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重要重要重要重要 - 以下以下以下以下のののの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 

本追加許諾契約書 (以下「本追加契約書」といいます) 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。マイクロソフトは、お客様が Microsoft Developer Network Subscription Program に参加された際に

お客様およびマイクロソフトが締結したマイクロソフト ソフトウェア用マスタ使用許諾契約 (以下「本

マスタ契約書」といいます) の条項および条件に従い、お客様に対して本追加契約書が付属するマイクロ

ソフト製ソフトウェアを許諾します。これには、コンピュータ ソフトウェアが含まれ、それに関連した

媒体、印刷物（マニュアルなどの文書）、オンライン文書または電子文書、およびインターネット ベー

スのサービスが含まれることもあります (以下総称して「本ソフトウェア」といいます)。お客様が 

Microsoft Developer Network 加入者であり、本マスタ契約書を締結されている場合のみ、本ソフトウェア

を使用されることができます。本ソフトウェアをインストール、コピー、または使用することによって、

お客様は本マスタ契約書および本追加契約書の条項に拘束されることに同意されたものとします。本マ

スタ契約書を締結されていない場合、お客様は本ソフトウェアのインストール、コピー、またはその他

の使用を一切行うことはできず、本追加契約書に基づく権利を取得することはできません。  

 

本製品は、お客様の許可なく、お客様個人を特定できる情報を、ご使用のコンピュータからマイクロソ

フトのコンピュータ システムに転送することはありません。  

 

本ソフトウェアは追加ソフトウェアであり、過去に許諾された Microsoft Windows XP Media Center Edition 

のコピーのアップデート、追加、または交換のみを行うことを目的として提供されます。お客様が 

Microsoft Windows XP Media Center Edition の正規契約書を持っていない場合、お客様は本ソフトウェアを

インストールしたり、コピーしたり、その他の方法で使用することは認められません。 

 

1. デバイスデバイスデバイスデバイスによるによるによるによる接続接続接続接続  

お客様は、ファイルとプリンタの共有サービス、インターネット情報サービス、インターネット接続

共有およびテレフォニー サービスのうち 1 つまたは複数の本ソフトウェア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「本デバイス」といいます) 

から同時に本コンピュータ 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 台という制限を超えてはならないものとします。1 人のユーザーのみが一度に本ソフ

トウェアを使用、アクセス、表示、もしくは実行する限り、本デバイスと本コンピュータ の間のデ

ータの同期化などの本ソフトウェアのその他の利用は上記の 10 台の接続数制限に含まれないものと

します。本 1 条は、いかなる本デバイスからであれ、本コンピュータ  セッションにアクセスする権

利を許諾しません。"セッション" とは入出力および表示周辺機器を利用して、本コンピュータ と対

話しているエンド ユーザーに提供される機能と同等の機能を実現する本ソフトウェアのあらゆる使

用方法を意味します。 

2. 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  

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、お客様が最初に本ソフトウェアを

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。本ソフトウェアのライセンス認証は、インターネットまたは電話 

(通信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ソフトウェアの設定を変更した場合は、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。本ソフトウェアには、本ソフ

トウェア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。マイクロソフトは、お客

様が本ソフトウェアの正規に許諾されたコピーをお持ちであることを確認するためにこれら

の手段を使用するものとします。お客様が本ソフトウェアの許諾されたコピーを使用してい



ない場合、お客様には本ソフトウェアまたは今後の本ソフトウェアの更新プログラムをイン

ストールすることは認められません。Microsoft Licensing, GP, Microsoft Ireland 

Operations Limited and/or Microsoft (China) Co. Limited (“MS”), マイクロソフトは、この

確認処理中に、本コンピュータ からお客様を個人的に特定できる情報を収集することはあり

ません。 

3. 自動的自動的自動的自動的なななな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  

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。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。マイクロソフトが、本機能を通じてお客様から個人情報を取

得することはありません。本機能に関する詳細情報については、本ソフトウェア付属の文書、マイク

ロソフト オンライン サポート サイト、もしくは http://www.microsoft.com/info/ja/privacy.mspx のプラ

イバシーに関する声明をご覧ください。 

3.1 Windows Update 機能機能機能機能  

本コンピュータ にハードウェアを接続した場合、ハードウェアと通信するために必

要なドライバが含まれ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って

正しいドライバをマイクロソフトから取得し、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。 

3.2 Web コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ機能機能機能機能  

本ソフトウェアの初期設定では、お客様がインターネットに接続している場合、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

お客様の本コンピュータ 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コンピュー

タ 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。 

3.3 デジタルデジタルデジタルデジタル証明書証明書証明書証明書  

本ソフトウェアは x.509 標準に基づいたデジタル証明書を使用します。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。ソフトウェアは証明書を読み出し、認証失効リストを更新します。これらのセキュリテ

