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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 

重要重要重要重要 ―――― 以下以下以下以下ののののライセンスライセンスライセンスライセンス契約書契約書契約書契約書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。。。。本使用許諾契約書本使用許諾契約書本使用許諾契約書本使用許諾契約書 (以以以以

下下下下「「「「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) はははは、、、、上記上記上記上記にににに示示示示されたされたされたされた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 ソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア製品製品製品製品 (以下以下以下以下

「「「「本製品本製品本製品本製品」」」」といいますといいますといいますといいます) にににに関関関関しておしておしておしてお客様客様客様客様 (自然人自然人自然人自然人またはまたはまたはまたは法人法人法人法人のいずれのいずれのいずれのいずれであるかをであるかをであるかをであるかを問問問問いまいまいまいま

せんせんせんせん) とととと Microsoft Corporation (以下以下以下以下「「「「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」」」」といいますといいますといいますといいます) とのとのとのとの間間間間にににに締結締結締結締結されるされるされるされる

法的法的法的法的なななな契約書契約書契約書契約書ですですですです。。。。本製品本製品本製品本製品はははは、、、、コンピュータコンピュータコンピュータコンピュータ 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含含含含みみみみ、、、、それにそれにそれにそれに関連関連関連関連したしたしたした媒体媒体媒体媒体、、、、

印刷物印刷物印刷物印刷物 (マニュアルマニュアルマニュアルマニュアルなどのなどのなどのなどの文書文書文書文書)、「、「、「、「オンラインオンラインオンラインオンライン」」」」またはまたはまたはまたは電子文書電子文書電子文書電子文書、、、、およびおよびおよびおよび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をををを含含含含むこともありますむこともありますむこともありますむこともあります。。。。本製品本製品本製品本製品にににに、、、、本契約書本契約書本契約書本契約書のののの修正修正修正修正またはまたはまたはまたは追加条項追加条項追加条項追加条項

がががが付属付属付属付属しているしているしているしてい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。。。。本製品本製品本製品本製品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、、、、複製複製複製複製、、、、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することによすることによすることによ

ってってってって、、、、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拘束拘束拘束拘束されることにされることにされることにされることに承諾承諾承諾承諾されたものとされたものとされたものとされたものとしますしますしますします。。。。本契約本契約本契約本契約

書書書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製品本製品本製品本製品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、、、、使使使使

用用用用またはまたはまたはまたは複製複製複製複製のいずれものいずれものいずれものいずれも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。。。。そのようなそのようなそのようなそのような場合場合場合場合、、、、未使用未使用未使用未使用のののの本製品本製品本製品本製品をををを直直直直ちにちにちにちに

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いただければいただければいただければいただければ、、、、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をををを全額払戻全額払戻全額払戻全額払戻しいたしますしいたしますしいたしますしいたします。。。。 

 

１１１１．．．．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  

お客様が本契約書のすべての条項および条件を厳守する限り、マイクロソフトはお客様に以下

の権利を許諾します。 

・・・・インストールインストールインストールインストールおよびおよびおよびおよび使用使用使用使用 

 お客様は、本製品のコピー 1 部をワークステーション、 ターミナル、またはその他のデバイスの

ような特定の 1 台のコンピュータ (以下「本ワークステーション コンピュータ」といいます) にイン

ストールして使用、アクセス、および表示することができます。お客様は、同時に、特定の 1 台

の本ワークステーション コンピュータで本製品を 2 プロセッサを超えて使用することはできませ

ん。お客様は、ファイルとプリンタの共有サービス、インターネットの情報サービス、およびリモ

ート アクセス (接続の共有およびテレフォニー サービスを含みます) のためにのみ本製品のサ

ービスを利用するため、最大 10 台のコンピュータまたはその他の電子デバイス (以下各々を

「デバイス」といいます) から同時に本ワークステーション コンピュータに接続することができま

す。接続数をプールまたは統合する「マルチプレキシング」またはその他のソフトウェア、ハード

ウェアを利用する場合であっても、間接的な接続数が上記の 10 台という制限を越えてはなら

ないものとします。下記に明記された NetMeeting、リモート アシスタンス、およびリモート デスク

トップ機能によって許可されている場合を除き、お客様は、デバイスに本製品用の別途のライ

センスが付属していない限り、本製品を使用して、本ワークステーション コンピュータ上のその

他の実行可能ソフトウェアをデバイスで使用、アクセスまたは表示することを許可したり、本製

品または本製品のユーザー インターフェイスをデバイスで使用、アクセス、または表示すること

を許可することはできません。 

 

