ADOBE
ソフトウェア使用許諾契約書
本契約書をよくお読みください。本ソフトウェアの全部または一部をコピー、インストールまたは使用
した場合、お客様（以下、「お客様」といいます）は、第 4 条に規定する使用許諾の制限、第 6 条およ
び第 7 条に規定する限定的保証、第 8 条に規定する責任の制限、第 16 条に規定する固有の規定および例
外を含むがそれらに限定されない本契約のすべての条件を受諾したものと見なされます。お客様は、本
契約が、自ら署名した交渉による合意書と同様であることに同意されるものとします。本契約はお客様
に対して強制力があります。お客様は、本契約の条項に同意しない場合、本ソフトウェアを使用しない
でください。本契約は、本契約の発効日以降、お客様による追加の本ソフトウェアの使用について適用
されるものとします。かかる追加のソフトウェアは、本契約の条件を参照します。また本契約は、本ソ
フトウェアの前のバージョンを規定するエンドユーザー使用許諾契約を参照することにより、これを組
み込むことがあります。
お客様は、本契約の全部または一部を補足し、またはこれに代わる別個の契約書（例えば、ボリューム
ライセンス契約）を直接アドビと締結している場合があります。本ソフトウェアは、販売されるのでは
なく、本契約の条項に従って使用することのみを許諾されるものです。本ソフトウェアに含まれるか、
または本ソフトウェアを通じてアクセスする一部のアドビおよび第三者の一部のマテリアルおよびサー
ビスの使用は、追加の条件が適用される場合があります。第三者のマテリアルに関する通知について
は、http://www.adobe.com/go/thirdparty_jpをご覧ください。
本ソフトウェアにより、お客様のコンピューターがインターネットに自動的に接続される場合がありま
す。また、本ソフトウェアはアクティベーションまたは登録が必要になる場合もあります。アクティ
ベーション、インターネット接続およびプライバシーの詳細については、第 14 条および第 16 条をご参
照ください。
1. 定義
1.1 「アドビ」とは、本契約の締結時点でのお客様の所在地が米国、カナダまたはメキシコの場合は、デ
ラウェア州法人である、345 Park Avenue, San Jose, California 95110 の Adobe Systems Incorporated（アド
ビ システムズ社）を指し、その他の場合は、4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland の
Adobe Systems Software Ireland Limited を意味します。
1.2 「Adobe Runtime」とは、Adobe AIR、Adobe Flash Player、Shockwave Player、または Authorware
Player を意味します。
1.3 「互換コンピューター」とは、文書に記載された推奨されるオペレーティングシステムおよびハード
ウェア構成で使用されるコンピューターを意味します。

1.4 「コンピューター」とは、デジタルまたは類似の形式の情報を受け取り、それを一連の命令に基づい
て処理し、特定の結果を出力する仮想または物理的な 1 台の機器を意味します（デスクトップコン
ピューター、ラップトップ、タブレット、モバイルデバイス、通信機器、インターネット接続機器、お
よびさまざまな生産アプリケーション、娯楽アプリケーション、または他のソフトウェアアプリケー
ションを実行できるハードウェア製品含むがこれらに限定されません）。
1.5 「お客様」とは、本ソフトウェアを取得したお客様およびすべての法人、ならびに取得者のために本
ソフトウェアを使用するお客様の従業員（該当する場合）などを意味します。
1.6 「内部ネットワーク」とは、特定の法人または類似の企業体の従業員および個人契約者（派遣社員な
ど）のみがアクセスすることができる非公開、専用のネットワーク資源を意味します。内部ネットワー
クは、会員資格または加入に基づくグループ、団体および類似の組織など、インターネットまたは一般
に開放されたその他のネットワーク社会を含みません。
1.7 「出力ファイル」とは、お客様が本ソフトウェアを使って作成する出力ファイルを意味します。
1.8 「許可数」とは、アドビから許諾された有効なライセンス（例えばボリュームライセンス）に基づき
別途指定されない限り、「1」を意味します。
1.9 「本ソフトウェア」とは以下の情報を意味しますがそれに限定されるものではありません。(a)本契約
書とともに提供されたすべての情報、(i)すべてのソフトウェアファイルおよびその他のコンピューター
情報、(ii)エクスポートされたファイル形式に埋め込まれているかアドビオンラインサービスで使用され
る所有権のスクリプト記述、(iii)アドビソフトウェアにバンドルされるか、アドビの Web サイトでアド
ビソフトウェアと使用するためにアドビから取得し、かつアドビから別途のサービス（かかるサービス
内で別途通知されるものを除く）を通じてまたは他者から入手したものではないサンプル写真、ストッ
ク写真、イメージ、サウンド、クリップアートおよびその他のアートワーク（以下、「コンテンツファ
イル」といいます）、(iv)関連する説明書および説明用ファイル（以下、「文書」といいます）、および
(v)フォント、ならびに(b)アドビがお客様にいずれかの時点で提供した上記情報（ただし、別途条件で提
供されたものは除く）の修正版、コピー、アップグレード、アップデートおよび追加情報（以下、総称
して「アップデート」といいます）。
1.10 「テリトリー」は、お客様が本ソフトウェアのインストールと使用を許可されている地域を意味し
ます。消費者であるお客様の場合、テリトリーは世界を対象とすることを意味します。テリトリーには、
米国政府が輸出を禁止している国、およびお客様が本ソフトウェアおよび関連サービスの使用を禁止さ
れている国は、明確に含まれません。再販業者に対しては、テリトリーは、かかる再販業者とアドビと
の再販業者契約あるいはパートナー関連契約に定義されるものとします。ボリュームライセンスプログ
ラムに登録しているお客様については、テリトリーは、該当するプログラムの条件（ボリュームインセ
ンティブプラン条件等）に定義されるものとします。かかる再販業者契約あるいはプログラムでのテリ
トリーの定義は、本契約で定められている内容に優先するものとします。

