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Western Digitalエンドユーザー使用許諾契約書 

重要 - よくお読みください。本契約書の第 8条には、法的に拘束力のある仲裁規定が含

まれています。この規定では、紛争が生じた場合にはお客様ご自身で解決することが

求められており、裁判所で救済を求める権利が制限されています。さらに集団訴訟、

集団仲裁、または特定の紛争の陪審裁判に参加する権利を放棄することが求められて

います。  

本エンドユーザー使用許諾契約（以下「本契約」）は、個人または法人のお客様（以下

「お客様」）と、Western Digital Technologies, Inc.、同社の子会社および関連会社（以

下「WDT」と総称）との間で締結される法的な契約であり、WDT 製のソフトウェアと

関連するオンライン文書または電子文書（これらのソフトウェアと文書を総称して、以

下「本ソフトウェア」）のお客様による使用、および該当する場合は、本ソフトウェア

と併用するよう設計されている、WDT ブランドのメディアプレーヤーを含む WDT 製

のその他のハードウェアデバイスおよび製品（以下「WDT デバイス」）のお客様によ

る使用に関し、その条件を定めたものです。   

 

本ソフトウェアのインストール、有効化、コピー、または本ソフトウェアもしくは本

ソフトウェアが組み込まれた WDTデバイスの使用により、お客様への WDTのライセ

ンス使用許諾の条件である本契約の条件、および第 4 条で参照する形で本契約に組み

入れられる WDTのプライバシー方針の順守に同意したものとみなされます。本契約の

条件に同意いただけない場合は、本ソフトウェアのインストール、起動、コピー、ま

たは本ソフトウェアもしくは本ソフトウェアが組み込まれた WDTデバイスの使用は行

わないでください。本契約の第 8 条の規定を除き、WDT のウェブサイト

（http://www.wdc.com/company/legal/）での公開などによる手段でお客様に通知したうえ

で、本契約は WDT により随時修正されることがあり、お客様は WDT のウェブサイト

での公開による通知により、本契約の修正内容を確認する機会が与えられることに同意

するものとします。お客様は、上述の通知の後も本ソフトウェアの使用を継続する場合、

本契約の修正内容に拘束されることに同意することになります。 

 

1. ライセンスの供与 

本ソフトウェアは、ライセンスを供与するものであり、販売するものではありません。

本契約に定める条件に従って、WDT はお客様個人またはお客様の会社内でのみ本ソフ

トウェアを使用するための個人的、非排他的、譲渡不能（第 13 条の対象）、サブライ

センス不可の取り消し可能なライセンスをお客様に供与しますが、WDT デバイスと同

時に単独で統合して本ソフトウェアを使用する場合に限ります。    

 

2. 権利の留保：第三者のコンテンツとサービス 

お客様は、本ソフトウェアが著作権ならびにその他の知的財産権および所有権によって

保護されていることを了承するものとします。WDT およびそのサードパーティライセ

ンサー（以下「ライセンサー」）は、第 1条でお客様に明示的に供与されたライセンス

を除き、本ソフトウェアに関するすべての権利を留保しています。前述の明示的なライ
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センスを除き、黙示的、反禁言、あるいはその他いかなる手段でも、本ソフトウェアの

権利、権限、利益、ライセンスは、一切、お客様に供与、譲渡または移転されるもので

はありません。お客様は、いかなる形であれ、本ソフトウェアに関連して、WDT また

はそのライセンサーの権利を侵害する行為を行わないことに同意するものとします。本

ソフトウェアの使用により、第三者のソフトウェアのダウンロード、または本ソフトウ

ェアを介してアクセスした第三者のコンテンツ（かかるソフトウェアとコンテンツを総

称して以下「第三者のコンテンツ」）へのリンクが可能となります。また、お客様は、

第三者のコンテンツはすべて該当する第三者のコンテンツ所有者に帰属し、該当する著

作権およびその他の知的財産権により保護されている可能性があることを了承するもの

とします。本契約またはお客様が第三者のコンテンツにアクセスするために本ソフトウ

ェアを使用したことにより、当該第三者のコンテンツの権利がお客様に供与されること

はありません。いかなる形であれ、お客様は、該当するサービスプロバイダ（以下「サ

ービスプロバイダ」）または第三者のコンテンツ所有者の許可なく第三者のコンテンツ

を使用することはできません。本ソフトウェアを使用して第三者のコンテンツへのアク

セス、複製、表示、またはその他の使用をする際に、第三者の知的財産権を侵害しない

ようにするのは、お客様の責任です。 

 

WDTと WDTのサービスプロバイダは、事前の予告なくいつでも本ソフトウェアと WDTデ

バイスの使用により第三者のコンテンツまたは関連サービスの改変、変更、制限、削除、

中断、無効化、またはアクセスを停止する権限を有し、第三者コンテンツ、ユーザイン

ターフェイス、その他、いずれに組み込む場合でも、本ソフトウェアを通じて広告およ

び販売促進のメッセージを表示する権利があります。WDT はその単独の裁量により、い

つでもサービスプロバイダを追加または削除できるものとします。お客様は、インター

ネットへのアクセス、特定の更新（本書内で定義）のインストール、または当該のサー

ビスプロバイダとの契約の締結により、本ソフトウェアまたは WDTデバイスを通じた特

定の第三者コンテンツへのアクセスまたは利用が必要になる場合があることを承諾する

ものとし、また、かかる契約により、特定の第三者コンテンツおよび関連サービスにつ

いて、サービスプロバイダへの料金の支払が必要になる場合があることを承諾するもの

とします。当該のサービスプロバイダとの契約のすべての条件、または第三者のコンテ

ンツと関連サービスのアクセスと使用を管理する使用の条件に準拠した上で、アクセス

と表示が許可されている第三者コンテンツのみ、WDT デバイスを使用したアクセスおよ

び表示が許可されます。第三者コンテンツ、またはサービスプロバイダから提供される

ソフトウェアを含むその他の素材は、本書内で本ソフトウェアに適用される内容と同じ

全ての権利と制限が適用されますが、(a) 関連するサービスプロバイダが特別に別の権

利をお客様に付与している場合、および (b) 保証または責任に関するお客様単独の償

還請求が、WDT ではなく当該のサービスプロバイダに義務づけられる場合はこの限りで

はありません。 

 

