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以下以下以下以下のののの追加使用許諾契約書追加使用許諾契約書追加使用許諾契約書追加使用許諾契約書 (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

が添付されているソフトウェアをインストールまたは使用することによって、お客様は本契約書

の条項に同意されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合は、本ソフトウェアをイ

ンストールまたは使用することはできません。この場合、未使用の本ソフトウェアを購入店へご

返品いただければ、お支払いいただいた金額の全額払戻しを受けられる場合があります。 

 

本ソフトウェアは、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。  

 

 

1. 総則総則総則総則 

 

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。付属するマイクロソ

フト製ソフトウェアには、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 (以下総称して「本 OS コンポーネント」といいます) が含まれることがあります。本 OS コ

ンポーネントは、Microsoft Windows XP Professional Edition  または Windows XP Home Edition (以

下「本 OS ソフトウェア」といいます) の既存の機能を更新、補完、または置き換える目的で提

供されるものです。本 OS コンポーネントの使用は、マイクロソフトまたはその他の法人からお

客様に許諾された本 OS ソフトウェアの使用許諾契約書 (以下「本 OS ソフトウェア契約書) の条

項および条件が適用されます。また、本契約書の条項および条件に拘束されるものとします。該

当する本 OS ソフトウェア使用許諾契約書と本契約書の条項および条件が一致していない場合は、

本契約書が優先されるものとします。 

 

本 OS ソフトウェアのライセンス取得済みの正規コピーをお持ちでない場合、お客様は本 OS コ

ンポーネントのインストール、コピー、またはその他の使用を行うことはできず、本契約書に基

づく権利を取得することはできません。 

 

2. 本本本本 OS 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一般的一般的一般的一般的なななな条項条項条項条項およびおよびおよびおよび条件条件条件条件 

 

a. 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 マイクロソフトはお客様に対し、お客様が本 OS ソフトウェア

契約書 (下記に別途規定する場合を除き、本契約書に組み込まれています)、および本契約

書の条項に従うことを条件として、該当する正規に許諾された本 OSソフトウェア のコピ

ーが作動しているお客様のコンピュータ 1 台につき、本 OS コンポーネントのコピーを 1 

部複製し、インストールして使用する権利を許諾します。  

 

b. 権利権利権利権利のののの留保留保留保留保 本 OS コンポーネントは、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。マイクロソフトまたはその供給者は、本 OS コンポ

ーネントに関する権原、著作権、およびその他の知的財産権を有します。本契約書におい

てお客様に明示的に許諾されていない権利はすべて留保されます。本 OS コンポーネント

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。  

 

c. 用語用語用語用語のののの定義定義定義定義 本契約書中で定義されていない語については、本 OS ソフトウェア契約書で

定義されている場合、その定義と同じ意味を持ちます。 



 

3. デバイスデバイスデバイスデバイス接続接続接続接続 本 OS ソフトウェアの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またはテレフォニー サービスを利用するためにお客様

の本ワークステーション コンピュータに本デバイスを接続される場合、一度に 1 名のみのユー

ザーが本 OS ソフトウェアを使用、アクセス、表示、もしくは実行し、接続された本デバイスが

本ワークステーション コンピュータ セッションにアクセスしていない場合に限り、本 OS ソフ

トウェアのその他の利用における最大接続数の制限を受けないものとします。"セッション" とは

入出力および表示周辺機器を利用して、本ワークステーション 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 OS ソフトウェアのあらゆる使用方法

を意味します。 

 

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 お客様が本 OS コンポーネントを有効に許諾された Windows XP 

Professional Edition と共に使用し、本 OS ソフトウェアのリモート デスクトップ機能を使用され

る場合、本ワークステーション コンピュータ セッションをアクセスするために使用する各本デ

バイス 1 台につき本 OS ソフトウェア ライセンスを別途 1 つ取得される必要があります。ただし、

本ワークステーション コンピュータの一次使用者は、本デバイス用の追加の本 OS ソフトウェア 

ライセンスを取得せずに制限なく本デバイスからセッションにアクセスすることができます。お

客様が本 OS コンポーネントを有効に許諾された Windows XP Home Editionと共に使用される場

合、お客様の本 OS ソフトウェア ライセンスはいかなる本デバイスからであれ、本ワークステー

ション コンピュータ セッションにアクセスするためにマイクロソフト 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

