PreEmptive Solutions エンドユーザー使用許諾契約書
ソフトウェア ライセンス
1. ライセンスの許諾。 本エンドユーザー使用許諾契約（以下「本契約」）は、ライセンシー（(a) 個人ユ
ーザーまたは (b) 企業）
（以下「ライセンシー」
）と PreEmptive Solutions, LLC（以下「ライセンサー」
または「PreEmptive」）間の適法契約で、付随するソフトウェアおよびドキュメント（以下「本ソフトウ
ェア」
）の使用に関する権利と制限を含みます。本ソフトウェアには、ライセンサーが将来ライセンシーに
提供または利用可能にするアップデート、アドオン コンポーネント、Web サービスおよび補遺も含まれ
ます。ただし、これらのソフトウェア等に別個の使用許諾契約書や利用規約が添付されている場合はこの
限りではありません。本ソフトウェアは使用を許諾されるもので、販売されるものではありません。ライ
センサーは、ライセンシーが本契約で規定される条件に同意した場合にのみ、本ソフトウェアをライセン
シーにライセンスします。本ソフトウェアをインストールする前に、本契約をよくお読みください。本ソ
フトウェアをインストールまたは使用することにより、ライセンシーは本契約で規定される条件に同意し
たことになります。ライセンシーがライセンス料金を全額支払って本契約に同意した場合、PreEmptive は、
ライセンシーに対し、本ソフトウェアを本契約の条件でインストールして使用するための非独占的、譲渡
不能かつ移転不能な制限付きのライセンスを許諾するものとします。ライセンシーが PreEmptive へ対価
を支払うことなく本ソフトウェアを使用する権利を入手した場合、ライセンシーは
http://www.preemptive.com/wceula に記載される条項に同意します。
2. 本ソフトウェアの使用上の制限。 ライセンシーは、内部業務目的のみに本ソフトウェアをインストー
ルし、使用することができます。ライセンシーは、本ソフトウェアをレンタル、リース、サブライセンスも
しくは再配布し、またはその他により第三者が本ソフトウェアを直接もしくは間接的に使用することを許
可し（タイムシェアリングによるか、リモート ジョブ エントリによるかまたはサービス ビューロー協定
によるかを問いません）、または第三者にコマーシャルホスティング サービスを提供するために使用する
ことはできません。上記に関わらず、ライセンシーには、本ソフトウェアの用途に沿って本ソフトウェア
を使用するために必要なすべての行為が許可されるものとします。これには、ライセンシーの内部業務目
的にのみ、独立コンサルタントおよび請負業者に本ソフトウェアへのアクセスを提供することを含みます。
本契約のその他の条件に従い、ライセンシーは本ソフトウェアを使用して処理したアプリケーションを自
由に配布することができます。追加のライセンス条件および著作権表示は、本ソフトウェアに付属するサ
ード パーティ ライセンス（ThirdPartyLicenses）ファイルに記載されています。当該ファイルの条件に
加え、保証の否認ならびに損害条項の制限と除外が、この配布に含まれるすべてのソフトウェアに適用さ
れます。
3. Build Machine License（ビルド マシン ライセンス）
。 ライセンシーがビルド マシン ライセンスに
従って本ソフトウェアのライセンスを取得した場合は、この第 3 条の最後に挙げる例外を条件として、本
契約の規定に従って 1 台または複数のコンピューターにインストールされた本ソフトウェアのコピー 1
部をライセンシーの会社の従業員および受託業者が内部使用のために共有することができます。ただし、
本ソフトウェアの個々の指定ユーザーについて有効なライセンスを取得していることが条件となります。

以下は、この第 3 条の条項の例外です。ビルド マシン ライセンスには、ライセンスされたビルド マシ
ンのコピーからの出力上のみで使用するための、記載された企業内での Lucidator

（デバッグ補助ツー

ル） の無制限の使用と配布が含まれています。
4. サブスクリプション。 ライセンシーがサブスクリプション契約に従って本ソフトウェアのライセンス
を取得した場合、本契約は終了されるまで継続します。本契約が終了されると、ライセンシーは本ソフト
ウェアの使用権を失います。
5. 改変の禁止および第三者による使用の禁止。 ライセンシーは、本ソフトウェアのファイル、実行ファ
イルおよび付随する一切のファイルを改変してはなりません。本ソフトウェアを使用することができるの
は、当事者のアプリケーションに限定されます。ライセンシーは、直接または間接を問わず、Dotfuscator