3. 制限事項 

お客様は以下を行わないことを了承し、同意するものとします。(a) 第 1 条で明示的に

許可されている範囲外で本ソフトウェアを複製すること、(b) 本ソフトウェアを変更、

改変、翻訳またはその派生著作物を作成すること、(c) いかなる方法であれまたはいか
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なる形であれ、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアの技術、機能または方策を回避ま

たは無効にしようとすること、(d) 本ソフトウェアのソースコードを逆コンパイル、逆

アセンブル、リバースエンジアリングすること、または抽出しようと試みること、(e) 

本ソフトウェアを第三者に配布、担保権を設定、販売、賃貸、リース、サブライセンス、

譲渡、公開、または開示すること（第 12条の下で許可される場合を除く）、(f) 本ソフ

トウェアのまたは本ソフトウェアに関連して使用されている商標、ロゴ、著作権および

その他所有権の表示、符号、記号またはラベルを削除または改変すること、(g) 著作権、

企業秘密、特許を含むがこれらに限定されない第三者の知的所有財産の侵害を助長する

ような方法、およびお客様が本ソフトウェアを使用する地域での司法管轄区で適用され
る名誉棄損、誹謗、猥褻行為、プライバシー関連の不正行為に関する法律を含むがこれ
らに限定されない法律に違反するような方法で、本ソフトウェアを使用すること。 

 

本ソフトウェアは WDT 以外の事業者が製造したデバイス（以下「非 WDT デバイ

ス」）で動作することもあります。お客様は、当該非 WDT デバイスの品質や機能に関

して、WDT が表明も保証も一切行わないことを理解し、同意するものとします。お客

様は、WDT では一部の非 WDT デバイスのサポートを提供することがあっても、それ

以外のデバイスについては適用されないことがあることを了承するものとします。

WDT では、ソフトウェアが WDT 製以外のストレージデバイスとの互換性を持ってお

り、今後も互換性を持ち続けることを一切保証しません。 

 

4. 更新：個人を特定できない情報 
 

お客様は、WDT には本ソフトウェアの更新（以下に定義）のためにお客様にサポート

を提供する義務がないことを了承するものとします。ただし、WDT は随時本ソフトウ

ェアの更新版を発行する可能性があり、本ソフトウェアは、バグの修正、パッチ、アッ

プグレード、機能拡張、プラグインおよび新バージョンなどの本ソフトウェアに関する

入手可能な更新（以下総称して「更新」）の有無を確認するためにインターネットを介

して自動的に WDT または第三者のサーバーに接続する可能性があります。また、(a) 

お客様のデバイスと共に使用されている本ソフトウェアのバージョンを自動的、電子的

に更新する、または (b) 更新バージョンを手動でダウンロードするオプションをお客様

に提供する可能性があります。該当する場合、本ソフトウェアのインストール、および

更新の自動チェックを無効にしないことにより、WDT または第三者のサーバーに自動

的に更新を要求してこれを受信し、当該更新すべてに本契約の諸条件が適用されること

を、お客様は同意および承諾したことになります。   

 

本ソフトウェアには、本ソフトウェアの操作に関連して個人を特定できない情報を、

WDT またはそのサードパーティのデータ解析プロバイダに転送する自動通信機能が組

み込まれている可能性があります。この情報には、お客様の本ソフトウェアの設定、お

客様が使用している本ソフトウェアのバージョン、および WDT のプライバシー・ポリ

シー（下記のウェブサイトアドレスで閲覧可能）に特定されるその他の項目が含まれま

す。WDT および WDT のデータ解析プロバイダはこの情報を、集合的な顧客行動の統

計的分析などの調査目的で使用する可能性があります。また、お客様がサービスプロバ

イダまたは第三者のコンテンツ所有者と共有する情報（個人を特定できる情報を含む）
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に関して、WDT は責任を一切負わず、一切の表明または保証を行わないことを、お客

