本本本本ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアのののの使用使用使用使用をををを許諾許諾許諾許諾できませんできませんできませんできません。。。。このこのこのこの場合場合場合場合、、、、未使用未使用未使用未使用のののの本本本本ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアをををを購入店購入店購入店購入店へごへごへごへご

返品返品返品返品になってになってになってになって、、、、おおおお支払支払支払支払いいただいたいいただいたいいただいたいいただいた金額金額金額金額のののの全額払戻全額払戻全額払戻全額払戻しをしをしをしを受受受受けられるけられるけられるけられる場合場合場合場合がありますがありますがありますがあります。。。。 

 

1. 一般条項一般条項一般条項一般条項 本契約書は、お客様 (個人または法人のいずれであるかを問いません) と Microsoft 

Corporation (以下「マイクロソフト」といいます) との間に締結される法的な契約書です。本契約書は

コンピュータ ソフトウェア (オンライン文書および電子文書を含む)、それに関連した媒体、および印刷

物 (マニュアルなどの文書) を含む本ソフトウェアに適用されます。今後マイクロソフトがお客様に提供

する可能性のあるアップグレード、追加物、アドオン コンポーネント、およびインターネット ベース

のサービス コンポーネントについても、マイクロソフトがそれらの使用許諾に関する条項を追加提供し

ない限り、本契約書が適用されます。マイクロソフトは、本ソフトウェアの使用を通じてお客様に提供、

またはお客様に公開しているインターネット ベースのあらゆるサービスを中止できる権利を留保します。

本契約書は、お客様とマイクロソフトとの間で締結された他の契約書に製品サポート サービスに関する

規定がある場合を除き、本ソフトウェアに関連するあらゆる製品サポート サービスにも適用されます。

本ソフトウェアに、本契約書の修正または追加条項が付属している場合があります。 本ソフトウェアに

は以下のものが含まれる場合があります。  

• 「本サーバー ソフトウェア」。お客様のサーバー上でのサービスや機能を提供します (本サーバー 

ソフトウェアを実行できるお客様のコンピュータを「本サーバー」といいます)。 

• 「本デバイス ソフトウェア」。1 台のパーソナル コンピュータ、ワークステーション、端末装置、

ハンドヘルド コンピュータ、ポケットベル、電話、携帯情報端末 (PDA)、またはその他の電子デバ

イス (以下「本デバイス」といいます) が本サーバー ソフトウェアにアクセスすることまたは利用す

ることを可能にします。   

2.ライセンスライセンスライセンスライセンスのののの許諾許諾許諾許諾 マイクロソフトは、お客様が本契約書のすべての条項を厳守することを条件として、

お客様に対し以下の権利を許諾します。 



a. 本本本本サーバーサーバーサーバーサーバー ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアののののインストールインストールインストールインストール 本サーバー ソフトウェアのコピーを 1 つだけ、1 台の本

サーバー上にインストールできます。本サーバー ソフトウェアに複数のコピー (例 : 32 ビット版と 

64 ビット版) が含まれていても 1 つのコピーしかインストールできません。32 ビット版とおよび 64 

ビット版でサポートされる機能は、本契約書の条項で述べた一部の機能も含めて、32 ビット版と 64 

ビット版の間で同一でない場合、またどちらかで利用できない場合があります。 各バージョンで提

供される具体的な機能の一覧については、製品のドキュメントを参照してください。本サーバー ソ

フトウェアの個別のコンポーネント部分を 2 台以上の本サーバーで使用することはできません。本

サーバー ソフトウェアの別のコピーを同じ本サーバーにインストールする場合 (別パーティションへ

のインストール、サーバー エミュレーション ソフトウェアの使用、およびその他いかなる手段によ

るものも含む)、または本サーバー ソフトウェアのコピーを別の本サーバー (例 : バックアップ サポ

ート用サーバーまたは切替用本サーバー) にインストールするかまたは別のサーバーで実行する場合

は追加のライセンスが必要です。 

b. 本本本本デバイスデバイスデバイスデバイス ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアののののインストールインストールインストールインストール 本デバイス ソフトウェアは任意の本デバイス上で本サー

バー ソフトウェアにアクセスするためだけにインストールして使用できます。   

c. アクティベーションアクティベーションアクティベーションアクティベーション (ライセンスライセンスライセンスライセンス認証認証認証認証) のののの義務義務義務義務 ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアのののの著作権侵害著作権侵害著作権侵害著作権侵害をををを防防防防ぐためぐためぐためぐためにににに、、、、マイクロマイクロマイクロマイクロ

ソフトソフトソフトソフトはははは本本本本サーバーサーバーサーバーサーバー ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアののののアクティベーションアクティベーションアクティベーションアクティベーションをををを必須必須必須必須にしていますにしていますにしていますにしています。。。。おおおお客様客様客様客様はははは、、、、本本本本ソフトソフトソフトソフト