・・・・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））））のののの必要性必要性必要性必要性 



本契約書に基づいて許諾されているライセンスの権利は、お客様が最初に本製品をインストー

ルしてから最初の 30 日に限定されています。ただし、セットアップ手順中に規定された方法で

必要な情報を提供し、許諾されたコピーのライセンス認証を行った場合はこの限りではありませ

ん。本製品のライセンス認証は、インターネットまたは電話 (接続料金が適用される場合があり

ます) を使用して行うことができます。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

製品を改変した場合は、本製品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。本製

品には、本製品の不正使用を防止する技術的手段が組み込まれています。お客様は、マイク

ロソフトがかかる手段を使用できることに同意するものとします。 

 

・・・・記憶装置記憶装置記憶装置記憶装置／／／／ネットワークネットワークネットワークネットワークのののの使用使用使用使用 

お客様は、ネットワークサーバーのような記憶装置に、本製品のコピー 1 部を蓄積またはインス

トールすることもできます。かかる記憶装置は、本製品を内部ネットワークで他のワークステー

ション コンピュータにインストールまたはそのコンピュータ上で使用するためだけに使用される

ものでなければなりません。ただし、本製品をインストール、使用、アクセス、または表示する別

の本ワークステーション コンピュータ 1 台につき、専用の追加ライセンスを 1 つ取得しなければ

なりません。また、本製品についての 1 つのライセンスを異なるワークステーション コンピュータ

間で共有したり同時に使用することはできません。 

 

 ・・・・ 権利権利権利権利のののの帰属帰属帰属帰属 

本契約書に明示的に規定されていないすべての権利は、マイクロソフトによって留保されま

す。 

 

２２２２．．．．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 

本製品がアップグレードである場合、本製品を使用するためには、マイクロソフトによってアップグレ

ード対象製品と指定されている製品の正規のライセンスをお客様がお持ちでなければなりません。

アップグレード後は、お客様はそのアップグレードの対象となる製品を使用することはできません。 

 

３３３３．．．．追加追加追加追加ののののソフトウェアソフトウェアソフトウェアソフトウェア/サービスサービスサービスサービス 

他の条項が付属していない限り、本契約書が、本製品の最初のコピーを取得した後でマイクロソフ

トによって提供される、または使用可能になる本製品のアップデート、機能追加、アドオン コンポー

ネント、またはインターネットベースのサービス コンポーネントに適用されます。本製品の使用により

お客様に提供される、または使用可能になるインターネットベースのサービスを中止する権利は、

マイクロソフトによって留保されます。本契約書は、お客様に、本製品に含まれている Windows 

Media Format Software Development Kit (以下「WMFSDK」といいます) コンポーネントを使用して 

Windows Media 技術を使用するソフトウェア アプリケーションを開発する権利を許諾するものではあ

りません。WMFSDK を使用してかかるアプリケーションを開発される場合は、

http://msdn.microsoft.com/workshop/imedia/windowsmedia/sdk/wmsdk.asp でWMFSDK に関する別

途のライセンスを受領して適切な WMFSDK をダウンロードし、お客様のシステムにインストールし

てください。 

 

４４４４．．．．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、本製品を他のワークステーション コンピュータに移管することができます。移管後は、

移管元の本ワークステーション コンピュータから本製品を完全に取り除かなければなりません。 

<<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>> 

本製品の最初のユーザーは、本製品を一度に限り他のユーザーに譲渡することができます。

ただしその場合、すべての構成部分、媒体、マニュアルなどの文書、本契約書、および該当す

る場合には Certificate of Authenticity を譲渡することを条件とします。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。 

<<レンタルレンタルレンタルレンタルのののの禁止禁止禁止禁止>> 

お客様は第三者に本製品をレンタル、リースまたは貸与したり、本製品を使用して商業的ホス

ティング サービスを提供することはできません。 

 

５５５５．．．．リバースリバースリバースリバース エンジニアリングエンジニアリングエンジニアリングエンジニアリング、、、、逆逆逆逆コンパイルコンパイルコンパイルコンパイル、、、、逆逆逆逆アセンブルアセンブルアセンブルアセンブルのののの制限制限制限制限 

お客様は、本製品をリバース 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

できません。 

 

６６６６．．．．契約契約契約契約のののの終了終了終了終了 

お客様が本契約書の条項または条件に違反した場合、マイクロソフトは、他の権利を害するこ

となく本契約を終了することができます。そのような場合、お客様は本製品の複製物およびそ

の構成部分をすべて破棄しなければなりません。 

 

７７７７．．．．そのそのそのその他他他他のののの権利権利権利権利およびおよびおよびおよび制限制限制限制限 

・NetMeeting/リリリリモモモモーーーートトトト アアアアシシシシススススタタタタンンンンスススス/リリリリモモモモーーーートトトト デデデデススススククククトトトトッッッッププププ機能機能機能機能 