様は了承するものとします。お客様がサービスプロバイダまたは第三者のコンテンツ所

有者に提供する情報の保管に関する責任は、サービスプロバイダまたは第三者のコンテ

ンツ所有者にあります。 

収集される情報の使用に関して詳しくは、WDT のプライバシー・ポリシー

（http://www.wd.com/en/company/corporateinfo/privacy.aspx）をご覧ください。ここに参

照することにより、WDT のプライバシー・ポリシーが本契約に組み込まれ、お客様は、

WDTのプライバシー・ポリシーの条件に同意するものとします。 

5. 登録情報 

WDTデバイス登録プロセスの一環として、WDTはお客様にお名前や電子メールアドレ

スなどの登録関連情報をうかがう場合があります。当該情報の提供により、お客様は当

該情報の収集に同意し、また入手可能な更新の通知、製品リコールまたは安全に関する

注意など、WDT デバイスに関する販売促進以外の情報提供に WDT が当該情報を使用

することにも同意することになります。また、お客様には、WDT およびそのビジネス

パートナーからの販売促進電子メールおよび資料の受領を希望するかどうかを事前にお

知らせいただくことになります（オプトイン）。オプトインを選択した場合、配信停止

をするまで、WDT およびそのビジネスパートナーからの販売促進資料を受け取ること

に同意したことになります。WDTによる個人の特定が可能な情報の使用は、WDTのプ

ライバシー・ポリシーに基づき管理されます。 

6. 免責事項 

本ソフトウェア、および本ソフトウェアまたは WDT デバイスからアクセス可能な、第

三者のすべてのコンテンツとサービスは、いかなる種類の保証もなく「現状のまま」お

客様に提供されます。適用法により許容される最大限の範囲まで、WDT、WDT のサー

ビスプロバイダ、ならびにそのライセンサーは、商品性、特定の目的への適合性、およ

び第三者の知的財産権を侵害していないことの暗示的保証を含みますがこれらに限定さ

れない、明示または黙示の保証を一切いたしません。WDT は本ソフトウェアがお客様

の要件を満たすこと、またはエラーのないことを保証しません。明確を期するために言

及すると、WDT は、いかなる第三者のコンテンツ、もしくはサービスプロバイダまた

は第三者コンテンツ所有者の作為または不作為に関して、一切の表明、保証を行いませ

ん。本ソフトウェアの使用またはパフォーマンスに起因するリスクはすべて、お客様が

負うものとします。お客様は、ソフトウェア、第三者コンテンツ、もしくはデータのダ

ウンロードまたはその他の本ソフトウェアの使用を通じて取得したデータはお客様ご自

身の裁量およびリスクで実行されるものであり、かつお客様が、データの損失または破

損を含むお客様のコンピュータ、デバイス、テレビ、システムまたはネットワークが被

る損害に対しても全責任を負うことを了承し、これに同意するものとします。前記の免

責は、お客様による WDT デバイスの使用に関連した該当する保証を、修正、解釈また

は変更するものではありません。 
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7. 責任制限 

適用法により許容される最大限の範囲で、WDT またはそのライセンサーは、いかなる

場合においても、本契約に起因するまたは本ソフトウェアの使用または使用できないこ

とに起因する営業利益の逸失、業務の中断、データの損失、コンピュータシステム障害、

誤作動、またはその他金銭的損失を含みますがこれらに限定されない、いかなる結果的、

偶発的、間接的、特別的、懲罰的、またはその他の損害に対しても、たとえ WDT がそ

のような損害が発生する可能性を知らされていた場合でも、一切責任を負わないものと

します。結果的または偶発的損害に対する責任制限が認められていない司法管轄区もあ

るため、前記の責任制限が適用されない場合もあります。いかなる場合においても、本

ソフトウェアに関連したあらゆる損害に関して、WDT のお客様に対する責任総額は、

$5 を超えないものとします。前記の制限、除外および免責条項は、たとえ救済措置が

その本質的目的を果たせなかったとしても、適用される法律の下で認められる最大限の

範囲で適用されるものとします。 

WDT は、お客様による本ソフトウェアまたは第三者コンテンツもしくはサービスの使

用に起因または関連するお客様のシステムの感染、汚染、システムのダメージ、または

遅延、不正確さ、エラーまたは欠損に関して責任を負いません。本ソフトウェアおよび

WDT デバイスは、核施設の操作、航空機の航行または通信システムもしくは航空交通

管制機器、またはその他の機器での、本ソフトウェア、第三者コンテンツ、または

WDT デバイスの不具合が死亡、人身傷害または重篤な物的もしくは環境的損害をもた

らす可能性のある状況での使用のためには意図されていません。  

8. 紛争、法的拘束力のある個人的仲裁、集団訴訟および集団仲裁の放棄    

          

8.1 紛争。本第 8条の条件は、お客様と WDT間のすべての紛争に適用されま

す。本第 8条の目的において、および本契約に規定される例外を条件として、「紛争」

とは、本ソフトウェア、WDT ソフトウェア、本契約またはその他のお客様と WDT が

関与する取引に関連して発生する、契約、保証、不実表明、詐欺、違法行為、作為によ

る違法行為、制定法、規制、条例、またはその他の法的または衡平法上の、お客様と

WDT 間の紛争、請求または訴訟を意味し、法律の下で認められる最も広い意味で解釈

されるものとします。お客様と WDT は、本契約で定義される「紛争」には、(A) 企業

秘密の悪用、(B) 特許侵害、(C) 著作権侵害と誤用、および (D) 商標侵害と商標価値の

希薄化に関する請求を含む、お客様、WDT またはいずれかの当事者のライセンサーの

知的財産権の行使または有効性に関連した請求または訴因を含まれないことに合意す

るものとします。 

8.2 法的拘束力のある仲裁。お客様と WDT はさらに、(a) 本契約の条項に従

って当事者間のすべての紛争を仲裁すること、(b) 本契約の取引は州際通商とされるこ

と、(c) 本第 8 条の解釈および行使は連邦仲裁法（9 U.S.C. §1 以下参照）により支配さ

れること、および (d) 本第 8条は本契約の終了後も存続することに合意するものとしま

す。前記に関わらず、お客様は州または自治体の小額裁判所で個人的な訴訟を起こすこ

とができますが、訴訟がその裁判所でのみ行われる場合に限られます。仲裁とは、訴
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訟手続きにおいて審理または審査を受ける権利を放棄し、訴えの根拠が制限されるこ

