
 

ユーザー ライセンス契約  
 
 
プログラムの使用を開始する前に、本ライセンス契約を注意深くお読みください。本契約に同意することにより、お
客様はライセンシーとなり、本ライセンス契約の条項に対して完全な同意を表明することになります。もし本契約
の条項に同意できない場合には、プログラムをインストールしないでください。同様に、プログラムを使用すること
は、お客様が本ライセンス契約の条項と条件に拘束されることへの同意を暗示するものとします。 
 
本ライセンス契約は、お客様と PANDA SECURITY, S.L. (以降 PANDA) 間の合意のすべてとなります。それ
以前にお客様と PANDA との間で交わされた、本製品または本製品の前にあった製品に関する、いかなる契約
に対しても優先するものとします。同様に、適用される法律の下で許容可能である場合、通信または広告の資料
に本契約の条項と条件に矛盾するものがある場合、およびそれらの資料が本ライセンス契約以前のものである
場合、本ライセンス契約の条項と条件はそれらの資料に優先するものとします。 
 
本契約の条項に同意することによって、PANDA またはその販売者に属するプログラムまたは製品全体のいか
なる所有権も許諾されません。 
 
1.- ライセンスの許諾 - PANDA は、契約期間中、このプログラムを使用する非独占的かつ譲渡不可能な権利
をお客様に許諾します。その契約期間終了後、お客様はプログラムをコンピュータから削除し、コンピュータでの
プログラムの使用を停止しなければなりません。 
 
本ライセンス契約は、購入されているライセンスの数のコンピュータやサーバーで本プログラムを使用する権利を
許諾します。 
 
ネットワーク環境では、プログラムがインストールされるサーバーおよびワークステーションに対してライセンスを
取得する必要があります。 サーバーに接続しているユーザー数またはコンピュータ数は、このプログラムのライ

センス証書 (提供されている場合) に記載されているライセンス数を超えてはなりません。 
 
サーバーやワークステーションがネットワークに接続されていない場合は、プログラムがインストールされるコンピ
ュータそれぞれに対するライセンスの取得が必要です。サーバーに接続しているユーザー数またはコンピュータ

数は、このプログラムのライセンス証書 (提供されている場合) に記載されているライセンス数を超えてはなりま
せん。 
 
上記いずれの場合でも、ライセンスは、ライセンス証書に明記されているプログラムについてのみ適用されます

(プログラムがライセンス証書を含んでいる場合)。 
 
トライアル版の場合、お客様は、PANDA が示した期間およびサーバーやワークステーションの数の範囲でだけ
使用することができます。この期間を延長するためには、PANDA の書面による許可が与えられなければなりま
せん。デモ バージョンの場合、お客様は最大 6 ライセンスをインストールすることができます。本契約第 5 条は
これらのバージョンには適用されません。 
 
同様に、PANDAは、契約期間内もしくは別途契約で定める範囲で、Panda MalwareRader検査サービスを利
用するための非独占かつ譲渡不可能な権利をお客様に許諾します。本サービスの使用要件を記載した文書は 

https://private.malwareradar.com/ManConsole/License/1/Comercial.html から入手できます。  
 
購読バージョンで、月間購読料または定期購読料金が支払われていない場合、または、購読期間が経過すると、
現行のライセンス契約によって付与されている権利、および本プログラムに関連するサービスへのアクセス権を
失効します。 
 
このライセンス契約は、PANDA のプログラムの販売元、インターネット サービス プロバイダ、または卸売業者と
して活動する企業には適用されません。この場合、これらの企業と PANDA との間で合意された条件が適用され
ます。上記を侵害することなく、エンドユーザーはこのライセンス契約に含まれている条項に同意しなければなり
ません。 
 
 



2.- 知的所有権 - 本プログラムおよびそれに付随するすべてのドキュメントまたは情報は、PANDA およびその
ソフトウェア販売者の独占的な所有物です。PANDA およびその販売者は、本契約の一部としてお客様に対して 
PANDA が付与するプログラム、ドキュメント、またはその他の作業、プログラム、または製品に付随するすべて
の知的所有権および著作権を所有します。GNU GPL (一般公衆利用許諾契約書) ソフトウェアや他の種類のフ
リーソフトウェアに関しては、それに対応するライセンス契約が適用されるものとします。 
 
本プログラムは、知的所有権の保護に適用される法律と条約の処置に加え、著作権法、特許および国際著作権
条約によって保護されています。 
 
PANDA は、性能比較のためにその製品が使用されることを許可します。しかし、それは、客観的で善意に基づ
いて実施され、かつ認知されている一般的な業界の慣習に従ったものであることを条件とします。また、使用され
る製品はその製品の最新バージョンに限ります。 
 