（難読化ツール）
、DashO または PreEmptive Analytics ソフトウェアの使用をサービスとして提供する
ことはできません（たとえば、本ソフトウェアに対するネットワーク インターフェイスの提供、ライセン
シーが直接または間接的に第三者のために本ソフトウェアを使用すること、または本ソフトウェアに第三
者がアクセスできることを知りながらの放置などの行為がこれに該当しますが、これらの行為に限定され
るものではありません）。本契約によって使用を許諾されるソフトウェアは、オブジェクト コード形式で
提供されるソフトウェアのみです。ライセンシーは、本ソフトウェアの第三者に対する配布を防止するた
めのあらゆる合理的な予防措置を取ることに同意するものとします。
6. その他の制限事項。 ライセンシーは、本ソフトウェアがライセンサーの所有物であり、所有権が移転
されないことに同意します。ライセンシーは、本契約により明示的に許可されている範囲においてのみ本
ソフトウェアを使用することができます。ライセンシーは、本ソフトウェア（またはその一部）の内容に
ついてその機密を保持するとともに、最善の努力を払って許可なく開示されるのを防ぐものとします。ラ
イセンシーは本ソフトウェアの改変、逆コンパイル、逆アセンブル、復号化、抽出およびその他のリバー
ス エンジニアリングを行ってはなりません。本ソフトウェアの全部または一部をリース、譲渡またはサブ
ライセンスすることはできません。ライセンシーは、本ソフトウェアの使用についての全責任を負います。
これには、サードパーティのソフトウェアの改変、調査およびその他の処理を目的とした本ソフトウェア
の使用に関して当該サードパーティ ソフトウェアおよびその使用許諾書に従い全責任を負うことを含み
ますが、これに限定されません。ライセンシーは、本ソフトウェアのインストールに関して、全責任を負
うものとします。
7. 保守およびその他のサービス。 ライセンシーが注文を行い、該当する料金を支払った場合、ライセン
シーには、ライセンサーが一般に提供する本ソフトウェアの修正、フィックスおよび改良を含むテクニカ
ル サポート サービスを受ける資格が与えられます（以下「保守サービス」）。これは、ライセンシーが購
入した保守レベルに対応した、ライセンサーによるその時点で最新のメンテナンス規約に従います。保守
サービスには、ライセンサーが別個の製品と定めているか、ライセンサーが追加料金または別料金を設定
する本ソフトウェアのリリースは一切含まれません。保守サービスの提供と利用方法は、オンライン ドキ
ュメントに記載されているライセンサーの方針とプログラムによって決定されます。保守サービスの一環
としてライセンシーに提供される補足ソフトウェア コードは本ソフトウェアの一部とみなされ、本契約の

条項に従うものとします。保守サービスの一環としてライセンシーがライセンサーに提供する技術情報に
関して、ライセンサーはそれらの情報を、製品のアップデートや開発を含む業務目的に使用できるものと
します。ライセンシーが同意した場合、付属書 1 「サービスに関する付属書」の条項に従って PreEmptive
Analytics の各種サービスまたはその他のサービスをライセンシーは受けることができます。
8. 商標およびロゴ。 本契約は、ライセンシーに対し、ライセンサーの名称、商標またはロゴを使用する権
限を付与するものではありません。ライセンシーは、本ソフトウェア内ならびに関連の文書および資料中
のライセンサーの著作権表示を抹消し、または目立たなくするようないかなる行為も行わず、またこれら
の行為を容認してはなりません。
9. 競合製品に関する規制。 ライセンシーは、ランタイム ソフトウェアを、PreEmptive 製品の提供する
サービスと一般に競合するいかなる製品とも一緒に使用、配布、または統合することはできません。また、
ライセンシーは、本ソフトウェアまたはランタイム ソフトウェアを使用して、PreEmptive 製品の提供す
るサービスと一般に競合する製品を開発することはできません。
10. 保証の否認。 本ソフトウェアは、一切の保証または表明のない現状有姿で提供されます。PreEmptive
およびそのサプライヤーは、適用される法律で認められる最大限の範囲で、本ソフトウェアを一切の条件
または保証のない現状有姿で提供します。PreEmptive およびそのサプライヤーでは、商品性、権原、非
侵害および特定目的への適合性についての黙示の保証を含む一切の明示または黙示の保証をいたしません。
PreEmptive が本契約に違反した場合、ライセンシーが講じることのできる救済措置は、本契約を破棄し、