とを意味します。仲裁人によりお客様に保証される損害賠償は、当該の司法管轄区に

所在する裁判所が、救済を要求する個人当事者に有利な宣言的救済または差止め救済措

置を裁定する場合と同じ程度、また当事者の個々の請求で保証される救済に必要な範囲

に留まる場合があります。仲裁人の決定は最終的な決定であり、司法管轄区のいずれの

裁判所も両当事者に対して強制執行することができます。   

8.3 紛争の通知。紛争が発生した場合、お客様または WDT はまず紛争の通知

を相手方当事者に送付しなければなりません。通知には相手方当事者の名称、住所、連

絡先情報、紛争の原因となった事実、および要求される救済措置を記載した書面を添付

します（「紛争の通知」）。WDT 宛ての紛争の通知は、Western Digital Technologies, 

Inc. 法務部（Legal Department）宛て、住所 3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA 

92612, U.S.A.（「WDT 通知住所」）に送付するものとします。お客様宛の紛争の通知

は、弊社が最後にファイリングした、またはお客様用の記録内に最後に保存された住所

宛てに、配達証明郵便で送付されます。WDTとお客様が、紛争の通知受領後 60日以内

に紛争の解決の合意に至らない場合、お客様または WDT は本第 8条に従って仲裁手続

きを開始できます。紛争の通知が送付および受領された後、お客様と弊社はそれぞれ仲

裁を開始する前に、誠意をもって紛争の解決にあたることに同意します。 

8.4 集団訴訟と集団仲裁の権利放棄。お客様と WDTは、各当事者が個人の能

力範囲でのみ相手方に対して紛争を起こすものであり、連邦または州の集団訴訟、集

団仲裁または民間代理人訴訟などを含むがこれらに限らない、集団訴訟または代理訴

訟手続きの原告あるいは原告団の一員とならないことに合意するものとします。した

がって本項で概略する仲裁手続きにおいては、仲裁人は仲裁手続きに関するすべての

関係当事者の書面による同意なく、当事者の複数の請求を統合または連結することは

できません。 

8.5 仲裁手続き。当事者が仲裁の開始を選択する場合、仲裁の開始時点で施

行されている JAMSの規則（「JAMS規則」）（URL：http://www.jamsadr.comで閲覧、

または 1-800-352-5267に電話で問い合わせることにより入手可）、および本契約に規定

の規則に従い仲裁が管理されます。JAMS 規則と本契約内に記載される規則に矛盾があ

る場合、本契約に規定の規則が優先されます。お客様はその裁量により、連邦、州また

は自治体の法律に準じてお客様が利用できる他の救済措置を要求することができます。

すべての紛争は、1 名の中立の仲裁人により解決され、両当事者は仲裁人の選定に参加

する正当な機会が与えられます。仲裁人は本契約の条件に拘束されます。仲裁条項の執

行可能性に関する問題を例外として、本契約の適用範囲と紛争の仲裁可能性を含む、本

契約に関連するすべての問題が仲裁人の裁定の対象となります。お客様は電話で仲裁の

意見聴取に参加できます。電話で実施されない仲裁の意見聴取の開催地は、お客様の主

たる所在地から近い手頃な場所、またはカリフォルニア州オレンジ郡のいずれかを、お

客様の判断で決定できます。  

(a) 仲裁手続きの開始。お客様または WDT が紛争の仲裁を決定する場

合、以下の手続きに同意することになります。 

http://www.jamsadr.comで閲覧、または1-800-352-5267/
http://www.jamsadr.comで閲覧、または1-800-352-5267/
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(i) 仲裁申立書を作成する。申立書には紛争の詳細と、回収を求

める損害金額を記載しなければなりません。http://www.jamsadr.com から仲裁申

立書の様式を入手できます（「仲裁申立書」）。 

(ii) 仲裁申立書の写し 3部と適切な手数料を下記の住所に送付す

る。   

JAMS  

500 North State College Blvd., Suite 600  

Orange, CA 92868, U.S.A.  
 

(iii) 仲裁申立書の写し 1部を、紛争の通知と同じ住所、または両

当事者間で合意された別の住所宛に、相手方当事者に送付する。 

(b) 意見聴取書の様式。仲裁人は仲裁裁定が下される場合は、その根拠

となる重要な所見と結論を説明する裁定書をすべて意見聴取書の様式で発行する必要が

あります。仲裁の間、WDT またはお客様が提示する和解額は、お客様または WDT に

支払われる額（支払われる場合）が仲裁人により決定されるまで、仲裁人に開示されま

せん。仲裁の間、紛争に関する非特権的な情報の発見または交換が認められる場合があ

ります。 

(c) 仲裁料。WDT は本契約の条項に準じて（お客様または WDT によ

り）開始された仲裁について、JAMS への申立、事務、仲裁人にかかる料金をすべてお

客様に支払い、（該当する場合は）返済します。 

(d) お客様に有利な裁定。お客様または弊社が弁護士費用およびその他

費用を除き$75,000 以下の損害賠償を要求する紛争については、仲裁人の裁定によるお

客様への最終的な支払い額が、WDTが最後に書面で提示した紛争和解金（WDTが和解

金を示す場合）を下回る場合、WDT は以下を行います。(i) $1,000 と和解金の額のいず

れか多い方をお客様に支払う、(ii) 弁護士料が発生する場合、合理的な弁護士費用の 2

倍の額をお客様に支払う、および (iii) 仲裁での紛争の調査、準備、追求により弁護士側

で合理的に発生した費用（専門家の証言手数料および費用を含む）をお客様に弁済する。

お客様と WDT が書面で合意する場合を除き、仲裁人は本第 8.5(d)項に従って WDT 側

で支払う料金、費用、経費の額を決定します。   

(e) 弁護士費用。WDT は本契約に基づき、紛争に関連して開始された

仲裁に対して、弁護士費用および経費を請求しません。上記の第 8.5(d)項に基づき弁護

士費用を要求するお客様の権利は、適用法による弁護士費用に対するお客様の権利を制

限するものではありません。前記にも関わらず、仲裁人は弁護士費用および経費の二重

の支払いを認めない場合があります。 

(f) オプトアウト。お客様が本契約（本ソフトウェアの購入、ダウンロ

ード、インストール、または WDT デバイス、製品およびサービスの他の対象となる使

用を含む）に同意後 30 日以内に、(i) お客様の氏名、(ii) お客様の電子メールアドレス、
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および (iii) 本第 8条で指定される最終的な個々の仲裁手続きからの脱退と、集団訴訟お

