マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項
WINDOWS EMBEDDED STANDARD 7
本マイクロソフト ソフトウェア ライセンス条項 (以下「本ライセンス条項」といいます) は、お客様
と株式会社コナミアミューズメント(以下「コナミアミューズメント」といいます)との契約を構成しま
す。以下のライセンス条項をお読みください。本ライセンス条項は、「PCB ユニット」（以下「本デバイ
ス」といいます）に含まれるソフトウェア（以下「本ソフトウェア」といいます）に適用されます。本
ソフトウェアには、お客様が本ソフトウェアを受け取った別個のメディアも含まれます。
本デバイス上の本ソフトウェアには、Microsoft Corporation またはその関連会社からライセンスされ
ているソフトウェアが含まれます。
また、本ライセンス条項は本ソフトウェアに関連する下記マイクロソフト製品にも適用されるものとし
ます。
•

更新プログラム

•

追加ソフトウェア

•

インターネットベースのサービス

•

サポート サービス

なお、これらの製品に別途ライセンス条項が付属している場合には、当該ライセンス条項が適用されるも
のとします。
お客様が更新プログラムまたは追加ソフトウェアをマイクロソフトから直接入手された場合は、コナミ
アミューズメントではなく、マイクロソフトが当該更新プログラムまたは追加ソフトウェアのライセン
スを付与します。
以下に説明するように、本ソフトウェアを使用することにより、インターネットベースのサービスのた
めに特定のコンピューター情報を送信することにお客様が同意されたものとします。
本ソフトウェアを使用することにより、お客様は本ライセンス条項に同意されたものとします。本ライ
センス条項に同意されない場合、本ソフトウェアを使用することはできません。この場合、コナミアミ
ューズメントに問い合わせて、お支払いいただいた金額の払い戻しに関する方針を確認してください。
お客様がこれらのライセンス条項を遵守することを条件として、お客様には以下が許諾されます。
1. 使用権
使用。本ソフトウェア ライセンスは、お客様が本ソフトウェアと共に取得されたデバイスに永続的
に割り当てられます。お客様は、本ソフトウェアを本デバイスで使用することができます。
2. 追加のライセンス条件および追加の使用権
a. 特定用途。コナミアミューズメントは、本デバイスを特定用途向けに設計しました。お客様は、
当該用途に限り本ソフトウェアを使用することができます。
b. その他のソフトウェア。お客様は、その他のプログラムが以下の条件を満たす場合に限り、本ソ
フトウェアと共にその他のプログラムを使用することができます。


本デバイスに関する製造業者の特定用途を直接サポートしている。または



システム ユーティリティ、リソース管理、あるいはウイルス対策または同様の保護を提供し
ている。

•

コンシューマー タスクまたはプロセスや、ビジネス タスクまたはプロセスを提供するソフ
トウェアを、本デバイス上で実行することはできません。これには、電子メール、ワード プ
ロセッシング、表計算、データベース、スケジュール作成、家計簿ソフトウェアが含まれま

す。本デバイスは、ターミナル サービス プロトコルを使用して、サーバー上で実行されて
いるソフトウェアにアクセスすることができます。
c. デバイスの接続。お客様は、本ソフトウェアをサーバー ソフトウェアとして使用することはで
きません。つまり、複数のデバイスから同時に、本ソフトウェアにアクセスしたり、本ソフトウ
ェアを表示、実行、共有、または使用したりすることはできません。
お客様は、ターミナル サービス プロトコルを使用して、デバイスを、電子メール、ワード プロ
セッシング、スケジュール作成、または表計算などのビジネス タスクまたはプロセス ソフトウ
ェアを実行しているサーバーに接続することができます。
お客様は、最大 10 台の他のデバイスから本ソフトウェアにアクセスして、以下のサービスを使
用することを許可できます。
•

ファイル サービス

•

プリント サービス

•

インターネット インフォメーション サービス、および

•

インターネット接続の共有およびテレフォニー サービス

上記の 10 台という接続数制限は、「マルチプレキシング」または接続数をプールするその他の
ソフトウェアもしくはハードウェアを介して本ソフトウェアに間接的にアクセスするデバイスに
も適用されます。お客様は、TCP/IP を介して無制限の受信接続を随時使用することができます。
d. リモート アクセス テクノロジ。お客様は、以下の条件に従う場合に限り、リモート アクセス
テクノロジを使用して他のデバイスから本ソフトウェアにリモート アクセスして使用すること
ができます。
リモート デスクトップ。本デバイスの特定の 1 名の主要ユーザーは、リモート デスクトップ機
能またはこれに類似するテクノロジを使用して、他の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。「セッション」とは、入力、出力、および表示用の周辺機器を利用して直接また
は間接に本ソフトウェアを双方向で使用できる状態を意味します。リモート デバイス用の本ソ
フトウェアを実行するためのライセンスが別途取得されている場合、その他のユーザーもこれら
のテクノロジを使用して、任意の数の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。
その他のアクセス テクノロジ。お客様は、リモート アシスタンスまたはこれに類似するテクノ
ロジを使用してセッションを共有することができます。
その他のリモート使用。お客様は、任意の数のデバイスに、デバイス間でのデータの同期など上
記の「デバイスによる接続」および「リモート アクセス テクノロジ」の項に記載されている以
外の目的で、本ソフトウェアにアクセスすることを許可することができます。
e. フォント コンポーネント。本ソフトウェアの実行中、お客様は本ソフトウェアに付属のフォン
トを使用してコンテンツを表示および印刷することができます。以下の操作のみが許可されます。

f.

•

フォントの埋め込みに関する制限の下で許容される範囲でコンテンツにフォントを埋め込む。

•

コンテンツを印刷するために、フォントをプリンターまたはその他の出力デバイスに一時的
にダウンロードする。

アイコン、画像、および音声。本ソフトウェア作動中、本ソフトウェアのアイコン、イメージ、
サウンド、およびメディアを使用することはできますが、これらを共有することはできません。

3. VHD ブート。本ソフトウェアの仮想ハード ディスク機能を使用して作成された本ソフトウェアの追
加の複製 (以下「VHD イメージ」といいます) が、本デバイスの物理ハード ディスクにプレインスト
ールされていることがあります。これらの VHD イメージは、物理ハード ディスクまたは物理ハード