2. ソフトウェアライセンス、会員資格
2.1 ソフトウェアライセンス 本項は、本ソフトウェアのライセンスを購入しているが Creative Cloud 会
員資格などの会員資格ベースのライセンスまたはサービスを購入していないお客様に適用されます（第 2
条 2 項を参照）。
2.1.1 ライセンスの許諾 お客様が本契約の諸条件に従い、適用されるライセンス料金の支払いを条件に、
アドビは、(a)テリトリー内で、(b)かかるライセンスの期間中（以下、「ライセンス期間」といいます）、
(c)ライセンスタイプの範囲内においてドキュメンテーションに指定されたお客様の互換コンピューターの
許可数に基づき、(d)本契約および適用されるドキュメンテーションの条件に従って非独占的、限定的なラ
イセンスを付与します。本契約、該当するドキュメンテーション、または購入時に定義されない限り、ラ
イセンス期間は永続的です。ライセンス期間の満了時または終了時に、本ソフトウェアの一部または全部
が事前に通知することなく動作を停止する場合があります。ライセンス期間が満了または終了した場合、
お客様はライセンスを更新しない限り本ソフトウェアを使用することはできません。本契約において許諾
されるライセンスは、本ソフトウェアに含まれる一定の製品およびコンポーネント（フォントソフトウェ
ア、Acrobat、After Effects、Adobe Presenter、Contribute、Flash Player、Flash Builder、Digital Publishing Suite
や Adobe Runtimes など）の使用に関する第 16 条の特定の規定により補完されます。
2.1.2 ライセンスタイプ
2.1.2.1 シリアル番号がないソフトウェア

ライセンス期間中にシリアル番号を付けないで提供される本

ソフトウェアまたは本ソフトウェアの一部は、ライセンス期間中に組織のデプロイ計画の一環としてデ
モ、評価およびトレーニングを目的とする場合にのみ、任意の台数の互換コンピューターでインストー
ルおよび使用できますが、かかる使用から生成された出力ファイルまたは他のマテリアルを社内の非営
利的かつ実稼働以外の目的に使用する場合のみに限定されます。シリアル番号のないソフトウェアは
「現状のまま」で提供されます。シリアル番号がないソフトウェアを使用して作成された出力ファイル
へのアクセスおよび使用は、すべてお客様ご自身の責任で行うものとします。
2.1.2.2 評価版ソフトウェア

「評価用」と指定されシリアル番号が付けられたり、その他の同様の指定

（別途契約で「EVAL」として提供されるソフトウェアまたはシリアル番号など）を受けて提供される本
ソフトウェアまたはその一部（以下、「評価版」といいます）は、ライセンス期間中にデモ、評価およ
びトレーニングを目的とする場合にのみ、許可された台数の互換コンピューターにインストールして使
用できますが、かかる使用から生成された出力ファイルまたは他のマテリアルを社内の非営利的かつ実
稼働以外の目的に使用する場合にのみ限定されます。評価版は「現状のまま」で提供されます。かかる
評価版を使用して作成された出力ファイルへのアクセスおよび使用は、すべてお客様ご自身の責任で行
うものとします。