3.- 製品に対する変更およびサービス - お客様は、契約期間中に PANDA が同社製品を技術の進歩に適応さ
せ、それに伴って改良する目的で、他を優先してお客様と契約した製品の開発を中止することがあることを認識

し、これに同意するものとします。そのような場合には、お客様は PANDA の製品移行ポリシーに従って他の製
品を選ぶことができます。その場合、お客様はそのポリシーの条件を受諾し、必要な場合にはお客様のコンピュ

ータをそれに適応させることに同意するものとします。新製品への移行は、PANDA がその新製品の研究開発に
費やしたリソースやその製品間の差異によっては無償で提供されない場合があります。 
 
またお客様は、契約期間中に PANDA が前述の技術的進歩に対応するためにサービスを変更または修正する
ことがあることに同意するものとします。 
 
お客様はこれらの変更をいかなる補償を要求することなく受け入れることに合意します。PANDA はこれらのいか
なる変更についても、お客様に通知するものとします。 
 
同様に、契約期間が終了し製品とサービスが更新される場合において、プログラムのサービスや特性が技術の

進歩に対応して既に変更されていて、お客様はその新しい製品やバージョンに PANDA が定めるポリシーに従
って変更しなければならない可能性があることをお客様は認知するものとします。 
 
お客様が以前の PANDA 製品のバージョンをアップデートして新バージョンや PANDA の新製品に変更する場
合、アップデートされたバージョンや製品はお客様が使用する権利を持つ唯一の製品となり、新バージョンや新製
品に対応する書類、マテリアルや仕様に適用される条項や条件のみを受諾するものとします。その場合、以前の
バージョンに対応するすべてのマテリアルをお客様は削除しなければなりません。 
 
本ライセンス契約に同意することにより、お客様は、プログラムのサービスおよび特性に対するこれらすべての変
更に同意するものとします。本ライセンス契約に同意する前に、こうしたすべての変更を確認してください。 
 
4.- データ収集技術 - 特定の製品において、製品を改良したり、製品をユーザーの好みに適応させたり、ライセ
ンスなくまたは不正に製品を使用することを防いだりするために、データ収集技術を使って技術的な情報を収集

する場合があることを PANDA はお客様に通知します。提供されるサービスの一部として PANDA がこうした情
報を使用する場合があることにお客様は同意するものとします。お客様のコンピュータに自動的にダウンロードさ

れるソフトウェアへのアップデートまたは追加を PANDA が提供する場合があることを、お客様は認識してそれに
同意するものとします。 
 
同様に、契約とプログラムの使用の目的で、お客様は特定の個人情報を PANDA に提供する必要がある場合
があります。PANDA は、現行の適用法に従い、プライバシー ポリシーに沿って、こうした個人情報を取り扱うこ
とをお客様に通知いたします。プライバシー ポリシーは 

http://www.pandasecurity.com/enterprise/media/legal-notice/#e10 からアクセス可能です。 
 
5.- プライバシー- Panda がソリューションを提供するためにアクセスする可能性のあるお客様に属する情報
は、常に機密情報として扱うことを Panda は保証します。Panda がこうした情報を使用するのは、サービスの提
供および、製品とその関連サービスの改良の目的のみ限られるものとします。  
 
6.- 限定された保証 - PANDA は、製品に添付されている印刷物もしくは画面に表示されるヘルプ ファイルに記
載されている本来の目的として設計された主要な機能をプログラムが満たしていることを、お客様の受領日から 



90 日間、製造不良、操作上の不良に対して、適用される消費者保護の法律を侵害することなく保証します。  
 
PANDA は、ライセンスされたプログラムが設計された主要な目的を満たすことをお客様に保証し、PANDA が
自身の基準に照らして適当であると判断する手段と期間を使って、プログラムのその実質的機能に影響を与える

問題を解決する義務を負います。しかし PANDA は、ライセンスされたソフトウェアの機能に外部の技術的機器
が発生させる欠陥に対しては責任を負いません。 
 
7.- 被許可者に対する補償免責 - 紛失、盗難、不慮の事故による損傷を受けた製品、不当な使用、許可なく改
造された製品、または、PANDA 以外のサードパーティに起因する不具合は保証されません。 
 
PANDA は、プログラムの使用または使用不能に起因したとされるいかなる損害または損失に関して、直接的、
間接的を問わず、いかなる個人または法人に対しても、いかなる責任も負いません。これには、業務の中断、金
銭的損失、予想された利益がプログラム使用の結果失われたことが含まれますが、これらに限定されません。 
 
