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この簡易ガイドは、すべてのマイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムに適用されます。 
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概要 

このライセンス簡易ガイドでは、オペレーティング システムの購入、ライセンスの譲渡、およびライセンスの再割り当て

に関する Microsoft オペレーティング システムのライセンス要件について説明します。 

この簡易ガイドの更新内容 

この簡易ガイドは、2014 年 12 月に発行された前のバージョンの代わりとなるものです。この簡易ガイドには Windows 

10 が反映され更新されています。 

定義 

オペレーティング システム ライセンスの譲渡: オペレーティング システム ライセンスを第三者に譲渡することを指し

ます。 

オペレーティング システム ライセンスの再割り当て: オペレーティング システム ライセンスの再割り当てを行い、こ
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れに伴いオペレーティング システム ソフトウェアをあるデバイスから別のデバイスに再展開することを指します。新し

いデバイスでコンポーネントの大幅なアップグレードが必要になる場合があります。 

ボリューム ライセンスのアップグレード ライセンス: Windows アップグレード ライセンスは、ライセンスが最初に割

り当てられたデバイスでのみ使用できるため、再割り当てを行うことはできません。ただし、ボリューム ライセンスでは、

適切なライセンスを取得した交換用のデバイスにソフトウェア アシュアランスを再度割り当てることができます。交換用

のデバイスは、再割り当てを行う日付の時点で利用可能なデスクトップ PC オペレーティング システムの最新版を実行

できるライセンスを取得している必要があります。また、再割り当て対象のソフトウェア アシュアランスに基づいてイン

ストールされた、すべてのデスクトップ PC オペレーティング システムのアップグレードを元のデバイスから消去する

必要があります。上記以外の方法では、発注した基となるライセンスからソフトウェア アシュアランスを分離することは

できません。 

詳細 

オペレーティング システムの購入条件 

マイクロソフト ボリューム ライセンス プログラムでは、デスクトップ PC のフルライセンスの Windows オペレーテ

ィング システム ライセンスを購入することはできません。購入できるのは、アップグレード ライセンスのみになります。

お客様の PC がマイクロソフトのボリューム ライセンス プログラムを通じた Windows Pro アップグレード ライセン

スまたは Windows Enterprise アップグレード ライセンスの対象となるには、対象となるフルライセンスのデスクトッ

プ PC オペレーティング システムのライセンスを取得し、お使いのデバイスにインストールしている必要があります。

デスクトップ PC のフルライセンスの Windows オペレーティング システム ライセンスは、OEM (Original 

Equipment Manufacturer) により新しい PC にプレインストールされた形で購入することができます。 

 Windows ライセンスの譲渡 Windows ライセンスの再割り当て  

OEM ライセンス 

 

Windows デスクトップ PC オペレーティン

グ システムの OEM ライセンスは、ソフト

ウェアが最初にインストールされたデバイス

でのみ使用できます。このため、OEM ライ

センスをデバイスとは別に第三者に譲渡する

ことはできません。ライセンスとデバイスを

共に譲渡する場合にのみ、ライセンスは何度

でも譲渡することができます。 

デスクトップ PC の Windows オペレーティ

ング システムの OEM ライセンスは、OEM ラ

イセンスがプレインストールされているデバイ

スでのみ使用できます。このため、OEM ライセ

ンスを別のデバイスに再度割り当てることはで

きません。 
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ボリューム ライセ

ンスのアップグレ

ード ライセンスと

マイクロソフト ソ

フトウェア アシュ

アランス 

 