ウェアウェアウェアウェアののののセットアップセットアップセットアップセットアップ プロセスプロセスプロセスプロセスでででで示示示示されるされるされるされる方法方法方法方法にににに従従従従ってってってって、、、、本本本本ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアののののコピーコピーコピーコピーののののアクティベーアクティベーアクティベーアクティベー

ションションションションをををを行行行行うううう必要必要必要必要がありますがありますがありますがあります。。。。アクティベーションアクティベーションアクティベーションアクティベーションをををを行行行行わないわないわないわない場合場合場合場合、、、、本契約書本契約書本契約書本契約書でででで許諾許諾許諾許諾されたされたされたされたライセライセライセライセ

ンスンスンスンスのののの有効期限有効期限有効期限有効期限はははは、、、、本本本本ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアをををを最初最初最初最初ににににインストールインストールインストールインストールしたしたしたした日日日日からからからから 30 日日日日にににに制限制限制限制限されますされますされますされます。。。。お客様

は本ソフトウェアのアクティベーションをインターネットまたは電話回線で行うことができますが、

それらの通信料金が別途課されることがあります。また、お客様のコンピュータ ハードウェアを変

更したり本ソフトウェアを改変した場合は、本ソフトウェアのライセンス認証を再度行う必要があ

る場合もあります。インターネットによるアクティベーションを選択した場合、本ソフトウェアは

インターネットを介してマイクロソフトのコンピュータ システムに接続し、ライセンス済みの本ソ

フトウェアのコピーが使用されていることを確認するために認証プロセスを実施します。認証プロ

セス中、本ソフトウェアは標準インターネット プロトコル情報 (マイクロソフトにより保管されませ

ん)、プロダクト ID、およびお客様の本サーバーから生成されるハードウェア ハッシュに基づいた

インストール ID を送信します。この情報はお客様の特定または連絡目的で利用されることはありま

せん。お客様は、本ソフトウェアがこの認証プロセスを実施することに同意するものとします。お

客様がライセンス済みでない本ソフトウェアのコピーをお使いの場合は、本ソフトウェアをインス

トールすることも、今後本ソフトウェアのアップグレードをインストールすることもできません。

アクティベーションの詳細については、マイクロソフトのオンライン サポート サイトをご覧くださ

い。 

3. クライアントクライアントクライアントクライアント アクセスアクセスアクセスアクセス ライセンスライセンスライセンスライセンス (CAL) 本ソフトウェアのライセンス モデルは、オペレーティング 

システムのライセンスと使用数に応じた CAL から成るので、本ソフトウェアの合計コストは、使用状

況に応じて増減します。お客様の個別のニーズに合わせて、いくつかの CAL の種類およびライセンス 

モードが用意されています。 

a. Windows  Server 2003 クライアントクライアントクライアントクライアント アクセスアクセスアクセスアクセス ライセンスライセンスライセンスライセンス (Windows CAL) 要件要件要件要件 お客様は、本サー

バー ソフトウェアのライセンスに加えて、直接またはマルチプレキシング サービス (以下に定義し

ます) を通じて本サーバー ソフトウェアにアクセスまたは本サーバー ソフトウェアを使用する個別

のユーザー (以下「ユーザー」といいます) または本デバイスごとに、Windows CAL を取得する必

要があります。たとえば、本サーバー ソフトウェアの次のいずれかのサービスを使用するユーザー

または本デバイスごとに、Windows CAL が必要になります。  



• 認証サービス (ユーザーまたはアプリケーションの資格情報が本サーバー ソフトウェアとユ

ーザーまたは本デバイス間でやり取りされる場合) 

• ファイル サービス (ファイルまたはディスク記録装置へのアクセスと管理) 

• 印刷サービス (本サーバー ソフトウェアによって管理されるプリンタでの印刷) 

• リモート アクセス サービス (仮想プライベート ネットワークを含む、通信リンクによる遠

隔地からの本サーバーへのアクセス)   