2.1.2.3 サブスクリプション版 本ソフトウェアをサブスクリプションベースで利用可能な場合（以下、
「サブスクリプション版」といいます）、お客様はライセンス期間中許可された台数の互換コンピュー
ターにのみインストールして使用できます。サブスクリプション版について許可されたコンピューター
の台数に従い、アドビはお客様に対し、サブスクリプション版の最新バージョンと現行バージョンをラ
イセンス期間中同じコンピューターでインストールおよび使用することを許可します。お客様は、アド
ビがサブスクリプション版に含まれているソフトウェアの種類（特定のコンポーネント、バージョン、
プラットフォーム、言語など）をいつでも変更することができ、かかる変更についてお客様に対して責
任を負わないことに同意されるものとします。サブスクリプション版に継続的にアクセスするには、(a)
ライセンスをアクティベーション、更新、および検証するための継続的なインターネット接続、(b)継続
的なサブスクリプションの支払いのアドビまたはアドビの認定リセラーによる受領、および
(c) http://www.adobe.com/go/paymentterms_jpに記載されるか購入時に利用できるサブスクリプション条
件および他のサブスクリプション契約に対するお客様の同意が必要です。アドビが継続的なサブスクリ
プションの支払いを受け取らなかったりライセンスを定期的に検証できない場合、本ソフトウェアは、
アドビが支払いを受け取るかライセンスを検証するまで追加の通知を行うことなく無効になります。
2.1.3 ポータブルコンピューターまたはホームコンピューターでの使用

第 2 条 1 項 4 号に規定される

制限に従い、第 2 条 1 項に基づき本ソフトウェアがインストールされたコンピューターのプライマリ
ユーザー（以下、「プライマリユーザー」といいます）は、プライマリユーザーのみが使用すること
を目的に、ポータブルコンピューターまたはプライマリユーザーの自宅にあるコンピューターに本ソ
フトウェアの 2 つ目のコピーをインストールすることができます。ただし、ポータブルコンピュー
ターまたは自宅のコンピューターとプライマリコンピューターで本ソフトウェアを同時に使用するこ
とはできません。
2.1.4 ボリュームライセンシーによる二次的使用の制約

本ソフトウェアが、教育機関向けのボリューム

ライセンシー以外のライセンシーによって、アドビボリュームライセンスプログラム（アドビボリュー
ムライセンスなど）により取得された場合には、上記第 2 条 1 項 3 号に規定する方法で作成された本ソ
フトウェアの 2 つ目のコピーはボリュームライセンシーの利益と業務にのみ使用するものとします。
2.1.5 デュアルブートプラットフォーム 本ソフトウェアは、特定のオペレーティングシステムプラット
フォームでの使用のためにライセンス許諾されるものです。お客様は、本ソフトウェアを使用するオペ
レーティングシステムプラットフォームごとに、個別のライセンスを購入する必要があります。例えば、
Mac OS および Windows オペレーティングシステムプラットフォームの両方を実行できる機器（すなわ
ち、デュアルブートマシン）の両プラットフォーム上に本ソフトウェアをインストールする場合は、あ
らかじめ本ソフトウェアのライセンスを 2 つ取得しておく必要があります。これは、本ソフトウェアの
2 つのバージョンが異なるオペレーティングシステムプラットフォーム用と指定されながら、同じメ
ディアでお客様に提供された場合でも同様です。