Windows デスクトップ PC オペレーティン

グ システムのボリューム ライセンスのアッ

プグレード ライセンスは、ソフトウェアが最

初にインストールされたデバイスでのみ使用

できます。このため、ボリューム ライセンス

のオペレーティング システム ライセンスを

デバイスと別に譲渡することはできません。ボ

リューム ライセンスのライセンスを第三者に

譲渡する場合は、その他の制限事項も適用され

ます。詳細については、お持ちの契約書をご確

認ください。 

デスクトップ オペレーティング システム 

(Windows VDA を除く) のライセンスの割り

当ては永続的なものですが、ソフトウェア アシ

ュアランス (SA) では以下の例外が認められて

います。  

短期間のうち (直近の割り当てから 90 日以

内) でなければ、SA の契約を元のデバイスから

交換用のデバイスに再度割り当てることができ

ます。ただし、以下の条件を満たす必要があり

ます。(1) 最新バージョンの対象オペレーティ

ング システムのライセンスを取得し、交換用の

デバイスにインストールしたうえで、その交換

用のデバイスに基となる Windows Enterprise 

のライセンスを再度割り当てること。(2) 元の

デバイスから関連するオペレーティング シス

テムのアップグレードを削除すること。 

パ ッ ケ ー ジ 製 品 

(FPP) のライセン

ス  (Windows 7 

およびそれ以前の

バージョンのみ) 

Windows デスクトップ PC オペレーティン

グ システムのパッケージ製品のライセンス

は、第三者に一度だけ譲渡することができま

す。ただし、ライセンスを取得しているデバイ

スとは別にライセンスを譲渡する場合は、その

デバイスからソフトウェアをアンインストー

ルして完全に消去する必要があります。 

Windows デスクトップ PC オペレーティング 

システムのパッケージ製品のライセンスは、別

のデバイスに再度割り当てることができます。

ただし、ライセンスを別のデバイスに再度割り

当てる前に、そのライセンスの下で導入された

ソフトウェアをアンインストールして完全に消

去する必要があります。 

ボリューム アクティベーション 

Windows 製品のライセンス認証とは、お客様の Windows が正規のライセンスを取得していることをお客様が確認でき

るようにする一連のテクノロジです。製品のライセンス認証は、Windows 8 (またはより新しいバージョン) のすべての

エディションで必要です。 

ボリューム アクティベーションを利用すれば、大規模企業のお客様は、ライセンス認証プロセスを自動化し、ユーザーに

このプロセスを意識させないようにすることができます。ボリューム アクティベーションは、ボリューム ライセンス プ

ログラムの対象になっているコンピューターと、最初に Windows Vista で導入されその後拡張されたボリューム ライセ

ンス メディアを使用するお客様に適用されます。これはライセンス認証用ツールとして厳密に使用されるものであり、ラ

イセンスの請求や課金には関連していません。 



オペレーティング システムのライセンス要件 

2015 年 ８ 月    4 

キー マネージメント サービスおよびマルティプル アクティベーション キーによるライ

センス認証 

キー マネージメント サービス (KMS) を使用すると、組織は、社内でホストされるサービス を通じてお客様の環境内の

コンピューターのライセンス認証を行うことができます。また、マルティプル アクティベーション キー (MAK) では、

マイクロソフトがホストするライセンス認証サービスを使用して、1 回限りのコンピューターのライセンス認証を行うこ

とができます。お客様は、両方またはいずれかのキーを使用して、お客様の環境内のコンピューターのライセンス認証を

行うことができます。 

Microsoft Active Directory によるライセンス認証 

Active Directory ベースのライセンス認証では、ドメインに接続され、Windows 8 (またはより新しいバージョン)また

は Windows Server 2012 (またはより新しいバージョン)すべてのコンピューターについて、コンピューターのセットア

ップ中に自動的かつ透過的にライセンス認証が行われます。これらのクライアントは、ドメインのメンバーであり、ドメ

イン コントローラーと定期的に通信を行っている限り、ライセンス認証が維持されます。 

よく寄せられる質問 (FAQ) 