ライセンシーが過去 12 か月以内に PreEmptive に支払った金額の一切を回収するのみとします。
11. 責任の限定。 PreEmptive およびそのライセンサーは、ライセンシーまたは第三者が本ソフトウェア
を使用または配布することにより生じる損害について、一切の責任を負わないものとします。PreEmptive
またはそのライセンサーは、いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用または使用不能から生じる
収益、利益、データの喪失、または直接的、間接的、特別、付随的、偶発的、もしくは懲罰的損害賠償につ
いて、一切責任を負わないものとします。当該損害の発生の可能性について PreEmptive が認識していた
場合においても同様とします。
12. 契約の終了。 ライセンシーは、本ソフトウェアを PreEmptive に返却するか、破棄するかのいずれ
かの方法により、本契約を終了することができます（破棄の場合、ライセンシーは PreEmptive に対して、
かかる破棄が行われたことを書面により証明するものとします）。a) ライセンシーが本契約のいずれかの
条項の遵守を怠った場合、または、b) サブスクリプション契約においてライセンシーが契約を更改せずそ
の支払いを行わない場合は、PreEmptive から通知されることなく、本契約は直ちに終了するものとしま
す。かかる終了に際し、ライセンシーは本ソフトウェアのコピーをすべて破棄しなければなりません。
PreEmptive の要請があった場合は、ライセンシーは PreEmptive に対し、かかる破棄が行われたことを
書面により証明するものとします。本契約の終了においては、その理由および終了の申し立て者を問わず、
ライセンシーは PreEmptive に対し、自らが支払った金額の払戻し請求をする権利を一切有さないものと
します。いかなる場合においても、本契約の終了後は、ライセンシーは本ソフトウェアをいかなる目的の
ためにも使用してはならず、いかなる方法においても本ソフトウェア（またはその一部）を開示または使

用してはなりません。
13. 使用数の増加。 ライセンシーが契約数を超えて本ソフトウェアの使用数を増やしたい場合、ライセン
シーは、増加する使用数に対する価格がその時点の 1 本当たりの価格×増加本数になることに同意します。
14. マーケティング。 ライセンシーは、ライセンシーが PreEmptive の顧客であると明らかにされるこ
とに同意するとともに、ライセンシーは、PreEmptive が、ライセンシーの企業名、
（該当する場合は）商
号および商標を使用してライセンシーを紹介することができ、ライセンシーのビジネスについての簡略な
記述を PreEmptive のマーケティング資料およびウェブサイトに掲載できることに同意します。ライセン
シーは、本マーケティング条項で PreEmptive に許諾された権利と関連する場合に限りライセンシーの企
業名ならびに商号および商標を使用する権利を PreEmptive に許諾します。
15. 米国政府による使用に関する制限。 本ソフトウェアおよびドキュメントは、
「商用コンピューター ソ
フトウェア」または「規制対象のコンピューター ソフトウェア」として提供されます。米国政府または米
国政府請負業者による使用、複製、開示は 48.C.F.R. Section 12.212 または 48 C.F.R 227.2702 また
はそれに代わる規定に定められた規制の対象となります。
16. 輸出規制。 ライセンシーは、関連するすべての輸出法および輸出規制を遵守するものとします。これ
には米国輸出規制法および大統領令（以下「輸出規制」）を含みますがこれに限定されません。ライセンシ
ーは、ライセンシーが輸出規制によって制限または禁止されている人物、企業または仕向地（以下「規制
対象者」
）でないことを保証します。ライセンシーは、本ソフトウェア、その部分または構成要素、ライセ
ンサーの事業に関連する事項もしくは技術、または関連する技術データもしくはこれらの直接成果物を、
直接または間接に規制対象者に対して輸出、再輸出、転用または譲渡しないものとします。
17. 準拠法、管轄権および管轄裁判所。 本契約に関する訴訟は、オハイオ州の法律および米国連邦法を準
拠法とするものとします。法の選択に関するいかなる法域の法も適用されないものとします。本契約に関
連して発生した訴訟の管轄裁判所は、米国オハイオ州カヤホガ郡民事訴訟裁判所またはオハイオ州北部地
区東部連邦地方裁判所とします。ライセンシーは、前述の裁判所の専属的裁判管轄権に服することについ