よび代理人訴訟手続きの放棄を要求する旨を記載した書状を、WDT の通知住所に送付

することにより、本契約で指定される最終的かつ法的拘束力のある個々の仲裁手続きか

らのオプトアウト（脱退）、および集団訴訟および代理人訴訟の手続きの放棄を選択す

ることができます。お客様が上記に述べる手順に従ってオプトアウトする場合も、仲裁

前の通知要件を含め、他のすべての条件は引き続き適用されます。 

8.6 第 8条の修正。本契約に相反する条項が規定されている場合においても、

お客様と WDTは、WDTが今後、本契約の紛争解決手続きと集団訴訟放棄の条項

（WDTの住所変更を除く）を修正する場合、変更から 30日以内に、上記の WDTの通

知住所に書状を送付することにより、お客様が当該修正を拒否できることに、合意しま

す。将来の修正を拒否することにより、お客様は本 8条の文言に従って、お客様と弊社

間のすべての紛争を仲裁することに同意することになります。 

8.7 分離可能性。本第 8条のいずれかの条項が行使不可能と判断される場合、

当該条項を分離したうえで、本契約の他の条項は引き続き効力を維持します。前記は第

8.4 項に規定される集団訴訟または代理人訴訟の禁止には適用されません。第 8.4 項が

行使不可能と判断される場合、第 8条全体（ただし第 8条のみ）が無効になります。 

9. 米国政府の制限付権利  

 

本ソフトウェアは、制限付権利を付与されています。米国政府による使用、複製または

開示は、DFARS 252.227- 7013 の「技術データおよびコンピュータ ソフトウェアにおけ

る権利」条項のサプバラグラフ (b)(3)(i) または (c)(1) および 48 CFR 52.227-19 の「商用

コンピュータ ソフトウェア - 制限された権利」条項の (2) に定められている制限を受け

ます。製造者はWestern Digital Technologies, Inc.、所在地： 3355 Michelson Drive, Suite 

100, Irvine, CA, 92612です。   

 

10. 輸出制限 

WDT は、本ソフトウェアがお客様の国での使用に適しているかどうかを表明しません。

お客様は、本ソフトウェアまたはその基礎となる情報もしくは技術は、いずれの部分も、

米国の禁輸措置の対象となる諸国（またはその国民もしくは居住者）（現在、イラン、

キューバ、シリア、北朝鮮、およびスーダン）、または米国財務省特定国籍業者リスト

もしくは米国商務省輸出拒否リストに載っている人物にダウンロードを許可できないこ

と、輸出または再輸出できないことを了承するものとします。本ソフトウェアを使用す

ることにより、お客様は、上記に同意し、お客様が上記の国に居住していない、または

上記の国のまたは上記リストに載っている国の人物または居住者の管理下にないことを

表明し、保証することになります。お客様はさらに、暗号化や認証などの本ソフトウェ

アの特定の機能は、お客様が本ソフトウェアを販売国から輸送する場合には輸入制限の

対象になる場合があり、適用されるすべての制限を順守する責任があることを了承し、

理解するものとします。 
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11. 免責 

お客様は、本契約により、第三者コンテンツの不正な使用などを含むがこれに限定され

ない、お客様による本契約の違反に起因するあらゆる責任、損失、請求、罰金および費

用（合理的な弁護士費用および経費を含む）に対して、WDT およびそのライセンサー

を免責し、擁護し、無害に保つことに同意するものとします。 

 

12. 解約  

お客様が本契約に定める義務の履行を怠った場合、本契約は、WDT のその他の権利を

損なうことなく、通知なしに自動的に解約されます。解除に際して、お客様はただちに

本ソフトウェアのあらゆる使用を停止しなければなりません。WDT が利用できる他の

救済に加え、第 8 条の条項に従い、お客様は、お客様が本契約に違反した場合は WDT

が即時差し止めによる救済を求めることができることに同意するものとします。 

 

13. 譲渡 

お客様は、法律またはその他の運用により、本契約または本ソフトウェアを他者に付与

または譲渡することはできません。上記にかかわらず、お客様は、本契約に基づくお客

様の権利をすべて、本ソフトウェアの組み込みに使用されている WDT デバイスの購入

者に対し、その購入者が本契約に基づくお客様の義務をすべて引き受けることを条件に、

永続的に譲渡することができます。 

14. オープンソースソフトウェア 

本契約に基づきライセンスを供与された本ソフトウェアには、「オープンソース」ソフ

トウェア（ライセンス供与契約に基づき配布されるコンピュータソフトウェアで、一般

ユーザーによりコンピュータコードが共有、閲覧、修正可能）が含まれている可能性が

あります。本契約の第 3条の制限は、オープンソースソフトウェアのライセンス条件に

抵触しない条件および範囲で、前記のオープンソースソフトウェアにのみ適用されます。 

15. AVCに関する注記 

製品にエンコードおよび/またはデコード機能がある範囲において、以下を目的とした

消費者による個人的および非商業的な利用に対して、AVC 特許ポートフォリオライセ

ンスに基づき製品にライセンスが付与されます。 (I) AVC 規格に準拠したビデオ

（「AVC ビデオ」）をエンコードする場合、または (II) 個人的および非商業的活動に

従事する消費者によりエンコードされた AVC ビデオ、または AVC ビデオの配信のラ

イセンスを取得しているビデオプロバイダから取得した AVC ビデオをデコードする場

合。その他の用途に対しては、ライセンスは付与されず、ライセンス付与を暗示するも

のでもありません。その他の詳細については、MPEG LA, LLCにお問い合わせください。

また HTTP://WWW.MPEGLA.COMもご参照ください。 
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16 MPEG-4に関する注記  