1. ボリューム ライセンスのお客様が、オペレーティング システムがプレインストールされていないデバイスを購入

し、ボリューム ライセンスを通じてWindows オペレーティング システムのライセンスを取得することはできま

すか。 

いいえ。すべて OEM (Original Equipment Manufacturer) によって Windows オペレーティング システムがプ

レインストールされた新規 PC を購入しなければなりません。 

マイクロソフトのボリューム ライセンス プログラムでは、Windows オペレーティング システムのフルライセン

スは提供しておりません。このプログラムでは、Windows デスクトップ PC ライセンスのアップグレード ライセ

ンスのみを提供しています。ボリューム ライセンスの Windows デスクトップ PC オペレーティング システムの

メディアを使用してフルオペレーティング システムをインストールしているお客様が、ライセンス取得済みのソフ

トウェアがプレインストールされていないコンピューターを購入された場合、デスクトップ PC オペレーティング 

システム ソフトウェアに対するライセンスを正式に取得したことにはなりません。対象となるライセンス取得済み

のデスクトップ PC オペレーティング システムをデバイスにインストールせずにボリューム ライセンスのアップ

グレード ライセンスを購入された場合、この同じオペレーティング システム メディアを使用しても、ライセンス

を正式に取得したことにはなりません。 

2. シナリオ: お客様は、ライセンス取得済みの Windows 7 Professional がプレインストールされている古いデバ

イスを、ボリューム ライセンス プログラムで取得した Windows 10 Pro アップグレード ライセンスを使用し

て Windows 10 Pro にアップグレードしました。お客様がこのデバイスをチャリティーに寄付する場合、新しく

インストールした  Windows 10 Pro ソフトウェアをデバイスから消去し、そのライセンスを組織内の別のデバ

イスに再割り当てすることは可能ですか。 
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いいえ、できません。マイクロソフトのボリューム ライセンス プログラムでは、オペレーティング システム ラ

イセンスは最初に割り当てられたコンピューターでのみご使用いただけます。お客様が現在の Windows デスクト

ップ PC オペレーティング システムのアップグレード ライセンスをマイクロソフトのボリューム ライセンス プ

ログラムを通じて購入し、そのライセンスをデバイスに割り当ててデスクトップ PC オペレーティング システムの

アップグレードをインストールした場合、ライセンスはそのデバイスでのみ使用することができます。デスクトッ

プ PC オペレーティング システム ソフトウェアが元のデバイスから消去されたかどうかに関係なく、お客様はこ

のライセンスを別のデバイスに再割り当てすることはできません。 

3. ボリューム ライセンスのお客様が、古いコンピューターをデスクトップ PC オペレーティング システムを持たな

い新しいコンピューターに交換し、ボリューム ライセンス メディアを使用して Windows オペレーティング シ

ステムをインストールすることを希望されています。これは可能でしょうか。お客様がこの新しいコンピューター

用にボリューム ライセンス アップグレードを注文された場合はどうなりますか。 

ボリューム ライセンス メディアは、ライセンスを取得したデスクトップ PC にソフトウェアを導入する場合にの

み使用できます。新規の、つまり "フルライセンスの" Windows デスクトップ PC ライセンスを、マイクロソフト

のボリューム ライセンス プログラムを介して購入することはできません。Windows デスクトップ PC オペレー

ティング システムのアップグレード ライセンスでは、アップグレードのみを行うことができます。ボリューム ラ

イセンスを通じた Windows アップグレード ライセンスの対象となるには、お客様はまず、OEM によりプレイン

ストールされた形でフルライセンスの Windows デスクトップ PC ライセンスを購入する必要があります。 

4. ボリューム ライセンスのアップグレード ライセンスの対象となるデスクトップ PC オペレーティング システム 

ライセンスについては、どこに記載されていますか。 

ボリューム ライセンスで Windows デスクトップ PC オペレーティング システムのアップグレード ライセンス

を購入できるオペレーティング システムの一覧については、製品条項をご覧ください。 

5. ソフトウェア アシュアランスに基づき Windows Enterprise を使用して PC の再イメージングを実行し、その

ソフトウェア アシュアランスの有効期間が終了した場合、またはライセンスを取得したユーザーが会社を辞めた場

合 (Windows Software Assurance per User の場合) はどうなりますか。  

ライセンスを取得した元のオペレーティング システムに PC を戻す必要があります。 
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