て同意し、この同意は撤回不能のものとします。本契約の条項に矛盾しない限り、本契約はオハイオ州で
採用されている統一商事法典（UCC）に準拠するものとします。
18. 監査。 本契約期間中および契約終了または期間満了後三（3）年間、ライセンシーは、ライセンシー
による本ソフトウェアの使用および配布についての完全な記録を保持しなければなりません。ライセンシ
ーへの合理的な通知を行った後、PreEmptive は PreEmptive の費用で、ライセンシーの会計帳簿類を監
査し、ライセンシーが本契約を遵守しているかどうかの調査を行うことができます。かかる監査により、
監査対象期間にライセンシーが PreEmptive に対して支払うべきであった金額について五パーセント
（5%）超の支払不足が明らかになった場合、またはライセンシーが故意に本契約上の義務に違反している
ことが明らかになった場合は、PreEmptive が講じ得るその他の救済措置に加え、ライセンシーは
PreEmptive に当該監査費用の支払いまたは弁償をするものとします。ライセンシーは、本ソフトウェア
の使用者数と個々のグループに含まれる開発者の数を半年毎に報告することにも同意します。

19. 契約条項の分離。 本契約の上記条項のいずれかが準拠法に違反するか、無効であるか、またはいずれ
かの法域において執行不能とされた場合、本契約をそれ以外の点で当該法域において強制可能とするため
に必要な範囲で当該無効または執行不能とされた規定を放棄するものとします。ただし、本項の適用によ
って本契約書の条項が削除されることで、ライセンサーの権利が不合理に犠牲になるか、ライセンサーま
たはこのライセンサーへのライセンス許諾元の負担が増すとライセンサーが考える場合、ライセンサーは、
本契約を終了し、ライセンシーが支払った費用があればその払戻しをする権利を保有します。かかる払戻
しはライセンシーの唯一のかつ独占的救済措置となります。
20. 権利放棄。 ライセンサーは、ライセンサーが署名した書面によらない限り、本契約のいずれかの条項
の違反に対する権利の放棄を選択することはありません。いずれの権利放棄も、継続的な権利放棄ではあ
りません。ただしライセンサーが署名した書面により明示された場合はこの限りではありません。
21. 当事者。 ライセンシーとライセンサーは独立した当事者です。本契約のいずれの規定も、ライセンシ
ーをライセンサーの従業員、代理人、または法律上の代表者にするものとは解釈されないものとします。
本契約の第三受益者は存在しません。
22. 税金。 PreEmptive の料金には税務当局から課せられる税金、課徴金または関税は含まれていません。
これらの費用についてはすべてライセンシーが支払責任を負うものとします。ただし、PreEmptive の収
益に対する米国の税金については除外します。
付属書 1 サービスに関する付属書
23. サービス。 ライセンシーは、注文プロセスの一部として（本項に定義する）サービスを要求すること
により、本付属書 1（以下「サービス」
）に記載する、本サービスの使用を規定する追加条項に同意します。
これらの条項は、参照により本契約の一部として適用されます。ライセンシーは、サービスを登録する、
またはサービスを使用することにより、本契約に従うことに同意したとみなされるものとします。
「サービ
ス」とは、PreEmptive Analytics もしくはその他オンラインでホストされる製品のオンライン ホスティ
ング、または注文プロセスで指定されたセキュリティ、コンプライアンス、コンサルティングもしくはパ
フォーマンスの各サービス、またはその他の利用されるサービスを指します。
24. 期間。 本契約の開始日は、サービスが注文された日、またはライセンシーがサービスの利用を開始し
た日のいずれか早い方の日とします。PreEmptive Analytics のオンライン ホスティングに関しては、別
段の合意がある場合を除き、最初の契約期間は 1 年とし、ライセンシーがサービスを注文した日に開始し
ます。最初の契約期間の満了後、本契約は更新時に PreEmptive が設定している料金で自動的に引き続き
1 年間毎に更新されます。
25. 許諾。 ライセンシーがサービスの料金を支払って本契約に同意した場合、PreEmptive はライセンシ
ーに対し、サービス期間中、本契約に定める条件に従い、ライセンシー自身の内部業務目的に限定してサ
ービスを使用することができる非独占的かつ移転不能な権利を許諾します。明示的にライセンシーに許諾
されていないすべての権利は、PreEmptive に帰属します。