ドライブにインストールされている本ソフトウェアを保守または更新するためにのみ使用することが
できます。VHD イメージがお客様のデバイス上の唯一のソフトウェアである場合、プライマリのオ
ペレーティング システムとして使用することができますが、VHD イメージの他のすべての複製は保
守および更新以外を目的として使用することはできません。
4. 問題を起こす可能性のある危険なソフトウェア。本ソフトウェアには、Windows Defender が含まれ
ている場合があります。Windows Defender を有効にした場合、「スパイウェア」や「アドウェア」
など、問題を起こす可能性のある危険なソフトウェアが本デバイスに存在しないかが Windows
Defender によって検索されます。問題を起こす可能性のあるソフトウェアが見つかった場合、その
ソフトウェアを無視するか、無効にするか (隔離)、または削除するかを確認するメッセージが表示
されます。既定の設定を変更していない限り、問題を起こす可能性のある危険なソフトウェアのうち
「高」または「重大」と評価されるものは、スキャン後に自動的に削除されます。問題を起こす可能
性のあるソフトウェアを削除するか、無効にする場合、次の点に注意する必要があります。
•

デバイスにある他のソフトウェアが動作しなくなる場合がある。

•

本デバイス上の他のソフトウェアを使用するためのライセンスに抵触する場合がある。

本ソフトウェアを使用することで、問題を起こす可能性のあるソフトウェアではないソフトウェアも
削除されたり、無効化されたりする可能性があります。
5. ライセンスの適用範囲。本ソフトウェアは使用許諾されるものであり、販売されるものではありま
せん。本ライセンス条項は、お客様に本ソフトウェアを使用する限定的な権利を付与します。コナミ
アミューズメントおよびマイクロソフトはその他の権利をすべて留保します。適用される法令により
上記の制限を超える権利が与えられる場合を除き、お客様は本ライセンス条項で明示的に許可された
方法でのみ本ソフトウェアを使用することができます。この場合、お客様は、使用方法を制限するた
めに本ソフトウェアに組み込まれている技術的制限に従わなければなりません。詳細については、本
ソフトウェア付属の文書を参照するか、コナミアミューズメントにお問い合わせください。お客様は、
以下を行うことはできません。
•

本ソフトウェアの技術的な制限を回避して使用すること。

•

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。

•

本ライセンス条項で規定されている数以上の本ソフトウェアの複製を作成すること。

•

第三者が複製できるように本ソフトウェアを公開すること。

•

本ソフトウェアをレンタル、リース、または貸与すること。

•

本ソフトウェアを商用ソフトウェア ホスティング サービスで使用すること。

本ライセンス条項に明示的に規定されている場合を除き、本デバイス上の本ソフトウェアにアクセス
する権利は、本デバイスにアクセスするソフトウェアまたはデバイスにおいてマイクロソフトの特許
またはその他の知的財産権を行使する権利を、お客様に付与するものではありません。
6. インターネットベースのサービス。マイクロソフトは、本ソフトウェアについてインターネットベ
ースのサービスを提供します。マイクロソフトは、いつでもこのサービスを変更または中止できるも
のとします。
a. インターネットベースのサービスに関する同意。本デバイスには、以下に記載されている 1 つ
以上のソフトウェア機能が含まれている場合があります。これらの機能は、インターネットを経
由してマイクロソフトまたはサービス プロバイダーのコンピューター システムに接続します。
接続が行われた際、通知が行われない場合があります。これらの機能の詳細については、
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104604 をご参照ください。

これらの機能を使用することで、お客様は、この情報の送信に同意されたものとします。マイク
ロソフトは、これらの情報を利用してお客様の特定またはお客様への連絡を行うことはありませ
ん。
コンピューター情報。以下の機能はインターネット プロトコルを使用しており、お客様の IP ア
ドレス、オペレーティング システムの種類、ブラウザーの種類、使用している本ソフトウェア
の名称およびバージョン、ならびに本ソフトウェアをインストールしたデバイスの言語コードな
どのコンピューター情報を適切なシステムに送信します。マイクロソフトは、お客様にインター
ネットベースのサービスを提供するためにこの情報を使用します。コナミアミューズメントは、
本デバイスで以下の機能を有効にすることを選択しています。
•

プラグ アンド プレイおよびプラグ アンド プレイの拡張。お客様は、お客様のデバイスに新
しいハードウェアを接続することができます。デバイスには、かかるハードウェアと通信す
るために必要なドライバーがインストールされてい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り、マイクロソフトから適切なドライバーを取得し、お客様のデバ
イスにインストールすることができます。

•

Web コンテンツ機能。本ソフトウェアには、関連するコンテンツをマイクロソフトから取得
し、お客様に提供する機能が含まれます。これらの機能の例としては、クリップ アート、テ
ンプレート、オンライン トレーニング、オンライン アシスタンス、および Appshelp が挙げ
られます。お客様は、これらの機能を解除するか、または使用しないことを選択することが
できます。

•

デジタル証明書。本ソフトウェアは x.509 バージョン 3 デジタル証明書を使用します。これ
らのデジタル証明書によってお互いに情報を送信してユーザーの身元を特定したり、お客様
はかかるデジタル証明書を使用して情報を暗号化したりすることができます。本ソフトウェ
アは、インターネットを経由して証明書を取得し、証明書失効リストを更新します。

•

Auto Root 更新。Auto Root 更新機能は、信頼できる証明機関のリストを更新するものです。
この機能は無効にすることができます。

•

Windows Media デジタル著作権管理。コンテンツ権利者は、著作権を含む知的財産を保護す
る目的で、Windows Media デジタル著作権管理技術 (WMDRM) を使用しています。本ソフト
ウェアおよび第三者のソフトウェアは、WMDRM が保護するコンテンツを再生、複製する際
に WMDRM を使用します。本ソフトウェアがコンテンツを保護できない場合、コンテンツ権
利者がマイクロソフトに対して、保護されたコンテンツを WMDRM で再生または複製する本
ソフトウェアの機能を無効にするよう要求することがあります。無効にされた場合も、その
他のコンテンツは影響を受けません。お客様は、保護されたコンテンツのライセンスをダウ
ンロードすることでマイクロソフトがライセンスに失効リストを含めることに同意したもの
とします。コンテンツ権利者は、お客様がコンテンツ権利者のコンテンツにアクセスする前
に、WMDRM のアップグレードを要請することがあります。WMDRM を含むマイクロソフト
ソフトウェアでは、アップグレードに先立ってお客様の同意が求められます。アップグレー
ドを行わない場合、お客様はアップグレードが必要なコンテンツにアクセスできません。お
客様は、インターネットに接続する WMDRM 機能を解除することができます。この機能が解
除されている場合でも、正規のライセンスを取得しているコンテンツを再生することは可能
です。

•

Windows Media Player。お客様が Windows Media Player を使用すると、マイクロソフトに
対して以下が確認されます。
•

お客様の地域において利用可能なオンライン音楽サービス

•

Windows Media Player の最新バージョン

•

コーデック (コンテンツの再生に必要なコーデックがデバイスにない場合)

この機能は無効にすることができます。詳細については、
go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=51331 をご参照ください。
•