2.1.6 サーバーからの配布 文書で許可されるように、お客様は、第 2 条で許可された使用のみのために内
部ネットワーク内のコンピューターに本ソフトウェアをダウンロードおよびインストールすることを目的
として、お客様の内部ネットワーク内のコンピューターファイルサーバー（以下、「サーバー」といいま
す）に本ソフトウェアのイメージを 1 部コピーすることができます。
2.1.7 サーバーでの使用
2.1.7.1 ドキュメンテーションで認められる場合を除き、本契約で記載されているすべてのライセンスの
制限に従って、お客様は、本ソフトウェアをサーバーにインストールしてはなりません。ドキュメン
テーションで許可されている場合、お客様は、同じ内部ネットワーク内のコンピューターから 1 個人が
本ソフトウェアにアクセスして使用できるようにする（以下、「ネットワークユーザー」といいます）
ことを目的に、本ソフトウェアをサーバーにインストールすることができます。アドビによって明確に
許可されている場合、「内部ネットワーク」には、専用物理サーバースペースを有する Web ホストサー
ビスと、お客様のみへの制限付きアクセスを含めることができます。サーバー上のかかる本ソフトウェ
アに対するアクセス権を有する、あるいはかかる本ソフトウェアを使用するネットワークユーザーは
「サーバーソフトウェアユーザー」といいます。サーバーソフトウェアユーザーの総数（同時使用ユー
ザーの数ではありません）、あるいはサーバー上にインストールされたソフトウェアにアクセスできる
コンピューターの総数は、許可数を超えることはできません。例として、お客様が 10 個のソフトウェア
ライセンスを購入し（許可数は 10）本ソフトウェアをサーバーにインストールする場合、本ソフトウェ
アへのアクセス権を最大 10 人のサーバーソフトウェアユーザーにのみ許可できます（お客様のネット
ワークユーザーが 10 人以上の場合でも本ソフトウェアの同時ユーザーが 10 人以下の場合でも）。
2.1.7.2 明確にかつ制限なく、上記により、お客様は、本ソフトウェアに対し以下の場合にインストール
またはアクセスすることはできません（直接、コマンド、データまたは命令によるかを問わない）。(a)
お客様の内部ネットワークの一部ではないコンピューターに対して、(b) Web ホストワークグループまた
は Web ホストサービスを利用可能にするために、(c)アドビからライセンスを許諾されていない場合に個
人または法人が本ソフトウェアを使用、ダウンロード、コピーしたり、その他の方法により、本ソフト
ウェアの機能から利益を享受する、(d)許可数以上のユーザーがアクセスできるシステムのコンポーネン
ト、ワークフローまたはサービスとして、または(e)個人のユーザーによって開始されるのではない操作
（自動サーバー処理など）。
2.2 会員資格 本第 2 条 2 項は、Creative Cloud 会員資格のような会員資格ベースのライセンスやサービ
スを購入したお客様（以下、総称して「会員資格」といいます）に適用されます。

2.2.1 会員資格に関連するアドビオンラインサービス

お客様が本契約および該当する会費の支払いを継

続して遵守する場合、アドビはお客様に対し、本契約条項および追加の利用条件に従って（下記第 14 条
1 項 3 号に条件を定義）、会員資格の一部として本ソフトウェアおよび関連するアドビオンラインサー
ビス（詳細は第 16 条 4 項 1 号を参照）にアクセスして使用する非独占的でテリトリ全域にわたる、制限
された権利を許諾します。
2.2.2 会員資格に関連するソフトウェアライセンス

お客様が本契約および該当する会費の支払いを継続

して遵守する場合、アドビはお客様に対し、(a)テリトリ内における、(b)会員資格が最新でアクティブに
なっている期間中（以下、「会員資格期間」といいます）、(c)本契約条項および当該文書に準拠した方
法により、本ソフトウェアをインストールおよび使用する非独占的かつ限定的なライセンスを許諾しま
す。会員資格期間の満了時または終了時に、(x)本ソフトウェアの一部または全部が事前の通知を行うこ
となく動作を停止し、(y)お客様は、会員資格を更新しない限り本ソフトウェアを使用することはできま
せん。本契約に記載される特定のソフトウェアに関連するすべての条項は有効で、お客様およびかかる
ソフトウェアの使用に引き続き適用されます。
2.2.3 制限事項

お客様は、以下の会員資格に関連する追加の条件と制限事項に同意されるものとします。

(a)アドビは、会員資格に含まれているソフトウェアの種類（特定の製品、コンポーネント、バージョン、
プラットフォーム、言語など）をいつでも変更することができ、お客様に対してかかる変更について責
任を負わないものとします。(b)お客様は会員資格期間中の任意の時点でインターネットに接続してログ
インすることを要求される場合があります。(c)お客様の会員資格を検証するために通知を行わずにいつ
でもソフトウェアはインターネットに自動的に接続されます。また、(d)お客様は、他者に対し本ソフト
ウェアをお客様として使用できるようにしたり使用することを許可することはできません。
2.3 コンテンツファイル