きません。これらの技術は Windows XP Professional Edition のみで許諾されます。 

 

5. 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 OS ソフトウェアおよび本 OS コンポーネン

ト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 OS 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。 

 

a. Windows Update 機能機能機能機能 本ワークステーション 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 OS 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。 

 

b. 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 OS 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ワークステーション 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ワークステーション 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。 

 



c. 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 OS 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。 

 

d.    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。 

 

e. 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、Microsoft 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、お客様の本ワークステーション 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。 

 

f. 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 OS 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

トがお客様の本ワークステーション 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ワ

ークステーション 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

の本ワークステーション 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。 

 

6. 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 OS コンポーネントには、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。 

 

7. 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 本 OS ソフトウェア使用許諾契約書および本契約書は、お客様が本 

OS ソフトウェアおよび本 OS コンポーネントに関連して受けるサポート サービスに適用される

ものとします。 

 

8. セキュリティセキュリティセキュリティセキュリティにににに関関関関すすすするるるる通知通知通知通知  セキュリティの突破および悪意のあるソフトウェアから守るた

め、お客様のデータおよびシステム情報を定期的にバックアップし、ファイアウォールなどのセ

キュリティ機能を利用し、セキュリティ更新プログラムをインストールして使用してください。 

9. 保証保証保証保証、、、、免責免責免責免責、、、、およびおよびおよびおよび制限制限制限制限 

 

本 OS ソフトウェアがマイクロソフトまたはその全額出資の子会社によって許諾されている場合、

本 OS コンポーネントについては、本 OS ソフトウェア契約書により適用のある品質保証規定 (該

当する場合) が適用されます（ただし、本 OSコンポーネントがかかる品質保証規定の有効期間

内に許諾されている場合に限ります。）。しかし、本契約書は、保証期間を延長するものではあ

りません。  

 

本 OS ソフトウェアがマイクロソフトまたはその全額出資の子会社以外の法人によって許諾され

ている場合、次が適用されるものとします。(a)  本 OS ソフトウェア契約書内で記載されている

「追加コンポーネント」とは本 OS コンポーネントのことをいいます。(B) 本 OS ソフトウェア契

約書で明記されている「製造者」は、本契約書に関係せず、製造者は本契約書に基づいて本 OS 

コンポーネントに関連したサポートを提供する責任が一切ありません。および (c) 本 OS コンポ

ーネントにより更新、追加、もしくは置換されない本 OS ソフトウェアの部分に関しては、本 

OS ソフトウェア契約書が効力を維持するものとします。本 OS ソフトウェアがマイクロソフト

またはその全額出資の子会社以外の法人によって許諾されている場合、次の 3 つの条項も適用さ

れるものとします。 

 

免責免責免責免責  マイクロソフトおよびその供給者は、お客様に本 OS コンポーネントおよび (該当す

る場合) サポート サービス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

ます。そのため、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 OS コンポーネント、およびサポート サービスまたは本 OS コンポーネントを通じたそ

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もしくは提供不能に

関して、または本 OS コンポーネントの使用から生じる本保証規定に規定されていない保

証または条件 (黙示上の保証、商品性の義務や条件、特定の目的に対する適合性、信頼性ま

たは可用性、応答の的確性または完全性、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みます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 

OS コンポーネントに関する権原、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。  

 

付随的付随的付随的付随的、、、、派生的派生的派生的派生的、、、、またはそのまたはそのまたはそのまたはその他他他他のののの損害損害損害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 OS コンポーネントの使用または使用不能、本 OS コ



ンポーネントを通じたもしくは本 OS コンポーネント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、

無過失責任または製造物責任、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。  

 

責任責任責任責任およびおよびおよびおよ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 (上記のすべての損害および

契約またはその他における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) かにかかわらず、本契約書の規定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、お客様が本ソフトウェアを合理的に信頼したことに

より現実に被った損害額 (本 OS コンポーネント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。 
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