ただし、インターネットのみを通じて本サーバー ソフトウェアにアクセスし、本サーバー ソフトウ

ェアまたはマルチプレキシング サービスによって認証されないか、その他の方法で個別に特定され

ない場合 (たとえば、公開されているウェブサイトを匿名で閲覧する場合など) は、そのようなユー

ザーまたは本デバイスについては、Windows CAL を取得する必要はありません。「マルチプレキシ

ング サービス」とは、ユーザーまたは本デバイスの要求により、あるいはその代理として、本サー

バー ソフトウェアにアクセスするか、または本サーバー ソフトウェアを使用するソフトウェア アプ

リケーションまたはサービスのことです。  
 

さらに、有効な Small Business Server (SBS) 2003 CAL を有するユーザーまたはデバイスで、ドメイ

ン コントローラとしては機能しておらず、同じ Small Business Server ドメイン内にある本サーバー 

ソフトウェアにアクセスしているものについては、Windows CAL を取得する必要はありません。   

b. Windows CAL のののの種類種類種類種類 お客様が使用できる Windows CAL の種類には、「デバイス」と「ユーザ

ー」があります。各 Windows デバイス CAL は、任意のユーザーが使用する 1 台の本デバイスで本

サーバー ソフトウェアにアクセスするかまたは本サーバー ソフトウェアを使用することを許諾しま

す。各 Windows ユーザー CAL は、任意の本デバイスを使用する 1 人のユーザーが本サーバー ソフ

トウェアにアクセスするかまたは本サーバーソフトウェアを使用することを許諾します。Windows 

デバイス CAL と Windows ユーザー CAL は、組み合わせて同時に本サーバー ソフトウェアで使用

できます。   

c. Windows CAL ののののライセンスライセンスライセンスライセンス モードモードモードモード お客様の選択により、Windows CAL は「接続デバイス数ま

たは接続ユーザー数」モードまたは「同時使用ユーザー数」モードで本サーバー ソフトウェアと共

に使用できます。   

(i) 接続デバイス数または接続ユーザー数モードでは、ご使用の任意の本サーバーの本サーバー ソ

フトウェアにアクセスするかまたはその本サーバー ソフトウェアを使用する各本デバイスまた

は各ユーザーに個々の Windows CAL が必要です。お客様が接続デバイス数または接続ユーザ

ー数オプション モードを選択した場合、その選択は恒久的であり変更することはできません。

本モードでは、Windows CAL を 1 台の本デバイスから別の本デバイスに、または 1 人のユー

ザーから別のユーザーに移管することができますが、(A) 1 台の本デバイスまたは 1 人のユーザ

ーから恒久的に移管するか、(B) Windows CAL を恒久的に取得した本デバイスが使用できない

間に代替の本デバイスで一時的に使用する、または正社員が不在の場合に臨時社員が一時的に

使用する場合でなければなりません。   

(ii) 同時使用ユーザー数モードでは、特定の 1 台の本サーバーにインストールされた本サーバー ソ

フトウェアに同時にアクセスするかまたは本サーバー ソフトウェアを同時に使用する本デバイ

スおよびユーザーの最大数が、本サーバーで使用するために取得し、指定した Windows CAL 

（種類を問いません）の数に一致しなければなりません。同時使用ユーザー数モードから接続

デバイスまたは接続ユーザー数モードには 1 回だけ変更する権利があります。変更する場合、

同時使用ユーザー数モードで使用するために取得した Windows CAL と同数を接続デバイス数

または接続ユーザー数モードに変換できます。  



d. ターミナルターミナルターミナルターミナル サーバーサーバーサーバーサーバー クライアントクライアントクライアントクライアント アクセスアクセスアクセスアクセス ラララライセンスイセンスイセンスイセンス (TS CAL) のののの条件条件条件条件 Windows セッションの

実行を希望する場合は、Windows CAL に加えて、各ユーザーまたは各本デバイスに関して TS CAL 

を取得しなければなりません。「Windows セッション」とは、本サーバー ソフトウェアが本デバイ

ス上で (本サーバー ソフトウェアのターミナル サービス コンポーネントまたは他の技術による) グラ

フィカル ユーザー インターフェイスをホストしている間のセッションを意味します。  

e. TS CAL のののの種類種類種類種類 およびおよびおよびおよび TS CAL ライセンスライセンスライセンスライセンス モードモードモードモード Windows CAL と同様に、TS CAL には「接続デ

バイス数」と「接続ユーザー数」の 2 つの種類があります。各 TS デバイス CAL は、任意のユーザ

ーが使用する 1 台の本デバイスで、ご使用の任意の本サーバーの Windows セッションを実行するこ

とを許諾します。各 TS ユーザー CAL は、任意の本デバイスを使用する 1 人のユーザーが、ご使用

の任意の本サーバーの Windows セッションを実行することを許諾します。TS デバイス CAL と TS 

ユーザー CAL は、組み合わせて同時に本サーバー ソフトウェアで使用できます。 

(i) 接続デバイス数または接続ユーザー数モードでは、ご使用の任意の本サーバーの本サーバー ソ

フトウェアにアクセスするかまたはその本サーバー ソフトウェアを使用する各本デバイスまた

は各ユーザーに個々の TS CAL が必要です。TS CAL を 1 台の本デバイスから別の本デバイスに、

または 1 人のユーザーから別のユーザーに移管することができますが、(A) 1 台の本デバイスま

たは 1 人のユーザーから恒久的に移管するか、(B) TS CAL を恒久的に取得した本デバイスが使

用できない間に代替の本デバイスで一時的に使用する、または正社員が不在の場合に臨時社員

が一時的に使用する場合でなければなりません。   

(ii) Windows セッションを同時使用ユーザー数モードで行うことは許可されていません。 

f. プレミアムプレミアムプレミアムプレミアム Windows Server サービスサービスサービスサービス マイクロソフトは、今後、現バージョンの本ソフトウェアと