製品にエンコードおよび/またはデコード機能がある範囲において、以下を目的とした

消費者による個人的および非商業的な利用に対して、MPEG-4 ビジュアル特許ポートフ

ォリオライセンスに基づき製品にライセンスが付与されます。(I) MPEG-4 ビジュアル

規格に準拠したビデオ（「MPEG-4 ビデオ」）をエンコードする場合、または (II) 個

人的および非商業的活動に従事する消費者によりエンコードされた MPEG-4 ビデオ、

または MPEG-4 ビデオの配信のライセンスを取得しているビデオプロバイダから取得

された MPEG-4 ビデオをデコードする場合。その他の用途に対しては、ライセンスは

付与されず、ライセンス付与を暗示するものでもありません。販売促進、社内的、商業

的な使用とライセンスを含むその他の詳細については、MPEG LA, LLCにお問い合わせ

ください。また HTTP://WWW.MPEGLA.COMもご参照ください。 

17 MPEG-2に関する注記  

製品にエンコード機能がある範囲において、パッケージメディアのビデオ情報のエンコ

ードに関する MPEG-2 規格に準拠した、個人的な利用以外の方法による製品の利用は、

MPEG-2 特許ポートフォリオの当該の特許に基づくライセンスを取得していない場合は、

明示的に禁止されます。当該ライセンスは MPEG LA LLC（6312 S. FIDDLES GREEN 

CIRCLE, SUITE 400E, GREENWOOD VILLAGE, COLORADO 80111 USA）から取得でき

ます。  

18 VC-1に関する注記  

製品にエンコードおよび/またはデコード機能がある範囲において、以下を目的とした

消費者による個人的および非商業的な利用に対して、VC-1 特許ポートフォリオライセ

ンスに基づき製品にライセンスが付与されます。(I) VC-1 規格に準拠したビデオ

（「VC-1 ビデオ」）をエンコードする場合、または (II) 個人的および非商業的な活動

に従事する消費者によりエンコードされた VC-1ビデオ、および/または VC-1ビデオの

配信のライセンスを取得しているビデオプロバイダから取得した VC-1 ビデオをデコー

ドする場合。その他の用途に対しては、ライセンスは付与されず、ライセンス付与を暗

示するものでもありません。その他の詳細については、MPEG LA, LLCにお問い合わせ

ください。また HTTP://WWW.MPEGLA.COMもご参照ください。  

19. サポート 

ソフトウェアに関する問題が発生した場合は、http://support.wdc.com の WDT のサポー

トフォーラムをご参照いただくか、http://wdc.custhelp.com/app/ask/のオンラインフォー

ムから、WDTのカスタマーサポートに電子メールでご連絡ください。   
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20. 雑則 

本契約は、本契約の主題に関連する両当事者間の完全なる合意を構成するものとし、す

べての事前または同時期の口頭または書面の了解事項よりも、本契約が優先します。本

契約は法の抵触とは無関係に、カリフォルニア州の法律に準拠します。紛争が生じた際、

司法管轄区の裁判所の判断により、第 8条の条項が本契約の他の条項から分離されてい

て適用されない場合、または第 8条の条項に従いオプトアウトしている場合、お客様と

WDT は、カリフォルニア州オレンジ郡に所在する州および連邦裁判所の独占的な裁判

権に従うことに合意するものとします。本契約は、国際物品売買契約に関する国際連合

条約には準拠していません。本契約の第 8.7 項に従って、本契約のいずれかの条項が、

司法管轄区の裁判所により法的強制力がないとみなされる場合、かかる条項はその趣旨

を失わずに法的強制力を回復するのに必要な範囲で修正される必要があり、当該修正が

不可能な場合は本契約から分離され、本契約の他の条項は引き続き効力を維持します。

いずれか一方の当事者が、本契約の何らかの条件、またはその違反に対して権利の行使

を放棄することが一度あったとした場合も、その後の当該条件、またはその違反に対し

ての権利の行使を放棄したとはみなされません。本契約の解約あるいは終了後も履行が

必要または意図される本契約の条項は、解約あるいは終了にもかかわらず、引き続き有

効となります。いずれの当事者も、自己の合理的支配の及ばない理由から直接あるいは

間接的に生じる履行の遅延、履行不能、サービスの中断が生じた場合は、本契約の不履

行とはみなされず、責任を問われることはないものとします。本契約により生じ、本契

約の第 8条が適用されない紛争の場合、優勢な当事者には紛争に付随するすべての弁護

士費用およびその他関連費用が相手方当事者から弁済されます。 
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	本ソフトウェア、および本ソフトウェアまたはWDTデバイスからアクセス可能な、第三者のすべてのコンテンツとサービスは、いかなる種類の保証もなく「現状のまま」お客様に提供されます。適用法により許容される最大限の範囲まで、WDT、WDTのサービスプロバイダ、ならびにそのライセンサーは、商品性、特定の目的への適合性、および第三者の知的財産権を侵害していないことの暗示的保証を含みますがこれらに限定されない、明示または黙示の保証を一切いたしません。WDTは本ソフトウェアがお客様の要件を満たすこと、またはエラー...