アップグレード時における悪質なソフトウェアの削除/除去。本ソフトウェアのインストール
前に、www.support.microsoft.com/?kbid=890830 に掲載されている特定の悪質なソフトウ
ェア (「マルウェア」といいます) がお客様のデバイスにインストールされていないかが自動
的に確認され、お客様のデバイスから削除されます。お客様のデバイスでのマルウェアの確
認時に、検出されたすべてのマルウェアまたはマルウェア確認中に発生したエラーに関する
報告がマイクロソフトに送信されます。この報告には、お客様を識別するための情報は一切
含まれません。お客様は、本ソフトウェアのマルウェア報告機能を
www.support.microsoft.com/?kbid=890830 に掲載されている手順に従って無効にすること
ができます。

•

ネットワーク認識。ネットワーク トラフィックのパッシブ モニタリングまたはアクティブ
DNS (または HTTP) クエリにより、システムがネットワークに接続されているかどうかが判
別されます。このクエリでは、ルーティングのための標準的な TCP/IP 情報または DNS 情報
の送信のみを行います。お客様は、レジストリ設定により、このアクティブ クエリ機能を解
除することができます。

•

Windows タイム サービス。このサービスは、www.time.windows.com と週に 1 回同期するこ
とで、お客様のデバイスの時刻を正確に設定するものです。接続には標準の NTP プロトコル
を使用します。

•

検索候補サービス。Internet Explorer でクイック検索ボックスを使用するか、またはアドレ
ス バーで検索用語の前に疑問符 (?) を入力して検索クエリを入力すると、入力に応じた検索
候補が表示されます (ご使用の検索プロバイダーでサポートされている場合)。クイック検索
ボックスに入力したすべての語、またはアドレス バーに入力した疑問符 (?) より後ろにある
すべての語は、入力と同時に検索プロバイダーに送信されます。また、Enter キーを押すか、
または [検索] ボタンをクリックすると、クイック検索ボックスまたはアドレス バーにある
すべてのテキストが検索プロバイダーに送信されます。お客様がマイクロソフトの検索プロ
バイダーを使用する場合、送信される情報の使用は「マイクロソフト オンライン プライバ
シーに関する声明」に準拠するものとします。この声明は、
go.microsoft.com/fwlink/?linkid=31493 に掲載されています。お客様が第三者の検索プロバ
イダーを使用する場合、送信される情報の使用は第三者のプライバシー ポリシーに準拠する
ものとします。お客様はいつでも検索候補の表示をオフにすることができます。これを行う
には、Internet Explorer の [ツール] メニューにある [アドオンの管理] を使用します。検索
候補サービスの詳細については、go.microsoft.com/fwlink/?linkId=128106 をご参照ください。

•

赤外線送信/受信機のアップデートの了承。本ソフトウェアには、一部の Media Center ベー
スの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。お客様は、本ソフトウェアがこのデバイス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。

•

Media Center オンライン プロモーション。お客様が本ソフトウェアの Media Center 機能を
使用してインターネットベースのコンテンツまたはその他のインターネットベースのサービ
スにアクセスした場合、かかるサービスは本ソフトウェアから以下の情報を取得し、お客様
が特定の宣伝サービスを受け取り、受け入れ、および使用できるようにします。

•

お客様のインターネット プロトコル アドレス、使用しているオペレーティング システ
ムおよびブラウザーの種類、ならびに使用している本ソフトウェアの名称およびバージ
ョンなどの特定のデバイス情報

•

要求したコンテンツ

•

本ソフトウェアをインストールしたデバイスの言語コード

•

お客様は、Media Center 機能を使用してかかるサービスに接続することにより、これら
の情報の収集および使用に同意されたものとします。

•

メディア再生機能の更新。本デバイス上の本ソフトウェアには、MSCORP Media Playback
Update サーバーから更新プログラムを直接受け取るメディア再生機能が含まれている場合
があります。お客様の製造業者がアクティベーションを実行している場合、これらの更新プ
ログラムはお客様に通知することなくダウンロードおよびインストールが行われます。製造
業者は、これらの更新プログラムがお客様のデバイス上で確実に動作するようにする責任を
負います。

•

Windows Update Agent。本デバイス上の本ソフトウェアには、Windows Update Agent (以下
「WUA」といいます) が含まれています。この機能を使用すると、お客様のデバイスで
MSCORP Windows Update サーバーから直接、または必要なサーバー コンポーネントがイン
ストールされているサーバーおよび Microsoft Windows Update サーバーから Windows 更新
プログラムにアクセスできます。本ソフトウェアの Windows Update サービス (使用してい
る場合) を適切に機能させるために、Windows Update サービスの更新またはダウンロード
が適宜必要になり、お客様に通知することなくダウンロードとインストールが行われます。
本ライセンス条項または Windows 更新プログラムに付属するライセンス条項の他の免責条
項を制限することなく、お客様は、お客様のデバイスにインストールするかまたはインスト
ールしようとする任意の Windows 更新プログラムに関して、Microsoft Corporation またはそ
の関連会社からいかなる保証も提供されないことを認め、同意するものとします。

b.情報の使用。マイクロソフトでは、ソフトウェアの改善およびサービスの向上を目的として、
デバイスの情報、エラー報告、およびマルウェア報告を使用することがあります。また、ハ
ードウェア ベンダーやソフトウェア ベンダーなど、他の企業と情報を共有する場合があり
ます。これらの第三者は、マイクロソフト製ソフトウェアと連携して動作する自社製品の改
良のため、この情報を使用することがあります。
c. インターネットベースのサービスの不正使用。お客様は、これらのサービスに損害を及ぼす
可能性のある方法、または第三者によるこれらのサービスの使用を妨げる可能性のある方法
で、これらのサービスを使用することはできません。また、サービス、データ、アカウント、
またはネットワークへの不正アクセスを試みるためにこれらのサービスを使用することは一
切禁じられています。
7.製品サポート。サポート オプションについては、コナミアミューズメントにお問い合わせください。
その際、デバイスと共に提供されるサポート番号をお知らせください。
8. MICROSOFT .NET のベンチマーク テスト。本ソフトウェアは、.NET Framework のコンポーネン
ト (以下「.NET コンポーネント」といいます) を 1 つ以上含んでいます。お客様は、これらのコンポ
ーネントの内部ベンチマーク テストを実施することができます。お客様は、
go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406 に掲載されている条件に従うことを条件に、これらのコン
ポーネントのベンチマーク テストの結果を開示できます。