本製品には、本製品またはアプリケーション ソフトウェアが本ワークステーション コンピュータ１台

にのみインストールされている場合でも、複数のコンピュータ間で本製品またはアプリケーション 

ソフトウェアを使用することができる NetMeeting、リモート アシスタンス、およびリモート デスクトップ技術が含ま

れていることがあります。お客様は、この NetMeeting、リモート アシスタンス、およびリモート デスクトップ技術を

利用して、すべてのマイクロソフト製品を使用することができます。ただし、特定のマイクロソフト製

品を使用する場合に追加のライセンスが必要となる場合があります。マイクロソフト製品であるか

否かを問わず、該当する製品に付属の使用許諾契約書をご参照になるか、NetMeeting、リモート ア

シスタンス、またはリモート デスクトップを使用する際の追加ライセンスの必要性の有無をその許諾者に確

認してください。 

・・・・データデータデータデータのののの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、本製品に関連した製品サポートサービス (該当

する場合) の一部として集めた技術情報を収集して使用することがあることに承諾されるものとしま

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もしくは技術

を提供するためにのみこの技術情報を使用することがあります。ただし、お客様を特定することと

なるような方法で技術情報を開示しないものとします。 

・・・・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 ゲームゲームゲームゲーム/アップデートアップデートアップデートアップデート機能機能機能機能 

本製品内のインターネット ゲームまたはアップデート機能を利用する場合は、その機能を使用



するために特定のコンピュータ システム、ハードウェア、およびソフトウェア情報を使用する必

要があります。これらの機能を使用することにより、お客様はマイクロソフトまたはその指定代理

人に、インターネット ゲームまたはアップデートのために必要な情報にアクセスしてその情報を

利用する権限を明示的に与えるものとします。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もしくは技術を提供するためにのみこの技術情報を使用する

ことがあります。ただし、お客様を特定することとなるような方法で技術情報を開示しないものと

します。 

・・・・インターネットベースインターネットベースインターネットベースインターネットベースののののサービスサービスサービスサービス 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 

本製品には、特定のインターネットベースのサービスを使用できるようにするコンポーネントが

含まれています。お客様は、マイクロソフトが、お客様が使用している本製品またはそのコンポ

ーネントのバージョンを自動的にチェックして、本製品のアップグレードまたは修正がお客様の

本ワークステーション コンピュータに自動的にダウンロードされるようにする場合があることを認

めるものとします。 

・・・・セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティ アップデートアップデートアップデートアップデート 

コンテンツ プロバイダーは、コンテンツの著作権を含め無体財産権が悪用されないように、本

製品に含まれているデジタルに関する権利を管理する技術 (以下「Microsoft DRM」といいま

す) を使用して、コンテンツの統合性を保護しています(以下「セキュリティ保護されたコンテン

ツ」といいます)。かかるセキュリティ保護されたコンテンツの所有者 (以下「セキュリティ保護され

たコンテンツの所有者」といいます) は、随時マイクロソフトに、Microsoft DRM を使用するマイ

クロソフト ソフトウェアまたは第三者のアプリケーションを通じてセキュリティ保護されたコンテン

ツを複製、表示または再生する機能に影響を与える本製品の Microsoft DRM コンポーネント

について、セキュリティに関連したアップデート (以下「セキュリティ アップデート」といいます) を

行うように要請することがあります。従って、セキュリティ保護されたコンテンツの使用を許可す

るライセンスをインターネットからダウンロードされる場合、マイクロソフトは、かかるライセンスと

共に、セキュリティ保護されたコンテンツの所有者がマイクロソフトに頒布するように要請したセ

キュリティ アップデートもお客様のコンピュータにダウンロードする場合があることに同意される

ものとします。ただし、マイクロソフトは、かかるセキュリティ アップデートをダウンロードすること

により、お客様のコンピュータから個人的に識別できる情報またはその他の情報を取得するこ

とはありません。 

 

８８８８．．．．Not for Resale 

本製品に「Not for Resale」または「NFR」と明記されている場合、デモンストレーション、テストま

たは評価以外の目的に使用できず、本製品を再販売またはその他のいかなる方法でも譲渡

することはできません。 

 

９９９９．．．．Academic Edition 

本製品に「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。 

 



１０１０１０１０．．．．輸出規制輸出規制輸出規制輸出規制 

お客様は、本製品がアメリカ合衆国で製品化されたものであることを認めるものとします。お客

様は、アメリカ合衆国の輸出管理規則ならびに日本国、アメリカ合衆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め