共に使用できる新しいソフトウェア機能（以下「プレミアム サービス」といいます) を開発する予定

です。プレミアム サービスを現バージョンの本ソフトウェアで使用できるようにするために、マイ

クロソフトは、このサービスを追加のライセンス条項の下に提供する予定です。プレミアム サービ

スをご使用の場合は、インストールおよび使用に対して追加のアクセス ライセンス料がかかる場合

があります。   

g. 追加追加追加追加のののの CAL 条件条件条件条件 

(i) シシシシングル ライセンシー 取得した Windows CAL、TS CAL、および今後提供されるプレミアム 

サービス CAL は、お客様以外にライセンスされた本サーバー ソフトウェアとともに使用する

ことはできません。   

(ii) バージョンの一致 必要な各 CAL のバージョンは Windows Server 2003 またはそれ以降のバー

ジョンでなければなりません。   

(iii) 管理 2 人の本ユーザーまたは 2 台の本デバイスまで、CAL を取得しなくても、本サーバー ソ

フトウェアの管理目的に限り、本サーバー ソフトウェアに同時にアクセスするかまたは本サー

バー ソフトウェアを同時に使用できます。単一のコンソール セッションにアタッチまたはミラ

ーリングするときには、TS CAL は必要ありません。「コンソール セッション」とは、指定さ

れたプライマリ キーボードおよびディスプレイ デバイス (または同様の周辺機器) を使用して実

行する Windows セッションのことです。   

4. そのそのそのその他他他他のののの権利権利権利権利とととと制限制限制限制限 

a. そのそのそのその他他他他のののの使用許諾使用許諾使用許諾使用許諾 お客様のアプリケーション ソフトウェアが本サーバーにインストールされてい

る場合、本サーバー経由でアクセスされる場合、またはアプリケーションの共有機能を提供するも

のである場合には、それらを使用するためには、別途、それぞれの追加のライセンスが必要になり

ます。使用するソフトウェアに付属する使用許諾契約書をご覧ください。 



b. コンポーネントコンポーネントコンポーネントコンポーネント データデータデータデータ ストレージストレージストレージストレージ 32 ビット版の本ソフトウェアには、Microsoft SQL Server 

Desktop Engine for Windows (以下「WMSDE」といいます) と呼ばれるデータ記憶技術を使用する

コンポーネントが含まれています。この本ソフトウェア コンポーネントに含まれる、またはこの本

ソフトウェア コンポーネントによってインストールされる WMSDE のすべてのコピーとインスタン

スは、これらの本ソフトウェア コンポーネントからのみ使用できます。いかなる WMSDE のコピー

とインスタンスも、それ以外の目的でアクセスすること、または使用することはできません。たと

えば、この本ソフトウェア コンポーネントに含まれる、またはこの本ソフトウェア コンポーネント

によってインストールされる WMSDE のコピーまたはインスタンスのサービスや機能にアクセスし

たり使用したりするアプリケーションを作成したり、本ソフトウェア上で実行して WMSDE のコピ

ーまたはインスタンスのサービスや機能にアクセスしたり使用したりすることはできません。さら

に、本ソフトウェアを最初にインストールするときに無効にされている WMSDE ネットワーク ライ

ブラリ ファイルを有効化することはできません。 

c. 自動的自動的自動的自動的ななななインターネットインターネットインターネットインターネット ベースベースベースベースののののサービスサービスサービスサービス 本ソフトウェアが提供する以下の機能は、お客様へ別

途通知することなく、インターネットを介してマイクロソフトのコンピュータ システムへ自動的に

接続するよう初期設定されています。この機能は、標準インターネット プロトコルを用いてお客様

の本サーバー上のオペレーティング システムとブラウザの種類、IP アドレスおよび言語コードをマ

イクロソフト コンピュータ システムへ送信します。この情報はお客様の特定または連絡目的で利用

されることはありません。お客様は、以下の機能の動作に同意するものとしますが、お客様がこれ

らの機能を解除するか、もしくは使用しない場合は、この限りではありません。インターネット ベ

ースの機能に関する詳細情報については、http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=33575、本ソフ

トウェア付属の文書、もしくはマイクロソフト オンライン サポート サイトをご覧ください。マイク

ロソフトは、http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=33575 の情報を定期的に更新します。Web 