マイクロソフトと別途の合意がある場合でも、お客様が当該ベンチマーク テストの結果を開示した
場合、マイクロソフトは、go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=66406 に掲載されている条件と同じ条
件に従うことを条件に、該当する .NET コンポーネントと競合するお客様の製品についてマイクロソ
フトが実施したベンチマーク テストの結果を開示する権利を有します。
9. バックアップ用の複製。お客様は、本ソフトウェアのバックアップ用の複製を 1 部作成することが
できます。バックアップ用の複製は、お客様が本ソフトウェアを、デバイスに再インストールする場
合に限り使用することができます。
10. ドキュメント。お客様のデバイスまたは内部ネットワークに有効なアクセス権を有する者は、お客
様の内部使用目的に限り、ドキュメントを複製して使用することができます。
11. ライセンス証明書 (「PROOF OF LICENSE」または「POL」)。お客様が本ソフトウェアをデバイ
スにインストールされた状態、または CD-ROM またはその他のメディアで入手された場合、本ソフ
トウェアのライセンスが正当に取得されたものであることは、正規の Certificate of Authenticity ラベ
ルが正規の本ソフトウェアの複製に付属していることにより識別することができます。ラベルが有効
であるためには、このラベルがデバイスに貼付、あるいはコナミアミューズメントの本ソフトウェア
梱包に貼付または含まれていなければなりません。ラベルが本ソフトウェアの梱包とは別に提供され
たものである場合、そのラベルは無効です。お客様が本ソフトウェアのライセンスを取得しているこ
とを証明するため、ラベルが貼付されたデバイスもしくは梱包材を保管してください。正規のマイク
ロソフト ソフトウェアを識別する方法については、
www.microsoft.com/resources/howtotell/ja/default.mspx をご参照ください。
12. 第三者への譲渡。本ソフトウェアは、デバイス、Certificate of Authenticity ラベル、および本ライセ
ンス条項が付属している場合にのみ直接第三者に譲渡することができます。譲渡の前に、本ソフトウ
ェアの譲受者は本ライセンス条項が本ソフトウェアの譲渡および使用に適用されることに同意しなけ
ればなりません。お客様は、バックアップ用の複製を含む本ソフトウェアの複製を保持することはで
きません。
13. H.264/AVC 規格、VC-1 規格、MPEG-4 規格、および MPEG-2 規格に関する注意。本ソフトウェ
アには、H.264/AVC、VC-1、MPEG-4 Part 2、および MPEG-2 画像圧縮テクノロジが含まれているこ
とがあります。本ソフトウェアにこれらの画像圧縮テクノロジが含まれている場合、MPEG LA, L.L.C.
により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。
本製品は、消費者による個人使用および非商業的使用を前提とし、「AVC PATENT PORTFOLIO
LICENSE」、「VC-1 PATENT PORTFOLIO LICENSE」、「MPEG-4 PART 2 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE」、「MPEG-2 VIDEO PATENT PORTFOLIO LICENSE」のいずれか 1 つ以上に基
づいて次の用途に限ってライセンスされています。(i) 上記の規格に従ってビデオをエンコードする
こと (以下「ビデオ規格」といいます)、または (ii) 個人使用および非商業的活動に従事する消費者が
エンコードしたビデオをデコードする、もしくは、かかる特許ポートフォリオ ライセンスに基づい
てビデオを提供するライセンスを有するビデオ プロバイダーから取得したビデオをデコードするこ
と。本ライセンスは、本製品と共に単一の製品に含まれているかどうかにかかわらず、他の製品に適
用されることはありません。その他の用途については、明示か黙示かを問わず、いかなるライセンス
も許諾されません。詳細情報については、MPEG LA, L.L.C. から入手できます。WWW.MPEGLA.COM
をご参照ください。
14. MP3 オーディオ規格に関する注意。本ソフトウェアには、ISO/IEC 11172-3 および ISO/IEC 138183 に規定されている MP3 オーディオ エンコーディングおよびデコーディング テクノロジが含まれて
います。本ソフトウェアは、商業的製品またはサービスにおいて実装または頒布するためにライセン
スされるものではありません。
15. 非フォールト トレラント。本ソフトウェアは、フォールト トレラントではありません。コナミアミ
ューズメントは、本ソフトウェアをデバイスにインストールしており、本ソフトウェアのデバイス
上での動作に責任を負うものとします。

16. 使用制限。マイクロソフト ソフトウェアは、フェール セーフ性能が不要なシステム用に設計されま
した。お客様は、本ソフトウェアの誤動作があった場合に人身傷害または死亡の予測できるリスクを
もたらすデバイスまたはシステムで、マイクロソフト ソフトウェアを使用することはできません。
これには、核施設、航空機のナビゲーションまたは通信システム、航空交通管制の操作が含まれます。
17.本ソフトウェアの無保証。本ソフトウェアは、現状有姿のまま瑕疵を問わない条件で提供されます。
本ソフトウェアの使用に伴うあらゆる危険は、お客様の負担とします。マイクロソフトは、明示的
な瑕疵担保責任または保証責任を一切負いません。デバイスまたは本ソフトウェアに関してお客様
が受けている保証は、マイクロソフトまたはその関連会社から与えられるものではなく、マイクロ
ソフトまたはその関連会社がその保証による拘束を受けることはありません。法律上許容される最
大限において、商品性、特定目的に対する適合性、侵害の不存在に関する黙示の保証について、コ
ナミアミューズメントおよびマイクロソフトは一切責任を負いません。
18. 責任の制限。マイクロソフトおよびその関連会社の責任は、250 米ドル (U.S. $250.00) を上限と
する直接損害に限定されます。その他の損害 (派生的損害、逸失利益、特別損害、間接損害、および
付随的損害を含みますがこれらに限定されません) に関しては、一切責任を負いません。
この制限は、以下に適用されるものとします。
•

本ソフトウェア、サービス、第三者のインターネットのサイト上のコンテンツ (コードを含みま
す)、または第三者のプログラムに関連した事項

•

契約違反、保証違反、厳格責任、過失、または不法行為等の請求 (適用される法令により認めら
れている範囲において)

この制限は、マイクロソフトが損害の可能性を認識し得た場合にも適用されます。また、一部の国
では付随的損害および派生的損害の免責、または責任の制限が認められないため、上記の制限事項
が適用されない場合があります。
19. 輸出規制。本ソフトウェアは米国および日本国の輸出に関する規制の対象となります。お客様は、
本ソフトウェアに適用されるすべての国内法および国際法 (輸出対象国、エンド ユーザーおよびエ
ンド ユーザーによる使用に関する制限を含みます) を遵守しなければなりません。詳細については
www.microsoft.com/japan/exporting をご参照ください。
20. 完全合意。本ライセンス条項、追加条項 (本ソフトウェアに付属し、当該条項の一部または全部を置
換または変更する印刷されたライセンス条項を含む)、ならびに追加ソフトウェア、更新プログラム、
インターネットベースのサービス、およびサポート サービスに関する使用条件は、本ソフトウェア
およびサポート サービスについてのお客様とマイクロソフトとの間の完全なる合意です。
21. 準拠法
a. 日本。お客様が本ソフトウェアを日本国内で入手された場合、本ライセンス条項は日本法に準拠
するものとします。
b. 米国。お客様が本ソフトウェアを米国内で入手された場合、抵触法にかかわらず、本ライセンス
条項の解釈および契約違反への主張は、米国ワシントン州法に準拠するものとします。消費者保
護法、公正取引法、および違法行為を含みますがこれに限定されない他の主張については、お客
様が所在する地域の法律に準拠します。
c. 日本および米国以外。お客様が本ソフトウェアを日本国および米国以外の国で入手された場合、
本ライセンス条項は適用される地域法に準拠するものとします。
22. 第三者のプログラム。マイクロソフトは、本ソフトウェアに含まれる第三者のソフトウェアの著作
権表示を以下に示します。これらの表示は、それぞれの著作権保有者によって義務付けられており、本
ソフトウェアを使用するためのお客様のライセンスを変更するものではありません。