ィ機能はインターネットを使用するときにのみ動作します。 

3.4 自動自動自動自動ルートルートルートルート更新更新更新更新  

自動ルート更新機能は信頼できる証明機関のリストを更新します。お客様は、自動

ルート更新機能を解除することができます。 

3.5 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

本コンピュータ 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。 

 3.6 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（以下「保護コンテンツ所有者」といいます）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コピー、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本コンピュータ 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本コンピュータ 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、マイクロソフトが作成した 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。第三者が作成した 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、お客様がご自分の本コンピュータ 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。  

4. リモートリモートリモートリモート デスクトップデスクトップデスクトップデスクトップ/リモートリモートリモートリモート アシスタンスアシスタンスアシスタンスアシスタンス/NetMeeting  

本ソフトウェアには、本コンピュータ  (ホスト デバイスと呼ばれることがあります) にインストール

されている本ソフトウェアまたはアプリケーションを他の本デバイスからリモートで使用できるよう

にする、リモート デスクトップ、リモート アシスタンスおよび NetMeeting 技術が含まれていること

があります。お客様は、本デバイス １ 台につき本ソフトウェア ライセンスを 1 つ追加で取得された

場合に限り、任意の本デバイスから本コンピュータ  セッションにアクセスするために本ソフトウェ

アのリモート デスクトップ技術 (もしくは同様の用途のために同様の機能を提供する他のソフトウェ

ア) を使用することができます。この規則に対する例外として、本コンピュータ の一次使用者は、本

デバイスの追加ライセンスを取得しなくても任意の本デバイスから本コンピュータ  セッションにア

クセスすることができます。お客様は、リモート アシスタンスまたは NetMeeting (または同様の目的

で同様の機能を提供するその他のソフトウェア) を使用している間、本デバイスの接続数に制限なく、

かつ本ソフトウェアの追加ライセンスを取得することなく、セッションを他のユーザーと共有するこ

とができます。マイクロソフト、または他社のアプリケーションをリモート デスクトップ、リモー

ト アシスタンスまたは NetMeeting と共に使用する場合、追加のライセンスを取得せずに使用できる

かどうかについては、ソフトウェア添付の使用許諾契約書をご確認になるか、ライセンス元にご連絡

ください。上記に明記された NetMeeting およびリモート アシスタンス機能によって許可されている

場合を除き、本ソフトウェアの 1 つのライセンスを異なるコンピュータ 間で共有したり同時に使用

することはできません。  

5. 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、本ソフトウェアのコピー 1 部を蓄積またはイ

ンストールすることもできます。その場合、お客様は、本ソフトウェアを内部ネットワークで他のコ

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かかる記憶装置上のコ

ピーを使用しなければなりません。ただし、記憶装置から本ソフトウェアをインストール、使用、ア



クセス、表示または実行する別の本コンピュータ  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。上記に明記された NetMeeting およびリモート アシスタンス機能によって許可

されている場合を除き、本ソフトウェアの 1 つのライセンスを異なるコンピュータ 間で共有したり

同時に使用することはできません。  

6. 電子的電子的電子的電子的ななななテレビテレビテレビテレビ番組表番組表番組表番組表 

本ソフトウェアにカスタマイズされた番組表を表示する電子的なテレビ番組表サービス (以下「EPG」と

いいます) へのアクセスが含まれる場合、お客様の EPG サービスに関する条項および条件が別途の EPG 

サービス契約書 (以下「EPG サービス契約書」といいます) に拘束されることにお客様がご了承されたも

のとします。EPG は、広告コンテンツやその他の関連する EPG データが含まれます。これらのデータは

本ソフトウェアが受信して、データ ファイルとして本ソフトウェアに格納されます。EPG サービス契約

書にご了承されない場合、お客様は本ソフトウェアを継続して使用することができますが、EPG を利用

することができません。EPG は、すべての地域でご利用になれない場合があります。EPG サービス契約

書のアクセスについては、本ソフトウェアのドキュメントを参照してください。 

7. 関連関連関連関連メディアメディアメディアメディア情報情報情報情報 

お客様が本ソフトウェアと関連し、再生エクスペリエンスの一部として関連メディアを要請した場合、

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ることにご了承されたものとします。注 : 一部

の国もしくは地域では法律や規則により、お客様がご覧になれるコンテンツが規制されている場合があ

ります。お客様がこのような法律や規則の対象になるかどうかご確認ください。 

 

8. 赤外線受信機赤外線受信機赤外線受信機赤外線受信機ののののアップデートアップデートアップデートアップデートのののの了承了承了承了承 

本ソフトウェアには、一部の Microsoft Windows XP Media Center Edition 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。お客様が本追加契約