ページ上の最新更新日をご確認ください。 

(i) Windows Update 機能 本ソフトウェアの初期設定では、お客様の本サーバーにデバイスを接続

した際に、適切なデバイス ドライバがお客様の本サーバー上に存在しない場合、お客様の本サ

ーバー上の Windows Update 機能(デバイス マネージャおよび Plug & Play CDM モジュールを

含む)は、インターネットを通じて自動的にマイクロソフト コンピュータ システムで適切なデ

バイス ドライバの検索を試みます。自動的に検索作業が行われることにより、お客様はより快

適に新しいハードウェアをプラグ アンド プレイによりインストールすることができます。お客

様は、Windows Update のドライバ自動検索機能を解除することができます。 

(ii) Web コンテンツ機能 本ソフトウェアの初期設定では、マイクロソフト コンピュータ システム

よりコンテンツを取得し、表示するための複数の機能が有効になっています。この機能を起動

した場合、標準インターネット プロトコルを用いてお客様の本サーバー上のオペレーティング 

システムとブラウザの種類および言語コードがマイクロソフト コンピュータ システムへ送信さ

れ、これによりお客様の本サーバー上でコンテンツを正しく閲覧することができます。これら

の機能は、起動しない限り作動せず、お客様は機能を解除する、もしくは使用しないことを選

択することができます。これらの機能の例としては、Windows カタログ、検索のアシスタント

およびヘルプとサポートセンターのヘッドラインと検索機能等が含まれます。 

(iii) 電子認証 X.509 標準に基づく認証は、本ソフトウェアの重要なセキュリティ上の機能です。

X.509 の特定の機能 (例．認証取消確認、認証パスの構築) は、インターネットを通じて、マイ

クロソフト及び電子認証機関が所有するコンピュータ システムに接続し、特定のインターネッ

ト上の操作中 (例．SSL または IPsec により保護された通信、S/MIME により保護されたメール、

スマートカード認証) にお客様が第三者より受領する電子認証の有効性について確認します。お

客様が認証により保護されているコンテンツへのアクセスを試みた場合、本ソフトウェアは 

X.509 標準に従い、自動的にユーザー証明書及び認証失効リストを取得します。更に、本ソフト



ウェアは、信頼できる認証機関のリストを随時更新します。自動ルート更新機能は任意の機能

であり、お客様はこの機能を望まない場合それをアンインストールすることができます。X.509 

標準に基づくその他のセキュリティ管理機能は、本サーバーのインターネット アクセスを遮断

することによって、操作されないようにすることができます。 

(iv) Windows Media Digital Rights Management コンテンツ プロバイダは、コンテンツの著作権を含

め知的財産権が不正使用されないように、本ソフトウェアに含まれている Windows Media 

Digital Rights Management 技術 (以下「WM-DRM」といいます) を使用して、コンテンツ (以

下｢保護コンテンツ｣といいます) の統合性を保護しています。本ソフトウェアの一部および、第

三者のメディア プレイヤー等のアプリケーション (以下「WM-DRM ソフトウェア」といいま

す) では、保護コンテンツを再生するために WM-DRM を利用しています。WM-DRM ソフトウ

ェアのセキュリティに危険が生じた場合、保護コンテンツの所有者がマイクロソフトに対して、

WM-DRM ソフトウェアで保護コンテンツの複製、表示または再生機能を失効するよう要請す

ることがあります。失効された場合も、WM-DRM ソフトウェアが保護されていないコンテン

ツを再生する機能には変わりはありません。お客様がインターネットから保護コンテンツのラ

イセンスをダウンロードする度に、失効された WM-DRM ソフトウェアのリストがお客様のコ

ンピュータへ送信されます。マイクロソフトは、保護コンテンツの所有者に代わって、そのよ

うなライセンスと共に失効リストをお客様のコンピュータにダウンロードすることがあります。

保護コンテンツの所有者は、彼らのコンテンツにアクセスする前に本ソフトウェアの WM-

DRM コンポーネントの一部アップグレード (以下「WM-DRM アップグレード」といいます) を

行うように要請することがあります。お客様がそのようなコンテンツを再生しようとすると、

マイクロソフトの WM-DRM ソフトウェアが WM-DRM アップグレードが必要であると通知し、

WM-DRM アップグレードのダウンロード前にお客様の同意を求めてきます。第三者の WM-

DRM ソフトウェアでも、同様の通知が行われることがあります。アップグレードを行わない場

合、WM-DRM アップグレードが必要なコンテンツにアクセスできなくなりますが、保護され

ていないコンテンツおよび WM-DRM アップグレードを必要としない保護コンテンツにアクセ

スすることは可能です。新規ライセンスの取得もしくは必要とされる WM-DRM アップグレー

ドの実行等を目的としてインターネットに接続する WM-DRM 機能は、解除することができま

す。WM-DRM 機能が解除されている場合、お客様がご自分のコンピュータ上に既に保存され

ている保護コンテンツについて正規のライセンスを取得している限り、かかる保護コンテンツ

を再生することは可能です。 

(v) Windows Media Player Windows Media Player には、お客様が Windows Media Player もしく

はその特定の機能を利用した場合、マイクロソフトのコンピュータ システムに自動的に接続す

る機能が含まれています。特定の機能とは、(A) お客様が再生しようとするコンテンツについて、

お客様の本サーバー上に適切な Codec がない場合、最新版を確認し (この機能は解除すること

ができます)、（B) Windows Media Player の最新バージョンを確認 (この機能は、お客様が 

Windows Media Player を使用している場合のみ作動します) する機能です。 

d. ベンチマークベンチマークベンチマークベンチマーク テストテストテストテスト 本ソフトウェアの 32 ビット版には Microsoft .NET Framework が含まれてい

