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本使用許諾契約（以下「契約」）は、ロシア連邦の法律および国際条約に基づいた権利を
得たうえで他ベンダーの技術およびソフトウェアをその中に組み込むことが認められた
Dr.Web®ソフトウェア
（以下「ソフトウェア」）の知的財産権を保有するDoctor Web Ltd.（以下
「権利所有者」）が、個人または法人のお客様（以下「ユーザー」）
との間で締結するもので
す。
1. 本契約の規約は、本契約の付属するソフトウェアの使用に関して適用されます。

2.ソフトウェアの使用を開始した時点で、ユーザーは本契約に定めるすべての条件に同意
したものとみなされます。

3. ユーザーは本使用許諾契約の規約及び条件の全てに同意しない限り、
ソフトウェアをコ
ピー、インストール、起動、及び他のいかなる方法においても使用する権利を有しません。
本契約に違反した場合、
ソフトウェアの不正使用と見なされ民事、行政、及び刑事上の責任
を伴います。
4. ソフトウェアコピーの合法的所有者であり、本契約の規約及び条件に同意したユーザー
に対しては、
ソフトウェアのインストール、起動、及びコンピューターのメモリ内へのロード
のみに限られた、世界中のあらゆる国における、それらコピーの使用に関する非独占的か
つ譲渡不能な権利が許諾されます。

4.1. ソフトウェアコピーの合法的取得過程においてユーザーによって選択されたソフトウェ
アタイトル、
コピーの使用が許可された期間、PCの台数、テクニカルサポートサービスの利
用不可に関する情報、及びソフトウェアコピーの使用に関するその 他の条件は、
ソフトウェ
アコピーを有効化し、その動作を保証するライセンスキーファイル内で定義されます。

4.2
ライセンスキーファイルの生成には、合法的に取得したソフトウェアコピーコード（シ
リアル番号）が必要です。シリアル番号の登録は、権利所有者の所定のwebページ（http://
products.drweb.com/register）上で、又はソフトウェアインストール時に自動更新および登
録ユーティリティによって行われます（インターネットへの接続が必要です）。シリアル番号
の登録完了後、
ソフトウェアをアクティベートするライセンスキーファイルが自動的に生成
されます。
4.3本契約の元でソフトウェアを使用する権利の取得に対してお支払いただく金額は、権利
の取得元となるソース内で、ユーザーに対して明示されます。

5. ユーザーは本契約の規約及び条件の全てに同意し、それらを遵守する場合に限り、
ソフト
ウェア使用の権利を有します。
5.1 ソフトウェアは、本契約第4.1項、第4.2項に基づいてライセンスキーファイル内で定義さ
れた数のコンピューターを対象に、指定された期間内においてのみ利用可能です。
5.2 ユーザーは、権利所有者のwebサイトに掲載されたプライバシーポリシー（http://company.drweb.co.jp/policy/）を理解し同意するものとし、
また、登録手続きの過程で又は権
利所有者のテクニカルサポートサービスへの問い合わせの際に取得された情報（個人情
報含む）が、ユーザーの指定したアドレスへのメール送信を目的した使用などを含み、権利
所有者の慎重な判断に基づいて使用される
（第三者への提供など）
ことを理解し、同意しま
す。

5.3 またユーザーは、
ソフトウェアがその動作の過程において、検出した脅威に関する情報
（を含むがこれに限定されない）を権利所有者に対して送信する場合があることを理解し、
同意します。
5.4 ユーザーは、
ライセンスキーファイル内で定義された数のコンピューター上にソフトウ
ェアをインストールするのに必要な数だけキーファイルのコピーを作成する権利を有し、
それらコピーは2つまで保存することが出来ます。
これらのコピーは第三者へ譲渡してはな
りません。
また、第三者によるアクセスが可能なメディア上に記録してはならず、インターネ
ット又はその他の手段によってアクセス可能な状況に置いてはなりません。ユーザーが合
法的に取得したキーファイルを紛失、削除してしまった場合、又はそのようなキーファイル
が無効になってしまった場合、権利所有者はユーザーからの再発行リクエストを検討するこ
とが出来ます。

© Doctor Web,
2003 — 2016
125124, Russia, Moscow,
3d street Yamskogo polya
2-12A
Phone: +7 (495) 789–45–87
Fax:
+7 (495) 789–45–97
www.drweb.com
www.freedrweb.com
www.av-desk.com
www.drweb-curenet.com

5.5 ソフトウェア使用の有効期間中に、ユーザーは権利所有者が提供するウイルスデータベースの更新、及びソフトウェ
アコンポーネントのアップグレードをインターネット経由で受け取る権利を有します。全ての更新はソフトウェアに不可
欠であり、権利所有者によって異なる条件が規定された場合を除き、本使用許諾契約の規約の元でソフトウェアにおけ
る使用に限定して利用されます。
5.6 テクニカルサポートサービスの利用が提供されているソフトウェアを購入されたユーザーは、
ソフトウェア使用の有
効期間中に権利所有者の、又は権利所有者と契約を締結した販売代理店のテクニカルサポートサービスを利用する権
利を有します。

5.7 ユーザーは、いかなるフォーマットでも、
また販売、貸出、及びそれらを目的とした輸入を含むいかなる手段でもソフ
トウェアを配布してはなりません。

5.8 ユーザーは、法律によって要請された場合、又は権利所有者からの書面による許可がある場合を除き、
ソフトウェア
に使用されるアルゴリズムに関する情報入手を目的にソフトウェアオブジェクトコードの変更、逆コンパイル、分解、復
号などを行うことは出来ません。
ソフトウェアの内部防御メカニズムを変更してはならず、
またセルフプロテクションが
排除された、又は機能しないソフトウェアを故意に使用、及び／又は複製することは違法行為となります。
5.9 ソフトウェアは危険な環境下で動作する情報システム、及びソフトウェアの障害が健康や人命に関わる生命維持装
置などで使用してはなりません。

5.10本契約はユーザーに対し、権利所有者の保有する商標及びロゴに関するいかなる権利も提供するものではありま
せん。
5.11. ソフトウェアの使用は、本契約の規約に基づいて使用権利を付与されたユーザーによる使用に限定され、第三者
への譲渡は禁止されています。

6. ソフトウェア、そのコンポーネント、及びその付属文書は、明示された又は暗示された保証無しに「現状有姿」
で提供
されます。
ソフトウェアのインストール、更新、サポート、維持時に発生した又は発生する可能性のある問題（他のソフト
ウェア製品やドライバとの競合など）、マニュアル記載内容の誤った解釈、
ソフトウェアが期待通りではなかったなど
（を
含むがこれに限定されない）のいかなる問題に対しても権利所有者は責任を負いません。
7. 権利所有者は、同一コンピューター上にインストールされた他のソフトウェア製品、又はハードウェアとの互換性が無
いこと、又は競合など
（を含むがこれに限定されない）によって生じるいかなる損害に対しても責任を負いません。
8. 本使用許諾契約はロシア連邦の法律に管轄されます。本契約の規約遵守に関して生じた紛争は、権利所有者の所在
地を管轄する裁判所で解決するものとします。

9. 権利所有者は本使用許諾契約の規約を一方的に変更する権利を有します。新しい使用許諾契約はユーザーが権利
所有者から変更についての通知を受けとり次第、有効になります。
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