た、本製品に適用されるすべての国内法および国際法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/exporting/> をご参照ください。 

 

１１１１１１１１．．．．無保証無保証無保証無保証 

下記の品質保証規定（以下「本保証規定」といいます）は、お客様に適用される唯一の明示の品質

保証規定であり、ドキュメント、パッケージ、またはその他の意思表示に記載されるその他の明示的

保証（該当する場合）に代替するものです。本保証規定を除き、かつ法律上許容される最大限にお

いて、マイクロソフトおよびその供給者は、本製品およびサポートサービス（該当する場合）を現状

有姿かつ瑕疵を問わない条件で提供しています。そのため、本製品、および本製品を通じたまた

は本製品の使用により生じるサポートまたはその他のサービス、情報、ソフトウェア、および関連コン

テンツの提供もしくは提供不能に関して、本保証規定に規定されていない保証（商品性、特定の目

的に対する適合性、信頼性、可用性、応答の的確性、使用結果、職人的努力、ウィルスの不存在、

および過失の不存在についての黙示の保証、義務または条件を含むがこれらに限定されません）

を、明示、黙示、若しくは法律上のものであるとを問わず一切いたしません。本製品に関する権原、

平穏享有、平穏占有、表示との一致または権利侵害の不存在についての保証または条件につい

ても同様です。 

 

１２１２１２１２．．．．付随的付随的付随的付随的、、、、派生的派生的派生的派生的およびそのおよびそのおよびそのおよびその他損害他損害他損害他損害にににに関関関関するするするする免責免責免責免責 

法律上の請求の原因の種類を問わず、マイクロソフトおよびその供給者は、法律上許容される

最大限において、本製品の使用もしくは使用不能、本製品を通じたまたは本製品の使用により

生じるサポートまたはその他のサービス、情報、ソフトウェア、および関連コンテンツの提供もし

くは提供不能、またはその他本契約書に関して生じる特別損害、付随的損害、懲罰的損害、

間接損害、派生的損害、またはその他の一切の損害 (逸失利益、機密情報もしくはその他の

情報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシーの喪失、誠実義務または合理的な注意義

務を含めた義務の不履行、過失、またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定され

ません) に関しては、マイクロソフトまたはその供給者の過誤、不法行為（過失を含む）、無過失

責任、契約違反または保証違反の場合であっても、一切責任を負いません。たとえ、マイクロソ

フトまたはその供給者がこのような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。 

 

１３１３１３１３．．．．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、本製品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、また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。マイクロソフトは、いかなる第三者のサイトから受信されたウェブ 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責任を負いません。マイクロソフトは、便宜の一つとして

のみ第三者のサイトを提供しているのであって、いかなるリンクが含まれたとしても、マイクロソフ



トによる第三者のサイトの支持を意味するものではありません。 

 

１４１４１４１４．．．．責任及責任及責任及責任及びびびび救済手段救済手段救済手段救済手段のののの制限制限制限制限 

いかなる理由において生じる損害 (上記および本保証規定の損害および直接損害または通常

損害を含みますがこれらに限定されません) にも関わらず、本契約書に基づくマイクロソフトお

よびその供給者の責任 (本保証規定違反に関してマイクロソフトによって選択された修理また

は交換による対応を除きます) は、本製品についてお客様が実際に支払った金額または 700 

円のいずれか高い額を上限とします。たとえいかなる救済手段もその実質的目的を達せない

場合でも、上記の責任制限および免責条項 (本契約書第 11 条、12 条および本保証規定を含

む) が法律上最大限認められる限度で適用されます。 

 

１５１５１５１５．．．．準拠法準拠法準拠法準拠法 

本契約は、日本国法に準拠するものとします。 

 

１６１６１６１６．．．．完全完全完全完全なななな合意合意合意合意 

本契約書 (本製品に含まれる本契約書の追加および修正を含みます) は、本製品およびサポ

ート サービス (該当する場合) に関してお客様とマイクロソフトの間の完全な合意を構成し、本

製品または本契約書で扱われているその他の主題に関するすべての以前および同時の口頭

または書面による意思表示、提案、および表明を無効にします。マイクロソフトのポリシーまたは

サポートサービスに関する条項が本契約書の条項と異なる場合は、本契約書の条項が適用さ

れます。 

 

１７１７１７１７．．．．本製品は、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、本製品に関する権原、著作権、およびその他の無

体財産権を有しています。本製品は許諾されるもので、販売されるものではありません。 

 

限定保証限定保証限定保証限定保証 

お客様が、本製品を日本国内で入手された場合の品質保証およびその他の特別条項については、

『品質保証規定』の通りとします。 
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