26. 制限。 ライセンシーは、オンライン ホスティングを PreEmptive Analytics ソフトウェアのためだ
けに使用することができ、以下の行為をしてはならないものとします。(a) サービスをリース、譲渡、ライ
センス、サブライセンス、販売、再販、移転、配布、その他商業利用または第三者に対し利用可能にするこ
と、(b) サービスを修正し、またはサービスに基づいて二次的著作物を作成すること、(c) 競合製品もしく
はサービスの構築、またはサービスのアイデア、特性、機能もしくはグラフィックスのコピーを目的にサ
ービスのリバースエンジニアリングを行い、またはサービスにアクセスすること、(d) 使用状況を計測す
る請求メカニズムの回避を試みること、(e) スパムまたは未承諾のメッセージを送信すること、(f) プライ
バシーの権利を侵害する資料を含め、権利を侵害する、公序良俗に反する、中傷する、その他非合法もし
くは不法なデータを送信または保管すること、(g) 個人の識別が可能な情報を不正に送信または保管する
こと、(h) ソフトウェア ウイルス、ワーム、またはその他の有害なコンピューター コード、ファイル、ス
クリプト、エージェントまたはプログラムを送信または保管すること、(i) サービスまたはその中に含まれ
るデータの整合性やパフォーマンスに干渉または妨害すること、(j) サービスまたはそれに関連するシス
テムに不正にアクセスしようとしたり、他の PreEmptive ユーザーになりすましたり、本サービスにアク
セスしもしくは使用するために虚偽の本人確認情報を提供すること。
27. ライセンシーの責任。 ライセンシーは、(a) ライセンシーのユーザー アカウントにおけるすべての
行為に対して、また非公開の認証証明書の秘密を保持する責任を負い、(b) 顧客データの適切なセキュリ
ティ、保護およびバックアップが確保される方法でサービスを構成する責任を負い、(c) データ機密性や
データ伝送に関連するものなどを含め（これらに限定されず）、ライセンシーによるサービスの使用に関係
するあらゆる準拠法、条約、規則に従うとともに、(d) パスワードまたはアカウントの不正使用、その他
の知りえたまたは疑われるセキュリティ違反について直ちに PreEmptive に通知し、ライセンシーまたは
ライセンシーのユーザーが知ったまたは疑いを持ったサービスのコピーまたは配布について PreEmptive
に報告するとともに、それを阻止するために相応の努力を払うものとします。
28. 顧客データ。 PreEmptive は、ライセンシーが提出するまたはサービスに送信されるようにするデー
タ、情報または資料（以下「顧客データ」）を所有することはありません。すべての顧客データの正確性、
品質、整合性、正当性、信頼性、妥当性、およびこれの知的財産権の所有権および使用権については、
PreEmptive ではなく、ライセンシーが単独で責任を負い、ライセンシーは、PreEmptive が第三者の権
利を侵害することなくサービスを提供するために必要な顧客データに関するすべての権利を確保し、維持
するものとします。ライセンシーは、サービスを使用してその個人情報またはその他のデータのホスティ
ングを行うエンドユーザーその他の者から必要な同意を得るものとします。PreEmptive は、顧客データ
の削除、修正、破壊、損傷、喪失または保存失敗について責任を負わないものとします。
29. PreEmptive による顧客データの使用。 PreEmptive は、PreEmptive のプライバシーに関する声明
に従って顧客データを取り扱います。PreEmptive は、サービスを提供するためにライセンシーに代わっ
て行動するデータ処理者（または下請処理者）です。PreEmptive は、サービスを提供するためにのみ顧
客データを使用します。これには、サービスの運営に関する問題を防止、発見および修正するためのトラ
ブルシューティングが含まれることがあります。PreEmptive は、ライセンシーの同意なくして宣伝また

はその他の商業目的のために顧客データを使用し、またはこれから情報を抽出しません。PreEmptive は、
ライセンシーの不払いなど、その他の何らかの契約違反があった場合は、予告なく顧客データの保留、破
棄、削除のいずれかまたはすべてを行う権利を留保します。契約が終了した時点で、ライセンシーの顧客
データへアクセスするまたは顧客データを使用する権利は直ちに消失し、PreEmptive は顧客データを保
持または転送する義務は負わないものとします。
30. アップデート。 PreEmptive は、随時サービスまたはソフトウェアを変更することができます。
