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Notandum(Windows earlier version) 

 

Creation date：2013-10-07 

 

 We can interpret the below-mentioned text from the "マイクロソフト製品使用権説明書 (2013 年 7 月版)"1 

as meaning that we may run Windows 8 Pro, or any earlier version of the “ソフトウェア” or of Windows 8 

Pro, in place of any permitted “インスタンス”. 

共通の使用条件 

(中略) 

インスタンスとは、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、または既存のインス

タンスを複製することにより作成されるソフトウェアのイメージをいいます。 

(中略) 

他のバージョンを使用する権利 

許可された複製またはインスタンスに関し、お客様は使用許諾されたバージョンの代わりに、旧バージョン、許

可されている別の言語バージョン、または提供されている別のプラットフォーム バージョン (32 ビット版や 

64 ビット版など) の複製またはインスタンスを作成、保存、インストール、実行し、またかかる複製またはイ

ンスタンスにアクセスすることができます。お客様は、製品固有の使用条件で許可されている方法でのみ、コン

ポーネントの別のバージョンを使用することができます。お客様が本ダウングレード権に基づき旧バージョンを

使用する場合、マイクロソフトは、http://support.microsoft.com/lifecycle に記載するサポート日の終了後にセ

キュリティ更新プログラムまたは製品もしくはサービスに関するサポートを提供する義務を負いません。 

(中略) 

Windows 8 Enterprise (Windows デスクトップ オペレーティング システムのソフトウェア アシュアランス

に基づく場合) 

(中略) 

ここで使用される「ソフトウェア」とは、Windows 8 Enterprise を意味します。 

(中略) 

6.お客様は、許可されているインスタンスの代わりに、Windows 8 Pro、または本ソフトウェアもしくは 

Windows 8 Pro の旧バージョンを実行することができます。 

 

We can interpret the below-mentioned text from the "ボリューム ライセンスプログラム共通製品表 (2013 

年 9 月版)"2 as meaning that Software Assurance coverage for the Windows desktop operating system on a 

licensed device gives us the option to use Windows 8 Enterprise in place of Windows 8 Pro on that device. 

Windows 8 Enterprise 

 

                                                   
1 マイクロソフト製品使用権説明書 (2013 年 7 月版) 

 http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=1 

 http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=6466 
2 ボリューム ライセンスプログラム共通製品表 (2013 年 9 月版) 

 http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2 

 http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=6605 

http://support.microsoft.com/lifecycle
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=1
http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=6466
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
http://www.microsoftvolumelicensing.com/Downloader.aspx?DocumentId=6605


2 

 

対象となるソフトウェア アシュアランスのお客様 

Windows デスクトップ オペレーティング システムに対する有効なソフトウェア アシュアランスをお持ちの

お客様にはこの特典をご利用いただけます。ライセンスを取得したデバイス上の Windows デスクトップ オペ

レーティング システムに対するソフトウェア アシュアランスにより、お客様は、そのデバイス上で Windows 8 

Pro の代わりに Windows 8 Enterprise を使用することができます。 

 

However, please note that we can interpret the below-mentioned text from "ボリューム ライ

センスプログラム共通製品表 (2013 年 9 月版)" as meaning that each desktop for 

which you acquire and on which you will 

run the Windows 8 Pro Upgrade must be 

licensed to run one of the “対象オペレーティ

ング システム” which Microsoft specifies. 

Windows 8 Pro Upgrade 

 

オペレーティング システム (OS) アップグレード ライセンス 

許諾されるデスクトップ オペレーティング システムのライセンスは、アップグレード ライセンスのみです。

デスクトップ オペレーティング システムのフル ライセンスを購入することはできません。したがって、お客

様が Windows 8 Pro Upgrade を実行する予定の対象となるすべてのデスクトップは、下記の対象オペレーティ

ング システムのいずれか 1 つを実行するためのライセンスを保有している必要があります。 

 

If you want to know the “対象オペレーティング システム” which Microsoft specifies, see the latest “製品表” 

on the following page. 

 製品表 

 http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2 

 

See the following page for details about the terms and conditions for how you can use the software. 

 マイクロソフトボリューム ライセンス ホームページ 

 http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/default.aspx 

 製品使用権説明書 (PUR) 

 http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=1 

 製品表 

 http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2 

 EES 

 http://www.microsoft.com/ja-jp/education/license/ees/default.aspx 

 

http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/default.aspx
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=1
http://www.microsoft.com/ja-jp/licensing/about-licensing/product-licensing.aspx#tab=2
http://www.microsoft.com/ja-jp/education/license/ees/default.aspx