本ソフトウェアの特定の部分は、Spider Systems ® Limited の著作物に一部基づいています。マイクロソ
フトは、本製品に Spider Systems Limited のソフトウェアを含めているため、かかるソフトウェアに付随
した以下のテキストを記載することを義務付けられています。
Copyright 1987 Spider Systems Limited
Copyright 1988 Spider Systems Limited
Copyright 1990 Spider Systems Limited
本ソフトウェアの特定の部分は、Seagate Software の著作物に一部基づいています。

本ソフトウェアの特定の部分は、ACE*COMM Corp. の著作物に一部基づいています。マイクロソフトは、
本製品に ACE*COMM Corp. のソフトウェアを含めているため、かかるソフトウェアに付随した以下のテ
キストを記載することを義務付けられています。
Copyright 1995-1997 ACE*COMM Corp
本ソフトウェアの特定の部分は、Sam Leffler 氏および Silicon Graphics, Inc. の著作物に一部基づいていま
す。マイクロソフトは、本製品に Sam Leffler 氏および Silicon Graphics のソフトウェアを含めているため、
かかるソフトウェアに付随した以下のテキストを記載することを義務付けられています。
Copyright © 1988-1997 Sam Leffler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
本ソフトウェアおよびそのドキュメントを、その目的を問わず、
使用、改変、頒布、および販売することを無償で許可するものとします。
ただし、(i) 本ソフトウェアおよび関連ドキュメントのあらゆる複製に
上記の著作権表示とこの許可表示を記載すること、
および (ii) Sam Leffler および Silicon Graphics の書面による個別かつ事前の許可なく、
Sam Leffler および Silicon Graphics の名称を本ソフトウェアに関連する
任意の広告または宣伝で使用できないこと、を条件とします。
本ソフトウェアは、現状有姿のまま、明示、黙示を問わず、
商品性または特定目的に対する適合性の保証を含みますがこれに限定されない、
何らの保証もない条件で提供されます。
SAM LEFFLER または SILICON GRAPHICS は、本ソフトウェアの使用または性能に
起因または関連する、あらゆる特別損害、付随的損害、または派生的損害、
もしくは使用不能、データの損失または利益の逸失から生じる一切の損害に関し、
損害の可能性について知らされていたかどうかにかかわらず、いかなる責任の法理においても、
一切責任を負いません。
Portions Copyright © 1998 PictureTel Corporation
本ソフトウェアの特定の部分は、Highground Systems の著作物に一部基づいています。マイクロソフトは、
本製品に Highground Systems のソフトウェアを含めているため、かかるソフトウェアに付随した以下の
テキストを記載することを義務付けられています。
Copyright © 1996-1999 Highground Systems

Windows 7 には、Info-ZIP グループの圧縮コードが組み込まれています。このコードの使用によって追加
の料金または費用がかかることはなく、元の圧縮ソース コードは、インターネットで www.info-zip.org/
または ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/src/ から無償で入手できます。

Portions Copyright © 2000 SRS Labs, Inc

本製品には、'zlib' 汎用圧縮ライブラリのソフトウェアが含まれています。
本ソフトウェアの特定の部分は、ScanSoft, Inc. の著作物に一部基づいています。マイクロソフトは、本
製品に ScanSoft, Inc. のソフトウェアを含めているため、かかるソフトウェアに付随した以下のテキスト
を記載することを義務付けられています。
TextBridge® OCR © by ScanSoft, Inc.

本ソフトウェアの特定の部分は、南カリフォルニア大学の著作物に一部基づいています。マイクロソフ
トは、本製品に南カリフォルニア大学のソフトウェアを含めているため、かかるソフトウェアに付随し
た以下のテキストを記載することを義務付けられています。
Copyright © 1996 by the University of Southern California
All rights reserved.
本ソフトウェアおよびそのドキュメントを、その目的を問わず、ソースおよびバイナリ形式で使
用、複製、改変、および頒布することを無償で許可するものとします。ただし、あらゆる複製に
上記の著作権表示とこの許可表示の両方を記載すること、およびかかる頒布と使用に関連する任
意のドキュメント、広告物、その他の資料において、本ソフトウェアが南カリフォルニア大学情
報科学研究所によって一部開発されたことに同意すること、を条件とします。南カリフォルニア
大学の名称は、書面による個別かつ事前の許可なく、本ソフトウェアから派生する製品の推奨ま
たは販売促進を行うために使用することはできません。
南カリフォルニア大学は、本ソフトウェアの適合性について、その目的を問わず、何らの表明を
行うものではありません。本ソフトウェアは、現状有姿のまま、明示、黙示を問わず、商品性お
よび特定目的に対する適合性の黙示の保証を含みますがこれに限定されない、何らの保証もない
条件で提供されます。
その他の著作権が本ソフトウェアの一部に適用されることがあり、該当する場合はそのように記
載されます。

本ソフトウェアの特定の部分は、James Kanze 氏の著作物に一部基づいています。マイクロソフトは、本
製品に James Kanze 氏のソフトウェアを含めているため、かかるソフトウェアに付随した以下のテキスト
を記載することを義務付けられています。
著作権および許可に関する表示
All rights reserved.
本ソフトウェアおよび関連ドキュメント ファイル (以下「本ソフトウェア」といいます) の複製
を取得する者に対し、制限を負うことなく、本ソフトウェアを使用、複製、公開、頒布、および
本ソフトウェアの複製を販売する権利、ならびに本ソフトウェアの提供を受ける者に同様の取り
扱いを許可する権利を含みますがこれらに限定されない本ソフトウェアの取り扱いを無償で許可