	7.  責任制限
	適用法により許容される最大限の範囲で、WDTまたはそのライセンサーは、いかなる場合においても、本契約に起因するまたは本ソフトウェアの使用または使用できないことに起因する営業利益の逸失、業務の中断、データの損失、コンピュータシステム障害、誤作動、またはその他金銭的損失を含みますがこれらに限定されない、いかなる結果的、偶発的、間接的、特別的、懲罰的、またはその他の損害に対しても、たとえWDTがそのような損害が発生する可能性を知らされていた場合でも、一切責任を負わないものとします。結果的または偶発的損害...
	8. 紛争、法的拘束力のある個人的仲裁、集団訴訟および集団仲裁の放棄
	8.1 紛争。本第8条の条件は、お客様とWDT間のすべての紛争に適用されます。本第8条の目的において、および本契約に規定される例外を条件として、「紛争」とは、本ソフトウェア、WDTソフトウェア、本契約またはその他のお客様とWDTが関与する取引に関連して発生する、契約、保証、不実表明、詐欺、違法行為、作為による違法行為、制定法、規制、条例、またはその他の法的または衡平法上の、お客様とWDT間の紛争、請求または訴訟を意味し、法律の下で認められる最も広い意味で解釈されるものとします。お客様とWDTは、本...
	8.2 法的拘束力のある仲裁。お客様とWDTはさらに、(a) 本契約の条項に従って当事者間のすべての紛争を仲裁すること、(b) 本契約の取引は州際通商とされること、(c) 本第8条の解釈および行使は連邦仲裁法（9 U.S.C. §1以下参照）により支配されること、および (d) 本第8条は本契約の終了後も存続することに合意するものとします。前記に関わらず、お客様は州または自治体の小額裁判所で個人的な訴訟を起こすことができますが、訴訟がその裁判所でのみ行われる場合に限られます。仲裁とは、訴訟手続きに...
	8.3 紛争の通知。紛争が発生した場合、お客様またはWDTはまず紛争の通知を相手方当事者に送付しなければなりません。通知には相手方当事者の名称、住所、連絡先情報、紛争の原因となった事実、および要求される救済措置を記載した書面を添付します（「紛争の通知」）。WDT宛ての紛争の通知は、Western Digital Technologies, Inc. 法務部（Legal Department）宛て、住所3355 Michelson Drive, Suite 100, Irvine, CA 92612...
	8.4 集団訴訟と集団仲裁の権利放棄。お客様とWDTは、各当事者が個人の能力範囲でのみ相手方に対して紛争を起こすものであり、連邦または州の集団訴訟、集団仲裁または民間代理人訴訟などを含むがこれらに限らない、集団訴訟または代理訴訟手続きの原告あるいは原告団の一員とならないことに合意するものとします。したがって本項で概略する仲裁手続きにおいては、仲裁人は仲裁手続きに関するすべての関係当事者の書面による同意なく、当事者の複数の請求を統合または連結することはできません。
	8.5 仲裁手続き。当事者が仲裁の開始を選択する場合、仲裁の開始時点で施行されているJAMSの規則（「JAMS規則」）（URL：http://www.jamsadr.comで閲覧、または1-800-352-5267に電話で問い合わせることにより入手可）、および本契約に規定の規則に従い仲裁が管理されます。JAMS規則と本契約内に記載される規則に矛盾がある場合、本契約に規定の規則が優先されます。お客様はその裁量により、連邦、州または自治体の法律に準じてお客様が利用できる他の救済措置を要求することができ...
	(a) 仲裁手続きの開始。お客様またはWDTが紛争の仲裁を決定する場合、以下の手続きに同意することになります。
	(i) 仲裁申立書を作成する。申立書には紛争の詳細と、回収を求める損害金額を記載しなければなりません。http://www.jamsadr.comから仲裁申立書の様式を入手できます（「仲裁申立書」）。
	(ii) 仲裁申立書の写し3部と適切な手数料を下記の住所に送付する。
	(iii) 仲裁申立書の写し1部を、紛争の通知と同じ住所、または両当事者間で合意された別の住所宛に、相手方当事者に送付する。

	(b) 意見聴取書の様式。仲裁人は仲裁裁定が下される場合は、その根拠となる重要な所見と結論を説明する裁定書をすべて意見聴取書の様式で発行する必要があります。仲裁の間、WDTまたはお客様が提示する和解額は、お客様またはWDTに支払われる額（支払われる場合）が仲裁人により決定されるまで、仲裁人に開示されません。仲裁の間、紛争に関する非特権的な情報の発見または交換が認められる場合があります。
	(c) 仲裁料。WDTは本契約の条項に準じて（お客様またはWDTにより）開始された仲裁について、JAMSへの申立、事務、仲裁人にかかる料金をすべてお客様に支払い、（該当する場合は）返済します。
	(d) お客様に有利な裁定。お客様または弊社が弁護士費用およびその他費用を除き$75,000以下の損害賠償を要求する紛争については、仲裁人の裁定によるお客様への最終的な支払い額が、WDTが最後に書面で提示した紛争和解金（WDTが和解金を示す場合）を下回る場合、WDTは以下を行います。(i) $1,000と和解金の額のいずれか多い方をお客様に支払う、(ii) 弁護士料が発生する場合、合理的な弁護士費用の2倍の額をお客様に支払う、および (iii) 仲裁での紛争の調査、準備、追求により弁護士側で合理的...
	(e) 弁護士費用。WDTは本契約に基づき、紛争に関連して開始された仲裁に対して、弁護士費用および経費を請求しません。上記の第8.5(d)項に基づき弁護士費用を要求するお客様の権利は、適用法による弁護士費用に対するお客様の権利を制限するものではありません。前記にも関わらず、仲裁人は弁護士費用および経費の二重の支払いを認めない場合があります。
	(f) オプトアウト。お客様が本契約（本ソフトウェアの購入、ダウンロード、インストール、またはWDTデバイス、製品およびサービスの他の対象となる使用を含む）に同意後30日以内に、(i) お客様の氏名、(ii) お客様の電子メールアドレス、および (iii) 本第8条で指定される最終的な個々の仲裁手続きからの脱退と、集団訴訟および代理人訴訟手続きの放棄を要求する旨を記載した書状を、WDTの通知住所に送付することにより、本契約で指定される最終的かつ法的拘束力のある個々の仲裁手続きからのオプトアウト（脱...