書をご了承された場合、本ソフトウェアがこの装置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。 

 

9. Media Center Edition のののの特定地域特定地域特定地域特定地域でのごでのごでのごでのご利用利用利用利用にににに関関関関するするするする通知通知通知通知    

Windows XP Media Center Edition は、すべての地域でご利用になれない場合があります。たとえば、

Media Center Edition のドキュメントに記載されている電子番組ガイドやテレビ チューナの設定方

法など、特定の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 Edition のドキュメントをご覧ください。 

10. 権利権利権利権利およびおよびおよびおよび所有権所有権所有権所有権のののの留保留保留保留保  

本契約書で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。本ソフト

ウェアは、著作権およびその他の知的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、およびその他の知的財産権を

有しています。本ソフトウェアは許諾されるものであり、販売されるものではありません。 

11. バックアップバックアップバックアップバックアップ コピーコピーコピーコピー 

本ソフトウェアのバックアップ コピーは 1 つ作成することができます。お客様は、本ソフトウェアの保

存およびサーバーへの再インストールの目的に限り、1 つのバックアップ コピーを使用できます。本追

加契約書または法律によって明示的に規定されている場合を除き、本ソフトウェアのそれ以外のコピー 

（本ソフトウェアに付属の印刷物のコピーも含みます） を作成することはできません。本ソフトウェア

の CD またはバックアップ コピーを他のユーザーに貸与、レンタル、リース、賃貸、またはその他の方

法で譲渡することはできません。 

12. 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

はできません。 

13. レンタルレンタルレンタルレンタル、、、、リースリースリースリースまたはまたはまたはまたは商業的商業的商業的商業的ホスティングホスティングホスティングホスティングのののの禁止禁止禁止禁止  



お客様は本ソフトウェアをレンタル、リースまたは貸与したり、本ソフトウェアを使用して、第三者に

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。 

14. 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。 

15. 保守管理保守管理保守管理保守管理 

マイクロソフトは、本契約書に基づき許諾されている本ソフトウェアを保守管理する義務、本ソフト

ウェアについて技術サポートを提供する義務および本ソフトウェアをアップデートする義務をいずれ

も負いません。いかなる場合もマイクロソフトは、お客様の評価に関連して、お客様に対し評価版で

はないバージョンの本ソフトウェアのコピーを無償で提供する義務を負いません。 

16. MPEG-4 映像標準映像標準映像標準映像標準にににに関関関関するするするする注意注意注意注意  

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、ビデオ情報

のデータ圧縮を行うためのフォーマットです。このテクノロジに関しては、MPEG LA, L.L.C. との契約上、

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。  

 

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。 

 

これらについてご質問がある場合、MPEG LA, L.L.C., 250 Steele Street, Suite 300, Denver, Colorado 80206; 

Telephone 303 331.1880; FAX 303 331.1879 www.mpegla.com にご連絡ください。 

 

17. 免責 

マイクロソフトおよびその供給者は、本ソフトウェアおよびサポート サービス（該当する場合）を何等

保証もない現状有姿のまま瑕疵を問わない条件で提供しています。そのため、法律上許容される最大限

において、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアの使用により生じた事態の一切およびサポートまたは

本ソフトウェアを通じたその他のサービス、情報、ソフトウェア、および関連コンテンツの提供若しく

は提供不能に関するその他のいかなる保証および条件 (商品性、特定目的に対する適合性、信頼性また

は可用性、応答の的確性、使用結果、職人的努力の存在、ウィルスの不存在、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みますがこれらに限定されません) も、明示、黙示、または法律上の

ものであるかを問わず一切いたしません。また、本ソフトウェアに関する権原、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。 

 

18. 付随的、派生的、またはその他の損害に関する免責 

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、本ソフトウェアの使用または

使用不能、本ソフトウェアを通じたもしくは本ソフトウェアの使用から生じるサポートやその他のサー

ビス、情報、ソフトウェア、関連コンテンツの提供もしくは提供不能、または本契約書の条項に関して

生じるいかなる特別損害、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

義務もしく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に落ち度、不法行為 (過失を

含む)、不実表示、無過失責任、契約違反または保証違反がある場合においても、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事前にこれらの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。  



 

19. 責任および救済手段の制限 

いかなる理由において生じる損害 (上記のすべての損害およびすべての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) にもかかわらず、本契約書に基づくマイクロソフトおよびその供給者

の責任およびお客様の唯一の救済手段は、合理的な信頼に基づくお客様の実際の損害額 (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) または 700 円のいずれか高い額に限定されま

す。前述の制限および免責は、たとえいかなる救済方法がその実質的目的を達成しない場合においても、

法律で許される最大限度まで適用されます。 
 

20. 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。 
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