プログラムは、そのままの状態で提供されるものであり、プログラムが満たすべきと推定される機能の欠如に関

するクレームは一切認められません。PANDA はプログラムにエラーがないことも、プログラムが中断なく機能す
ることも保証しません。  
 
お客様は、他者によるプログラムの使用に対する責任を負うものとします。お客様は、本プログラムやそのアップ
デートとお客様がお客様のコンピュータにインストールしていた第三者のアンチウイルス ソフトウェアとの非互換
や、両プログラムの相互作用によって起こるその他の問題により発生するいかなる損失や損害、また費用に関し
ても自ら責任を負うものとします。 
 
ウイルスが感染したファイルに対して発生させた変更により、駆除プロセスにおいてこれらのファイルに予期しな
い変更が加えられる可能性があることを、お客様はお客様の責任において理解し承諾するものとします。 
 
いかなる場合においても、PANDA は、お客様から損害の可能性を通知されていたかどうかにかかわらず、本プ
ログラムに対してお客様から支払われた代金を超える損害に対する責任を追わないものとします。 
 
本契約で確定した保証および責任の妥当性は、対応する国家または司法管轄での適用される法律に従属するも
のとします。 
 
お客様は、このソリューションを使用するために Panda に提供するあらゆる情報が真実で、正しく、現在のもの
であることを表明し保証するものとします。またお客様は、本契約を実施し、それに応じて必要とされる行動を実
行する権利を法的に与えられていることを表明するものとします。 
 
8.- リスクの高い環境 - 本プログラムは、ソフトウェアのエラーが死亡や人体の損傷、施設や環境に対する深刻
な損害などを直接引き起こす可能性のある、原子力施設、航空機ナビゲーション、通信システム、航空管制シス

テム、武器や防衛システム、生命維持システムやその他フェールセーフ (対障害耐性) の機能を必要とするよう
な危険な環境下での使用を想定して設計されておりません。PANDA は、本プログラムのこのような使用に対す
る適性について、いかなる明示的または暗示的な保証をしないことを明言します。 
 
9.- その他の制限 - お客様は、本ライセンス契約の条項の下で、自身のコンピュータまたはサーバーでだけプロ
グラムを使用することができます。お客様が所有していないコンピュータやサーバーで使用することはできませ
ん。お客様はこのプログラムをいかなる手段においても貸与、借用、リース、贈与、寄付、譲渡しないことに同意
するものとします。 
 
お客様は、本ライセンス契約で許諾された権利を譲渡することはできません。またお客様がプログラムの全体若
しくは一部に対するリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルを実行することはできません。 
 
お客様はソフトウェア、サービス、製品に含まれるいかなるその他のドキュメントやマテリアルの全体若しくは一部
に対していかなる変更をも加えてはなりません。 
 
10 - 司法管轄 - 本契約は、スペイン法に準拠し、その解釈や影響に関して疑問や異議がある場合、ビルバオ 
(Bilbao) の司法機関のみが所轄となります。両当事者とも各自に対応する他のいかなる司法管轄も放棄するも
のとします。 
 



11 - 一般 - お客様は、PANDA の人員が、このライセンスの条件を満たしているかどうかを確認するためにお
客様を訪問することを認めるものとします。 
 
またお客様は、お客様が合意事項を履行しない場合は PANDA が法的措置を取ることがあることを認識し、これ
に同意するものとします。PANDA は、お客様が本契約のいかなる条項に反した場合でも、事前の通知なしに自
動的に本契約を終了する権利を持ちます。 
 
この契約のある条項が法律に反している場合、本契約の完全性に影響を及ぼしたり契約の無効を意味したりす
ることなく、その条項は無効と見なされます。 
 
PANDA は、自らが所有し本契約でお客様に付与されていないすべてのその他の権利を留保します。 
 
フリーソフトウェアおよびサードパーティ製ソフトウェアに関する特記条項 
 
本プログラムには、フリー ソフトウェア ライセンスに基づいてユーザーにライセンスが付与される (サブライセンス
される) ソフトウェア プログラムが含まれているか、含まれている可能性があります。これらのライセンス条項は
製品のインストール ディレクトリに格納されており、いつでも参照できます。  
 
本プログラムをインストールした場合は、この使用許諾契約書の内容以外に、これらのライセンスの条項、知的所
有権および著作権が適用されます。 
 
本条で指すライセンス条件が、本契約で示されている条件よりも広範な権利を付与する場合、そのライセンス条
件の条項に基づいてライセンスされているソフトウェアまたはソフトウェアの一部についてのみ、その権利が本契
約で規定する権限および制限より優先するものとします。 
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