するものとします。ただし、上記の著作権表示およびこの許可表示の両方を付属ドキュメントに
記載することを条件とします。また、改変したソフトウェアでは、接頭辞「GB_」を他の接頭辞
に変更し、インクルード ファイルのディレクトリ名 (この頒布では「gb」) も変更するという条
件の下で、本ソフトウェアのいかなる改変も行うことを許可するものとします。
本ソフトウェアは、現状有姿のまま、明示、黙示を問わず、商品性、特定目的に対する適合性、
および第三者の権利侵害の不存在の保証を含みますがこれに限定されない、何らの保証もない条
件で提供されます。この表示に記載されている著作権保有者は、本ソフトウェアの使用または性
能に起因または関連する、賠償請求、あらゆる特別損害、間接損害、または派生的損害、もしく
は使用不能、データの損失または利益の逸失から生じる一切の損害に関し、契約行為、過失、ま
たはその他の不法行為の有無にかかわらず、一切責任を負いません。
この表示に記載されている場合を除き、著作権保有者の書面による事前の承認なく、著作権保有
者の名称を、本ソフトウェアの広告、もしくは販売、使用、またはその他の取り扱いの促進に使
用することはできないものとします。
本製品には、Cisco ISAKMP Services のソフトウェアが含まれています。
本ソフトウェアの特定の部分は、RSA Data Security, Inc. の著作物に一部基づいています。マイクロソフ
トは、本製品に RSA Data Security, Inc. のソフトウェアを含めているため、かかるソフトウェアに付随し
た以下のテキストを記載することを義務付けられています。
Copyright © 1990, RSA Data Security, Inc. All rights reserved.
本ソフトウェアまたはこの機能を記載または参照するすべての資料に、当該ソフトウェアまたは
機能が「RSA Data Security, Inc. による MD5 メッセージ ダイジェスト アルゴリズム」であると明
記することを条件に、本ソフトウェアを複製および使用するライセンスを付与するものとします。
派生品についても、当該派生品を記載または参照するすべての資料に、当該派生品が「RSA Data
Security, Inc. による MD5 メッセージ ダイジェスト アルゴリズムから派生した」ことを明記する
ことを条件に、作成および使用するライセンスを付与するものとします。
RSA Data Security, Inc. は、本ソフトウェアの商品性または本ソフトウェアの適合性について、そ
の目的を問わず、何らの表明を行うものではありません。本ソフトウェアは、現状有姿のまま、
明示、黙示を問わず何らの保証もない条件で提供されます。
これらの表示は、このドキュメントおよび本ソフトウェアのいかなる部分の複製においても保持
されなくてはなりません。

本ソフトウェアの特定の部分は、OpenVision Technologies, Inc. の著作物に一部基づいています。マイクロ
ソフトは、本製品に OpenVision Technologies, Inc. のソフトウェアを含めているため、かかるソフトウェ
アに付随した以下のテキストを記載することを義務付けられています。
Copyright 1993 by OpenVision Technologies, Inc.
本ソフトウェアおよびそのドキュメントを、その目的を問わず、使用、複製、改変、頒布、およ
び販売することを無償で許可するものとします。ただし、あらゆる複製に上記の著作権表示を記
載すること、かかる著作権表示とこの許可表示の両方を付属ドキュメントに記載すること、およ
び書面による個別かつ事前の許可なく、本ソフトウェアの頒布に関する広告または宣伝において
OpenVision の名称を使用しないこと、を条件とします。OpenVision は、本ソフトウェアの適合性

について、その目的を問わず、何らの表明を行うものではありません。本ソフトウェアは、現状
有姿のまま、明示、黙示を問わず何らの保証もない条件で提供されます。
OPENVISION は、商品性および適合性についてのあらゆる黙示の保証を含め、本ソフトウェア
に関する保証を一切行いません。また、OPENVISION は、本ソフトウェアの使用または性能に
起因または関連する、あらゆる特別損害、間接損害、または派生的損害、もしくは使用不能、デ
ータの損失または利益の逸失から生じる一切の損害に関し、契約行為、過失、またはその他の不
法行為の有無にかかわらず、一切責任を負いません。

本ソフトウェアの特定の部分は、Regents of The University of Michigan の著作物に一部基づいています。
マイクロソフトは、本製品に Regents of The University of Michigan のソフトウェアを含めているため、か
かるソフトウェアに付随した以下のテキストを記載することを義務付けられています。
Copyright © 1995, 1996 Regents of The University of Michigan.
All Rights Reserved.
本ソフトウェアおよびそのドキュメントを、その目的を問わず、使用、複製、改変、および頒布
することを無償で許可するものとします。ただし、あらゆる複製に上記の著作権表示を記載する
こと、かかる著作権表示とこの許可表示の両方を付属ドキュメントに記載すること、および書面
による個別かつ事前の許可なく、本ソフトウェアの頒布に関する広告または宣伝においてミシガ
ン大学の名称を使用しないこと、を条件とします。本ソフトウェアは、現状有姿のまま、明示、
黙示を問わず何らの保証もない条件で提供されます。
Copyright © 1993, 1994 Regents of the University of Michigan.
All rights reserved.
ソースおよびバイナリ形式での再頒布および使用は、この表示を保持すること、およびミシガン
大学アナーバー校に対してしかるべき功績を認めることを条件に許可されます。ミシガン大学ア
ナーバー校の名称は、書面による個別かつ事前の許可なく、本ソフトウェアから派生する製品の
推奨または販売促進を行うために使用することはできません。本ソフトウェアは、現状有姿のま
ま、明示、黙示を問わず何らの保証もない条件で提供されます。

本ソフトウェアの特定の部分は、マサチューセッツ工科大学の著作物に一部基づいています。マイクロ
ソフトは、本製品にマサチューセッツ工科大学のソフトウェアを含めているため、かかるソフトウェア
に付随した以下のテキストを記載することを義務付けられています。
Copyright 1989, 1990 by the Massachusetts Institute of Technology. All Rights Reserved.
本ソフトウェアをアメリカ合衆国から輸出するには、米国政府からの特定のライセンスが必要な
場合があります。かかるライセンスは、輸出を検討している個人または組織の責任において、輸
出前に取得してください。
この制約の範囲内で、本ソフトウェアおよびそのドキュメントを、その目的を問わず、使用、複
製、改変、および頒布することを無償で許可するものとします。ただし、あらゆる複製に上記の
著作権表示を記載すること、かかる著作権表示とこの許可表示の両方を付属ドキュメントに記載
すること、
および書面による個別かつ事前の許可なく、本ソフトウェアの頒布に関する広告または宣伝にお
いて M.I.T. の名称を使用しないこと、を条件とします。M.I.T. は、本ソフトウェアの適合性につ