	8.6 第8条の修正。本契約に相反する条項が規定されている場合においても、お客様とWDTは、WDTが今後、本契約の紛争解決手続きと集団訴訟放棄の条項（WDTの住所変更を除く）を修正する場合、変更から30日以内に、上記のWDTの通知住所に書状を送付することにより、お客様が当該修正を拒否できることに、合意します。将来の修正を拒否することにより、お客様は本8条の文言に従って、お客様と弊社間のすべての紛争を仲裁することに同意することになります。
	8.7 分離可能性。本第8条のいずれかの条項が行使不可能と判断される場合、当該条項を分離したうえで、本契約の他の条項は引き続き効力を維持します。前記は第8.4項に規定される集団訴訟または代理人訴訟の禁止には適用されません。第8.4項が行使不可能と判断される場合、第8条全体（ただし第8条のみ）が無効になります。

	9. 米国政府の制限付権利
	10. 輸出制限
	11. 免責
	12. 解約
	13. 譲渡
	お客様は、法律またはその他の運用により、本契約または本ソフトウェアを他者に付与または譲渡することはできません。上記にかかわらず、お客様は、本契約に基づくお客様の権利をすべて、本ソフトウェアの組み込みに使用されているWDTデバイスの購入者に対し、その購入者が本契約に基づくお客様の義務をすべて引き受けることを条件に、永続的に譲渡することができます。

	14. オープンソースソフトウェア
	本契約に基づきライセンスを供与された本ソフトウェアには、「オープンソース」ソフトウェア（ライセンス供与契約に基づき配布されるコンピュータソフトウェアで、一般ユーザーによりコンピュータコードが共有、閲覧、修正可能）が含まれている可能性があります。本契約の第3条の制限は、オープンソースソフトウェアのライセンス条件に抵触しない条件および範囲で、前記のオープンソースソフトウェアにのみ適用されます。
	15. AVCに関する注記

	製品にエンコードおよび/またはデコード機能がある範囲において、以下を目的とした消費者による個人的および非商業的な利用に対して、AVC特許ポートフォリオライセンスに基づき製品にライセンスが付与されます。(I) AVC規格に準拠したビデオ（「AVCビデオ」）をエンコードする場合、または (II) 個人的および非商業的活動に従事する消費者によりエンコードされたAVCビデオ、またはAVCビデオの配信のライセンスを取得しているビデオプロバイダから取得したAVCビデオをデコードする場合。その他の用途に対しては...
	16 MPEG-4に関する注記
	製品にエンコードおよび/またはデコード機能がある範囲において、以下を目的とした消費者による個人的および非商業的な利用に対して、MPEG-4ビジュアル特許ポートフォリオライセンスに基づき製品にライセンスが付与されます。(I) MPEG-4ビジュアル規格に準拠したビデオ（「MPEG-4ビデオ」）をエンコードする場合、または (II) 個人的および非商業的活動に従事する消費者によりエンコードされたMPEG-4ビデオ、またはMPEG-4ビデオの配信のライセンスを取得しているビデオプロバイダから取得されたM...
	17 MPEG-2に関する注記
	製品にエンコード機能がある範囲において、パッケージメディアのビデオ情報のエンコードに関するMPEG-2規格に準拠した、個人的な利用以外の方法による製品の利用は、MPEG-2特許ポートフォリオの当該の特許に基づくライセンスを取得していない場合は、明示的に禁止されます。当該ライセンスはMPEG LA LLC（6312 S. FIDDLES GREEN CIRCLE, SUITE 400E, GREENWOOD VILLAGE, COLORADO 80111 USA）から取得できます。
	18 VC-1に関する注記
	製品にエンコードおよび/またはデコード機能がある範囲において、以下を目的とした消費者による個人的および非商業的な利用に対して、VC-1特許ポートフォリオライセンスに基づき製品にライセンスが付与されます。(I) VC-1規格に準拠したビデオ（「VC-1ビデオ」）をエンコードする場合、または (II) 個人的および非商業的な活動に従事する消費者によりエンコードされたVC-1ビデオ、および/またはVC-1ビデオの配信のライセンスを取得しているビデオプロバイダから取得したVC-1ビデオをデコードする場合。...
	19. サポート
	ソフトウェアに関する問題が発生した場合は、http://support.wdc.com のWDTのサポートフォーラムをご参照いただくか、http://wdc.custhelp.com/app/ask/のオンラインフォームから、WDTのカスタマーサポートに電子メールでご連絡ください。
	20. 雑則
	本契約は、本契約の主題に関連する両当事者間の完全なる合意を構成するものとし、すべての事前または同時期の口頭または書面の了解事項よりも、本契約が優先します。本契約は法の抵触とは無関係に、カリフォルニア州の法律に準拠します。紛争が生じた際、司法管轄区の裁判所の判断により、第8条の条項が本契約の他の条項から分離されていて適用されない場合、または第8条の条項に従いオプトアウトしている場合、お客様とWDTは、カリフォルニア州オレンジ郡に所在する州および連邦裁判所の独占的な裁判権に従うことに合意するものとしま...