PreEmptive は、変更の結果によるサービスの信頼性、適時性、品質、適合性、可用性、正確性、または完
全性に関して、一切の表明または保証を行いません。PreEmptive は、主要リリースおよびマイナーリリー
スについて移行スケジュールを定めるとともに、セキュリティ、法令またはシステム パフォーマンスに関
する要因によって迅速な移行が必要となる場合を除き、原則として変更を求める 6 か月前までに通知しま
す。ライセンシーから要請された場合、PreEmptive は、カスタム構成および標準構成の変更について移行
を補助するサービスの特定を支援し、関係する料金見積もりを提供します。技術的制限により、移行が成
功しなかったり、移行時にデータが喪失するという特別なリスクを伴うことがあります。
31. 請求および更新。 PreEmptive は、サービスの使用に際し事前に料金の請求を行います。権限を有す
るライセンス管理者は、追加注文書に記入することで追加のサービスを要請することができます。追加サ
ービスの期間は既存のライセンス期間と同一とし、追加サービスの料金はその時点で一般に適用されるサ
ービス料金とします。PreEmptive は、ライセンシーに対し少なくとも 30 日前に通知を行うことによっ
て、いつでも料金を変更する、または超過使用の料金を含め新料金を導入する権利を留保します。この通
知は電子メールにて行うこともできます。PreEmptive は、(a) 年間サービスの応当日に毎年、または (b)
別段の合意をした場合はその合意のもと、本契約を自動的に更新すると共にライセンシーのクレジット カ
ードに代金を請求するかまたはライセンシーに請求書を送付します。PreEmptive が少なくとも 30 日前
に更新以降に実施される料金の増額について書面でライセンシーに通知しない限り、更新料は更新前の期
間のライセンス料を反映した金額とします。その他のサービスの料金については、時価で請求を行うもの
とします。価格条件はすべて機密とし、ライセンシーはそれらを公開しないことに同意します。
32. 使用法、データ保存、料金。 使用法、データ保存ポリシー、また料金については、PreEmptive の付
属文書の記載、または注文書で変更された内容に従うものとします。PreEmptive のオンライン ホスティ
ングには制限があります。PreEmptive は、随時その料金、使用法やデータ保存に関する一般慣行および
制限を定めるまたは変更する権利を留保します。
33. 税金。 PreEmptive の料金には税務当局から課せられる税金、課徴金または関税は含まれていません。
これらの費用についてはすべてライセンシーが支払責任を負うものとします。ただし、PreEmptive の収
益に基づく米国の税金については除外します。
34. 料金の支払い。 ライセンシーは、料金を支払うべき時点で有効な料金および支払い請求の条件に従っ
てすべての料金を支払うものとします。支払いは、別段の合意がある場合を除き、最初の契約期間中は年
1 回とします。支払いの義務は取り消し不能で、支払った金額の払戻しはできません。ライセンシーは、
ライセンス期間中に注文されたユーザー ライセンスのライセンス料について、当該ユーザー ライセンス

が実際に使用されているかどうかに関わらず、支払う責任を負います。ライセンシーはサービスの申し込
み時に、有効なクレジット カードまたは承認された注文書の情報を PreEmptive へ提供する必要があり
ます。
35. 契約の終了。 ライセンシーまたは PreEmptive が本契約を終了した場合、ライセンシーは、未払い
残額を支払う義務があります。ライセンシーは、PreEmptive が当該未払い料金をライセンシーのクレジ
ット カードに請求するか、またはその他の方法でライセンシーに当該未払い料金を請求できることに同意
します。ライセンシーがサービスへのアクセスを中止された後に再びサービスへのアクセスを要請する場
合、PreEmptive は再接続料金を請求することができます。ライセンシーがサービスの料金を支払わない
場合、本契約は終了します。いずれの当事者も本契約を終了し、またはライセンス数を減じることができ
ます。これは次の契約期間開始日の少なくとも 5 営業日前に書面によって相手方当事者に通知することに
より、その時点のライセンス期間の満了時に有効となります。
36. 補償。 ライセンシーはここに、顧客データの使用が第三者の権利を侵害する、または第三者の損害を
もたらしているとの主張に起因または関連して発生したすべての請求、費用、損害賠償、損失、債務およ
び経費（弁護士費用および経費も含む）について、PreEmptive とそのライセンサー、親組織、子会社、関