いて、その目的を問わず、何らの表明を行うものではありません。本ソフトウェアは、現状有姿
のまま、明示、黙示を問わず何らの保証もない条件で提供されます。
本ソフトウェアは、米国法に基づいて、米国商務省からのライセンスなく、米国外に輸出するこ
とはできません。
Copyright 1994 by the Massachusetts Institute of Technology. All Rights Reserved.
本ソフトウェアをアメリカ合衆国から輸出するには、米国政府からの特定のライセンスが必要な
場合があります。かかるライセンスは、輸出を検討している個人または組織の責任において、輸
出前に取得してください。
この制約の範囲内で、本ソフトウェアおよびそのドキュメントを、その目的を問わず、使用、複
製、改変、および頒布することを無償で許可するものとします。ただし、あらゆる複製に上記の
著作権表示を記載すること、かかる著作権表示とこの許可表示の両方を付属ドキュメントに記載
すること、および書面による個別かつ事前の許可なく、本ソフトウェアの頒布に関する広告また
は宣伝において M.I.T. の名称を使用しないこと、を条件とします。M.I.T. は、本ソフトウェアの
適合性について、その目的を問わず、何らの表明を行うものではありません。本ソフトウェアは、
現状有姿のまま、明示、黙示を問わず何らの保証もない条件で提供されます。

本製品には、カリフォルニア大学バークレー校および同校の協力者によって開発されたソフトウェアが
含まれています。
本ソフトウェアの特定の部分は、Northern Telecom からライセンスを取得した「Entrust」のセキュリティ
テクノロジによる著作物に一部基づいています。
本ソフトウェアの特定の部分は、Hewlett-Packard Company の著作物に一部基づいています。マイクロソ
フトは、本製品に Hewlett-Packard Company のソフトウェアを含めているため、かかるソフトウェアに付
随した以下のテキストを記載することを義務付けられています。
Copyright © 1994 Hewlett-Packard Company
本ソフトウェアおよびそのドキュメントを、その目的を問わず、使用、複製、改変、頒布、およ
び販売することを無償で許可するものとします。ただし、あらゆる複製に上記の著作権表示を記
載すること、およびかかる著作権表示とこの許可表示の両方を付属ドキュメントに記載すること、
を条件とします。Hewlett-Packard Company および Microsoft Corporation は、本ソフトウェアの適
合性について、その目的を問わず、何らの表明を行うものではありません。本ソフトウェアは、
現状有姿のまま、明示、黙示を問わず何らの保証もない条件で提供されます。

本製品には、'libpng' PNG リファレンス ライブラリのソフトウェアが含まれています。
本ソフトウェアの特定の部分は、Autodesk, Inc. の著作物に一部基づいています。マイクロソフトは、本
製品に Autodesk, Inc. のソフトウェアを含めているため、かかるソフトウェアに付随した以下のテキスト
を記載することを義務付けられています。
© Copyright 1995 by Autodesk, Inc.
本ソフトウェアには、画像フィルター ソフトウェアが含まれています。本ソフトウェアは、Independent
JPEG Group の著作物に一部基づいています。

本製品には、KS Waves Ltd. の「True Verb」テクノロジが含まれています。

本ソフトウェアの特定の部分は、SGS-Thomson Microelectronics, Inc. の著作物に一部基づいています。マ
イクロソフトは、本製品に SGS-Thomson Microelectronics, Inc. のソフトウェアを含めているため、かかる
ソフトウェアに付随した以下のテキストを記載することを義務付けられています。
Copyright 1996 SGS-Thomson Microelectronics, Inc. All Rights Reserved

本ソフトウェアの特定の部分は、Unicode, Inc. の著作物に一部基づいています。マイクロソフトは、本製
品に Unicode, Inc. のソフトウェアを含めているため、かかるソフトウェアに付随した以下のテキストを
記載することを義務付けられています。
著作権および許可に関する表示
Copyright © 1991-2005 Unicode, Inc. All rights reserved. www.unicode.org/copyright.html に掲載されて
いる使用条件に基づいて頒布されます。
Unicode データ ファイルおよび任意の関連ドキュメント (以下「データ ファイル」といいます)
または Unicode ソフトウェアおよび任意の関連ドキュメント (以下「本ソフトウェア」といいま
す) の複製を取得する者に対し、制限を負うことなく、データ ファイルまたは本ソフトウェアを
使用、複製、改変、結合、公開、頒布、およびデータ ファイルまたは本ソフトウェアの複製を
販売する権利、ならびにデータ ファイルまたは本ソフトウェアの提供を受ける者に同様の取り
扱いを許可する権利を含みますがこれらに限定されないデータ ファイルまたは本ソフトウェア
の取り扱いを無償で許可するものとします。ただし、(a) 上記の著作権表示およびこの許可表示
の両方をデータ ファイルまたは本ソフトウェアのすべての複製に記載すること、(b) 上記の著作
権表示およびこの許可表示の両方を関連ドキュメントに記載すること、(c) 改変された各データ
ファイルまたはソフトウェア、およびデータまたはソフトウェアが改変されたデータ ファイル
または本ソフトウェアに関連するドキュメントにその旨の表示を明記すること、を条件とします。
データ ファイルおよび本ソフトウェアは、現状有姿のまま、明示、黙示を問わず、商品性、特
定目的に対する適合性、および第三者の権利侵害の不存在の保証を含みますがこれに限定されな
い、何らの保証もない条件で提供されます。この表示に記載されている著作権保有者は、データ
ファイルまたは本ソフトウェアの使用または性能に起因または関連する、賠償請求、あらゆる特
別損害、間接損害、または派生的損害、もしくは使用不能、データの損失または利益の逸失から
生じる一切の損害に関し、契約行為、過失、またはその他の不法行為の有無にかかわらず、一切
責任を負いません。
この表示に記載されている場合を除き、著作権保有者の書面による事前の承認なく、著作権保有
者の名称を、データ ファイルまたは本ソフトウェアの広告、もしくは販売、使用、またはその
他の取り扱いの促進に使用することはできないものとします。
Combined PostScript Driver は、Adobe Systems Incorporated および Microsoft Corporation の共同開発プロセ
スの成果です。

本ソフトウェアの特定の部分は、Media Cybernetics の著作物に一部基づいています。マイクロソフトは、
本製品に Media Cybernetics のソフトウェアを含めているため、かかるソフトウェアに付随した以下のテ
キストを記載することを義務付けられています。

HALO Image File Format Library © 1991-1992 Media Cybernetics, Inc.