ます。お客様は、事前にマイクロソフトからの書面による承諾を得ることなく、本ソフトウェアに

含まれる .NET Framework コンポーネントのベンチマーク テストの結果を第三者に開示することは

できません。   

e. 権権権権利利利利のののの留保留保留保留保とそのとそのとそのとその他他他他のののの制限制限制限制限 本ソフトウェアは、著作権法ならびにその他の無体財産権に関する法

律および条約によって保護されています。マイクロソフトおよびその供給者は、本ソフトウェアに

関する権原、著作権、およびその他の無体財産権を有しています。本本本本ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアはははは許諾許諾許諾許諾されるもされるもされるもされるも

のでありのでありのでありのであり、、、、販売販売販売販売されるものではありませんされるものではありませんされるものではありませんされるものではありません。。。。本契約書に明示的に許諾されていない権利は、すべて



マイクロソフトによって留保されます。本契約書の他の規定にかかわらず、本契約書およびいずれ

の CAL も、マイクロソフトの知的財産権の下、本サーバー ソフトウェアへのアクセスまたは本サー

バー ソフトウェアを使用する本デバイスにインストールされるいかなるソフトウェアにおいても、

本ソフトウェアに含まれる機能 (本ソフトウェアで使用される通信プロトコルを含みますがそれに限

られません) を実装することを許諾するものではありません。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は禁止されています。本ソフトウェアをレン

タル、リースまたは貸与 （商業的ホスティングサービスの提供を含みます） することも禁止されて

います。 

5. 製品製品製品製品サポートサポートサポートサポート サービスサービスサービスサービス 

a. 権利権利権利権利とととと義務義務義務義務 マイクロソフトはお客様に、本ソフトウェアに関するサポート サービスを提供する場

合があります。サポート サービスについては、ユーザー マニュアル、オンラインド キュメント、マ

イクロソフトのサポート サイト、またはマイクロソフト提供の印刷物などに記載されているマイク

ロソフトのポリシーおよびプログラムに従ってご利用になれます。サポート サービスの一部として

マイクロソフトからお客様に提供されたソフトウェアは、別の条項が付属していない限り、本契約

書が適用されます。本契約書は、マイクロソフトがサポート サービスを提供すること、またはサポ

ート サービスの一部としてソフトウェアを提供することを義務として規定するものではありません。 

b. データデータデータデータ使用使用使用使用にににに関関関関するするするする承諾承諾承諾承諾 お客様は、マイクロソフトおよびその関連会社が、本ソフトウェアに関

してサポート サービスを提供する場合、その一環として技術情報を収集し、使用することがあるこ

とに同意するものとします。マイクロソフトは製品の向上のため、またはお客様にカスタマイズさ

れたサービスや技術を提供するためにのみ、かかる技術情報を使用できるものとします。この情報

がお客様個人を特定できる形で公開されることはありません。   

6. 第三者第三者第三者第三者ののののサイトサイトサイトサイトへのへのへのへのリンクリンクリンクリンク お客様は、本ソフトウェアを使用して、第三者のサイトにリンクすること

ができます。第三者のサイトはマイクロソフトが管理するものではなく、したがって、第三者のサイト

の内容、含まれるリンク、およびそれらの変更や更新について、マイクロソフトは責任を負うものでは

ありません。また、第三者のサイトから受信する Web キャスティングまたはその他のいかなる形式の

送信についても、マイクロソフトは責任を負うものではありません。マイクロソフトは、お客様の便宜

のためにのみ第三者のサイトへのリンクを提供しているのであって、マイクロソフトがその第三者のサ

イトの内容を推奨していることを意味するものではありません。   

7. アップグレードアップグレードアップグレードアップグレード/ダウングレードダウングレードダウングレードダウングレード 

a. 一般的一般的一般的一般的ななななソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアののののアップグレードアップグレードアップグレードアップグレード お客様は、アップグレードと指定された本ソフトウェア

を使用する場合、事前にマイクロソフトによってアップグレード対象として指定されたソフトウェ

アのライセンスを取得済みである必要があります。アップグレード後は、アップグレードの対象と

なったソフトウェアを使用することはできなくなります。アップグレード後のソフトウェアは、本

契約書の条項に従ってのみ使用できます。   

b. Microsoft BackOffice Server (以下以下以下以下「「「「BackOffice Server」」」」) ののののアップグレードアップグレードアップグレードアップグレード    BackOffice Server のコ

ンポーネントへのアップグレードとして本ソフトウェアを使用する場合、上記の項目の要件に加え

て、本項目の要件が適用されます。BackOffice Server から本ソフトウェアにアップグレードする場

合、アップグレード対象でないコンポーネントは、BackOffice Server に付属する使用許諾契約書の

条件に従ってのみ使用できます。アップグレードが Enterprise Edition の場合を除き、BackOffice 

Server のアップグレード後は、本ソフトウェアのすべてを BackOffice Server がインストールされて

いるサーバーで実行しなければなりません。アップグレードが Enterprise Edition の場合は、本契約

書の条件に従って、本ソフトウェアをスタンド アロンとして実行することができます。 



c. ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアののののダウングレードダウングレードダウングレードダウングレード お客様は、本サーバー ソフトウェアをインストールおよび使用す