連会社、役員、構成員、従業員、弁護士および代理人を防御し、補償し、免責します。ライセンシーは、
PreEmptive の事前の書面による承諾なく請求の和解をすることはできません。
37. サービスに関する免責条項。 PreEmptive およびそのライセンサーは、サービスまたはあらゆるコン
テンツの信頼性、適時性、品質、適合性、可用性、正確性、または完全性に関して、一切の表明または保証
を行いません。PreEmptive およびそのライセンサーは、(A) サービスの利用が確実である、適時である、
中断がないもしくはエラーがないこと、またはその他のいかなるハードウェア、ソフトウェア、システム
またはデータと組み合わせて使用したとしても動作すること、(B) サービスが、ライセンシーの要求また
は期待に適合すること、(C) 保存されたデータが正確である、または信頼性があること、(D) サービスを
通じてライセンシーが購入または入手する製品、サービス、情報、またはその他一切の資料の品質が、ラ
イセンシーの要求または期待に適合していること、(E) エラーまたは不具合が修正されること、(F) サー
ビス、またはサービスを提供するサーバーにウイルスやその他有害なコンポーネントがないことについて、
一切の表明も保証も行いません。サービスおよびすべてのコンテンツは、完全に「現状有姿」でライセン
シーに提供されます。PreEmptive およびそのライセンサーはここに、明示、黙示、法的、またはその他の
一切の条件、表明および保証（商品性、特定目的への適合性および第三者の権利非侵害についての黙示の
保証などを含みますが、これらに限定されません）について、適用法で認められる範囲を限度に否認しま
す。サービスは、インターネットや電子通信の使用に付随する制限、遅延、およびその他の問題によって
影響を受ける場合があります。PreEmptive はこれらの問題から生じる遅延、配信エラー、またはその他
の損害について責任を一切負いません。PreEmptive は、予定され通知されている、または緊急保守や停
電によるサービスの使用不能について責任を負いません。
評価目的のソフトウェアおよびサービス
ライセンシーが本ソフトウェアを評価目的で入手した場合、そのラベル表記に関わらず、本ソフトウェア

およびサービスの使用は 15 日間、またはダウンロード方法が記載された電子メールで指定されている期
間（以下「評価期間」
）に限定され、その使用すべてについて下記の条項が適用されます。
1. ライセンスの許諾。ライセンサーは、ライセンシーに対し、評価期間中、ライセンシーの内部業務要件
に適合するかどうかを評価するためにのみ本ソフトウェアおよびサービスを使用することができる、限定
的、属人的、内部使用のための、非独占的、かつ譲渡不能のライセンスを許諾します。前述の規定を制限す
ることなく、ライセンシーは、評価期間中に、一般に配布されるコンピューター ソフトウェア作成のため、
またはその他の商業目的で本ソフトウェアおよびサービスを使用することはできません。本ライセンスは、
ライセンサーがいつでもライセンシーに通知することによって終了することができます。また、(a) ライ
センシーによる本ソフトウェアおよびサービスの評価が完了した時、または (b) 評価期間が満了した時の
いずれか早い時点で、通知なくして自動的に終了します。
2. 使用制限付きソフトウェア。本ソフトウェアおよびサービスの完全版の機能の一部が、保留されている
か使用できなくなっている場合があります。また、本ソフトウェアを使用するためにインターネットを介
して本ソフトウェアの一部にリモートでアクセスする必要がある場合があります。本ソフトウェアおよび
サービスの完全な使用が、技術的な保護により制限されることがあります。
3. 保証の否認。本ソフトウェアおよびサービスは、評価目的のためのみに「現状有姿」で提供されます。
ライセンサーはすべての保証を明示的に否認します。これには、商品性、特定の目的に対する適合性、お
よび非侵害についての黙示の保証を含みます。
4. 責任の限定。ライセンサーは、いかなる場合も、本ソフトウェアおよびサービスまたはこれらに伴って
提供されるすべてのデータの使用、またはこれらが使用できないことによって起こる利益やデータの逸失、
その他の付随的または結果的な損害を含むいかなる損害に対しても、一切責任を負いません。ライセンサ
ーがかかる損害の可能性について通知されていた場合も、また他の当事者による請求に対しても同様とし
ます。
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