本ソフトウェアの特定の部分は、Luigi Rizzo 氏の著作物に一部基づいています。マイクロソフトは、本
製品に Luigi Rizzo 氏のソフトウェアを含めているため、かかるソフトウェアに付随した以下のテキスト
を記載することを義務付けられています。
© 1997-98 Luigi Rizzo (luigi@iet.unipi.it)
特定の部分は、Phil Karn 氏 (karn@ka9q.ampr.org)、Robert Morelos-Zaragoza 氏
(robert@spectra.eng.hawaii.edu)、および Hari Thirumoorthy 氏 (harit@spectra.eng.hawaii.edu) によっ
て 1995 年 8 月に作成されたコードから派生したものです。
ソースおよびバイナリ形式で再頒布および使用することは、改変の有無にかかわらず、以下の条
件を満たしている場合に許可されるものとします。
1. ソース コードを再頒布する場合は、上記の著作権表示、この条件の一覧、および以下の免責
事項を保持しなければなりません。
2. バイナリ形式で再頒布する場合は、上記の著作権表示、この条件の一覧、および以下の免責事
項を、頒布と共に提供されるドキュメントおよびその他の資料において複製しなければなりませ
ん。
本ソフトウェアは、著作者によって現状有姿のまま提供され、明示、黙示を問わず、商品性およ
び特定目的に対する適合性の黙示の保証を含みますがこれに限定されない保証については一切拒
否されます。著作者は、あらゆる直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害、ま
たは派生的損害 (代替物またはサービスの調達、使用不能、データの損失または利益の逸失、も
しくは事業の中断を含みますがこれらに限定されません) に関しては、原因および責任の法理に
かかわらず、本ソフトウェアの使用に何らかの形で起因する契約、厳格責任、または不法行為
(過失その他を含みます) の有無を問わず、かかる損害の可能性について知らされていた場合であ
っても、一切責任を負わないものとします。
本ソフトウェアの特定の部分は、W3C の著作物に一部基づいています。マイクロソフトは、本製品に
W3C のソフトウェアを含めているため、かかるソフトウェアに付随した以下のテキストを記載すること
を義務付けられています。
W3C ® ソフトウェアに関する表示およびライセンス
www.w3.org/Consortium/Legal/2002/copyright-software-20021231
この著作物 (含まれているソフトウェア、README などのドキュメント、またはその他の関連
物) は、以下のライセンスに基づいて、著作権保有者によって提供されています。お客様 (ライセ
ンシー) は、この著作物を取得、使用、および複製することにより、以下の条件を読んで理解し
ており、当該条項を遵守することに同意されるものとします。
本ソフトウェアおよびそのドキュメントを、改変の有無にかかわらず、その目的を問わず、複製、
改変、および頒布することを無償で許可するものとします。ただし、改変物を含む、本ソフトウ
ェアおよびドキュメント、またはその部分のあらゆる複製に以下の条項を記載することを条件と
します。
1. 再頒布物または派生品のユーザーから見える場所に、この表示の全文を記載するものとします。

2. 知的財産権に関する既存の免責事項、表示、または条件がある場合はそれを記載するものとし
ます。存在しない場合は、再頒布コードまたは派生コードの本文内に、W3C ソフトウェアに関
する概略表示を記載しなければなりません (ハイパーテキスト形式が推奨されますが、テキスト
形式も許容されます)。
3. 日付の変更を含む、ファイルの変更または改変に関する表示を記載するものとします (派生元
のコードの場所を示す URL を提示することを推奨します)。
本ソフトウェアおよびドキュメントは現状有姿のまま提供されるものであり、著作権保有者は、
明示、黙示を問わず、商品性または特定目的に対する適合性についての保証、あるいは本ソフト
ウェアまたはドキュメントの使用により第三者の特許、著作権、商標、またはその他の権利を侵
害しないことを含みますがこれらに限定されない一切の表明または保証を行いません。
著作権保有者は、本ソフトウェアまたはドキュメントの使用に起因する、あらゆる直接損害、間
接損害、特別損害、または派生的損害について、一切責任を負わないものとします。
書面による個別かつ事前の許可なく、本ソフトウェアに関する広告または宣伝において著作権保
有者の名称および商標を使用することはできません。本ソフトウェアおよび任意の関連ドキュメ
ントにおける著作権に対する権原は、常に著作権保有者に留まります。

本ソフトウェアの特定の部分は、Sun Microsystems, Inc. の著作物に一部基づいています。マイクロソフト
は、本製品に Sun Microsystems, Inc. のソフトウェアを含めているため、かかるソフトウェアに付随した
以下のテキストを記載することを義務付けられています。
Sun RPC は、Sun Microsystems, Inc. の製品であり、この文言がすべてのテープ メディア、および
ソフトウェア プログラムの全体または部分の一部として記載されることを条件に、使用に関す
る制限なく提供されます。ユーザーは、無償で Sun RPC を複製または改変することができますが、
ユーザーが開発した製品またはプログラムの一部とする場合を除いて、他者に使用許諾または頒
布する権限を有しません。
SUN RPC は、現状有姿のまま、設計、商品性、および特定目的に対する適合性の保証、あるい
は取引の過程、使用、または商慣行に起因する保証を含む、何らの保証もない条件で提供されま
す。
Sun RPC は、Sun Microsystems, Inc. によるサポート、および使用、修正、改変、または機能強化
に関する支援の義務がない条件で提供されます。
SUN MICROSYSTEMS, INC. は、SUN RPC またはその一部による、著作権、企業秘密、または特
許の侵害に関して一切責任を負わないものとします。
Sun Microsystems, Inc. は、Sun がかかる損害の可能性について知らされていた場合であっても、
逸失収益または逸失利益、あるいはその他の特別損害、間接損害、および派生的損害について一
切責任を負いません。
Sun Microsystems, Inc.
2550 Garcia Avenue
Mountain View, California 94043

Dolby Laboratories のライセンスに基づいて製造されています。「Dolby」およびダブル D 記号は Dolby
Laboratories の商標です。Confidential unpublished works. Copyright 1992-1997 Dolby Laboratories. All rights
reserved.
本ソフトウェアの特定の部分は、Andrei Alexandrescu 氏の著作物に一部基づいています。マイクロソフト
は、本製品に Andrei Alexandrescu 氏のソフトウェアを含めているため、かかるソフトウェアに付随した
以下のテキストを記載することを義務付けられています。
The Loki Library
Copyright © 2001 by Andrei Alexandrescu
このコードは以下の書籍に付属しています。
Alexandrescu, Andrei 著『Modern C++ Design: Generic Programming and Design Patterns Applied』
Copyright © 2001. Addison-Wesley.
本ソフトウェアを、その目的を問わず、使用、複製、改変、頒布、および販売することを無償で
許可するものとします。ただし、あらゆる複製に上記の著作権表示を記載すること、およびかか
る著作権表示とこの許可表示の両方を付属ドキュメントに記載すること、を条件とします。
著作者および Addison-Welsey Longman は、本ソフトウェアの適合性について、その目的を問わ
ず、何らの表明を行うものではありません。本ソフトウェアは、現状有姿のまま、明示、黙示を
問わず何らの保証もない条件で提供されます。

Portions Copyright © 1995 by Jeffrey Richter

本ソフトウェアの特定の部分は、Distributed Management Task Force, Inc. (DMTF) の著作物に一部基づいて
います。マイクロソフトは、本製品に DMTF 仕様に基づくソフトウェアを含めているため、以下のテキ
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