る代わりに、以下のとおりに本サーバー ソフトウェアの旧版のコピー 1 部を 1 台のサーバー上にイ

ンストールすることができます。お客様は、Windows Server 2003, Standard Edition with Service Pack 1 

を Windows 2000 Server または Windows NT Server version 4.0 にダウングレード、Windows Server 2003, 

Enterprise Edition with Service Pack 1 を Windows 2000 Advanced Server または Windows NT Server 4.0, 

Enterprise Edition にダウングレード、Windows Server 2003, 64-bit Itanium Enterprise Edition を Windows 

2000 Advanced Server または Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition にダウングレード、Windows 

Server 2003, Standard x64 Edition を Windows 2000 Server または Windows NT Server 4.0 にダウングレー

ド、または Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition を Windows 2000 Advanced Server または 

Windows NT Server 4.0, Enterprise Edition にダウングレードすることができます。お客様はｍ適切な期

間内に以前のバージョンを完全に削除し、本サーバー ソフトウェアの現行のバージョンをインスト

ールすることを条件とします。お客様は、以前のバージョンの使用に際して本契約書に従うものと

し、お客様の以前のバージョンの使用権は、お客様が本サーバー ソフトウェアの現行のバージョン

をインストールした時点で解除されるものとします。 

d. CAL ののののダウングレードダウングレードダウングレードダウングレード お客様は、本契約書の条項に従って、本ソフトウェアの以前のバージョン

に関して Windows デバイス CAL および Windows ユーザー CAL を使用できます。お客様は、本契

約書の条項に従って、本ソフトウェアの以前のバージョンに関して TS デバイス CAL を使用するこ

とができますが、技術的不整合のため TS ユーザー CAL を使用することはできません。   

8. NOT FOR RESALE 本ソフトウェアに「Not for Resale」または「NFR」と明記されている場合、お客

様は本ソフトウェアを販売、譲渡したり、デモンストレーション、テストまたは評価の目的以外に使用

することはできません。   

9. ACADEMIC EDITION 本ソフトウェアに「アカデミック パック」、「Academic Edition」または

「AE」と明記されている場合、お客様は「アカデミック パック使用対象者」として指定されている方

でなければなりません。お客様が Academic Edition を使用できるかどうかについては、マイクロソフ

トまたはマイクロソフトの子会社にお問い合わせください。 

10. 輸出規制輸出規制輸出規制輸出規制    お客様は、本ソフトウェアがアメリカ合衆国の輸出に関する規制の対象となることを認める

ものとします。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 (アメリカ合衆国

の輸出管理規則ならびにアメリカ合衆国、日本国およびその他の政府機関によるエンドユーザー、エン

ドユーザーによる使用、および輸出対象国に関する制限を含みます) を遵守することに同意されたもの

とします。詳細については、<http://www.microsoft.com/japan/exporting/> をご覧ください。   

11. ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェアのののの譲渡譲渡譲渡譲渡    内部的移管内部的移管内部的移管内部的移管    お客様は、本ソフトウェアを元の本サーバーから恒久的に消去する

限りにおいて、本ソフトウェアを別の本サーバーに移管することができます。第三者第三者第三者第三者へのへのへのへの譲渡譲渡譲渡譲渡    本ソフ

トウェアの最初のユーザーは、本契約書および本ソフトウェアを一度に限って恒久的に別のエンド ユー

ザーに譲渡することができます。ただしその場合、最初のユーザーは、本ソフトウェアを消去しなけれ

ばならず、本ソフトウェアの複製物 (オリジナルの媒体を含みます) を保持することはできません。譲渡

は、本ソフトウェアの一切 (すべての構成部分、媒体、印刷物、アップグレード、本契約書、および 

Certificate of Authenticity が付属している場合はそれも含みます) を譲渡しなければなりません。委託

販売などの間接的な譲渡をすることはできません。譲受人は、譲渡の前に本契約書のすべての条項に同

意しなければなりません。   

12. 契約契約契約契約のののの終終終終了 お客様が本契約書の条項に違反した場合、マイクロソフトは、他の権利を害することなく

本契約書を終了することができます。そのような場合、お客様は本ソフトウェアの複製物およびその構

成部分をすべて破棄しなければなりません。   



13. WINDOWS MEDIA PLAYER 用用用用 MPEG-4 VISUAL DECODER にににに関関関関するするするする注意注意注意注意 MPEG4 映像標準に準

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、全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、及び (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。マイクロソフトは、MPEG LA, L.L.C. との契約上、本注意書きを表示することを義

務付けられています。   

14. 準拠法準拠法準拠法準拠法    本契約書は、日本国法に準拠するものとします。  

15. 完全合意完全合意完全合意完全合意、、、、分離可能性分離可能性分離可能性分離可能性 本契約書 (本ソフトウェアに付属する本契約書への追加条項または修正条項を

含む) は、本ソフトウェアならびにサポート サービス（該当する場合）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あり、本ソフトウェア、または本契約書が適用されるその他の内容に関し

てのすべての以前の口頭または書面による意思表示、提案、表明よりも優先して適用されます。サポー

ト サービスに関するマイクロソフトのポリシーまたはプログラムに定められた条項と本契約書の条項と

の間に不一致がある場合、書面による合意が存在する場合を除き、本契約書の条項が優先して適用され

るものとします。本契約書のある条項が無効、法的拘束力がない、または不法であると判決された場合、

残りの条項は効力を保持するものとします。   
 

 

品質保証規定 

 

以下の保証規定は、マイクロソフト コーポレーション（以下「マイクロソフト」といいます）の本ソフト

ウェアに関する品質保証規定です。本規定は、お客様が本ソフトウェアを入手された国や地域に関わらず

適用されます。本規定は、本ソフトウェアを入手された販売店等に対してお客様が有する法律上の権利に

影響を与えるものではありません。 

 

本ソフトウェアは、汎用の製品として設計され、かつ提供されるものであり、特定の目的のために設計さ

れたり、提供されたりするものではありません。お客様は、全くエラーのないソフトウェアというものは

ありえないものであることをご了承の上で本ソフトウェアをご使用になるものとし、そのため、本ソフト

ウェアのご使用に当たっては定期的にバックアップ ファイルを作成されることを強くお勧め致します。 

 

保証－お客様が有効なライセンスを取得されていることを条件として、マイクロソフトは、a) 本ソフトウ

ェアが、お客様が本ソフトウェアを入手された日から 90日間（但し、法律で認められる最も短い期間が

90日を超える場合はその最も短い期間）に限り、付属のマニュアル等の文書に記載された内容に従って実

質的に作動すること、および b) マイクロソフトがサポート サービスを提供する場合、そのサポート サー

ビスは実質的に、マイクロソフトから提供する、当該サポートに関する文書に記載されている通りに行わ

れるものであり、マイクロソフトのサポート エンジニアは、問題を解決するために合理的な範囲内で努力

し、注意し、またその技能を提供することを保証いたします。本ソフトウェアが本保証規定を満たさなか

った場合には、マイクロソフトは、その選択により、本ソフトウェアの交換、修補または本ソフトウェア

の代金の返還のいずれかを行います。本ソフトウェアの不具合が事故、誤用、または不正使用（本ソフト

ウェアの使用許諾契約書の規定に違反する使用を含みます）から生じた場合には、本保証はかかる不具合

には適用されません。交換または修補後の本ソフトウェアの保証期間は、もとの保証期間の残存期間の満

了日または、交換もしくは修補された本ソフトウェアの引渡し後 30日間の満了日のうちいずれか遅く到来

する日までとします。お客様は、上記の保証が本ソフトウェアおよびサポート サービスに関する唯一の保

証であることに同意するものとします。 

 



その他の保証の排除－マイクロソフトは、明示たると黙示たるとを問わず、本ソフトウェアおよびサポー

ト サービスについて、上記の保証以外にはいかなる保証（瑕疵担保責任などの法律上の責任を含みますが、

これに限定されません）もいたしません。かりに本条で除外できない保証責任が存在したとしても、かか

る保証責任は、お客様が本ソフトウェアを入手された日から 90日間のみ存続するものとします。 

 

責任の限定‐本保証規定において規定される場合を除き、マイクロソフトおよびその供給者は、本ソフト

ウェアの使用もしくは使用不能から生じるいかなる損害（事業利益の喪失、事業の中断、事業情報の喪失

その他の金銭的損失についての損害を含みますが、これらに限定されません）に関しても、一切責任を負

いません。たとえ、マイクロソフトがかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。本

保証規定または使用許諾契約書の下で生じるマイクロソフトおよび供給者の責任は、法律上除外が認めら

れない場合を除き、本ソフトウェアについてお客様が実際に支払った金額を上限とします。 

 

本ソフトウェアを日本で入手された場合、本保証規定は日本国法に準拠するものとします。ただし、欧州

連合諸国、アイスランド、ノルウェー、スイス、韓国で入手された場合は各地域の法律が適用され、その

他の国で入手された場合は米国ワシントン州法に準拠するものとします。 

 

本保証規定は、法律上無効とされない限度でその効力を有するものであり、仮に、本保証規定の一部の条

文が無効と判断された場合においても、残りの条文は引き続き有効であるものとします。 

 

 

本保証規定に関する疑問点その他については、本ソフトウェアに添付されているマイクロソフトの連絡先

宛てにお問い合わせいただくか、以下の Webサイトをご覧ください。http://www.microsoft.com/japan/ 
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