「お読みください」ファイル、文書またはコンテンツファイルと関連付けられ

る他のライセンスに指定されない限り、お客様はすべてのコンテンツファイルを使用、表示、変更、複
製および配布することができます。ただし、お客様は、スタンドアロンベース（つまりコンテンツファ
イルが配布される製品の価値の主要部分を占める場合）で、コンテンツファイルを配布することはでき
ません。お客様は、コンテンツファイルまたはその派生物（二次的著作物）に関して、いかなる商標権
も主張できません。本契約は、第 3 条に規定される本ソフトウェアの所有権に影響を与えません。
2.4 サンプルアプリケーションコード お客様は、ソフトウェアプログラムのソースコードのうち、関連
マニュアルでサンプルコード、サンプルアプリケーションコードまたはサンプルコンポーネント（以下、
それぞれを「サンプルアプリケーションコード」といいます）として明確に規定されている部分のコー
ドは、アドビソフトウェアプログラムを使用して開発される Web サイトや Web サイトアプリケーショ
ンの設計、開発、およびテストを目的にする場合にのみ変更することができます。ただし、サンプルア
プリケーションコードのコピーおよび配布は、コードを修正したかどうかにかかわらず、以下の条件を
すべて満たす場合に限り許可されます。(a)お客様のアプリケーションと一緒に、サンプルアプリケー
ションコードのコンパイル済みオブジェクトコード版を配布すること、(b) Web サイト開発用に設計され

た製品またはアプリケーションにサンプルアプリケーションコードを含めないこと、(c)アドビの名称、
ロゴ、アイコン、その他のアドビの商標などをお客様のアプリケーションの販売に使用しないこと。お
客様は、アプリケーションの使用または配布に起因し、またはその結果生じる、弁護士費用を含むすべ
ての損失、損害、賠償請求、または訴訟に関して、アドビを補償し、アドビに何らの損害も与えず、ア
ドビを免責することに同意されるものとします。
2.5 プログラミング言語

本ソフトウェアには、ExtendScript SDK および Pixel Bender SDK の一部が含まれ

る場合があります。本第 2 条に定める制限に従い、アドビはお客様に対し、アドビ製品と連携して機能
するように設計されたアプリケーションプログラムの内部開発の目的のためのみに、ExtendScript SDK お
よび Pixel Bender SDK 内のアイテムを使用することのできる、非独占的で譲渡不能の無償ライセンスを許
諾します。本項に明示的に記載されている場合を除き、ExtendScript SDK または Pixel Bender SDK のいず
れの部分も変更または配布することはできません。お客様は、かかる配布に起因し、またはその結果生
じる、弁護士費用を含むすべての損失、損害、賠償請求、または訴訟に関して、アドビを補償し、アド
ビに何らの損害も与えず、アドビを免責することに同意されるものとします。
2.6 ドキュメンテーションのコピー

お客様は、本ソフトウェアの使用に関連して、お客様自身が社内で

使用するために、ドキュメンテーションの複数のコピーを合理的に必要とされる数を上回って作成しな
いものとします。
3. 知的財産権
本ソフトウェア、および配布業者が作成する、権限に基づくコピーは、アドビ システムズ社およびその
サプライヤーの知的財産権であり、上記の者の所有物です。本ソフトウェアの構造、構成およびソース
コードは、アドビ システムズ社およびそのサプライヤーが保有する価値のある企業秘密および機密情報
です。本ソフトウェアは、米国およびその他の国の著作権法、ならびに国際条約の条項を含むがこれら
に限定されない法律によって保護されています。本契約に明示的に規定される場合を除き、本契約はお
客様に対し本ソフトウェアにおける知的財産権を付与しません。明確に付与されていないすべての権利
はアドビおよびそのサプライヤーに帰属します。
4. 制限および義務
4.1 所有権表示

お客様が作成する本ソフトウェアの許可されたコピー（文書を制限なく含む）には、本

ソフトウェアに付されている著作権およびその他の所有権表示と同一のものを付さなければなりません。
4.2 使用に関する義務

お客様は、本契約で許可されている形以外で本ソフトウェアを使用しないこと、

および本ソフトウェアの設計または文書に従わない方法で本ソフトウェアを使用しないことに同意され
るものとします。

4.3 修正の禁止 第 2 条または第 16 条で明示的に許可される場合を除き、お客様は、本ソフトウェアを
修正、移植、翻案または翻訳することはできません。
4.4 リバース エンジニアリングの禁止 第 16 条 1 項で明示的に許可される場合を除き、お客様は、本ソ
フトウェアの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を行うなどして、本ソフト
ウェアのソースコードの解読を試みることはできません。
4.5 バンドル解除の禁止

本ソフトウェアは、さまざまなアプリケーションおよびコンポーネントを含み、

異なるアドビオンラインサービスにアクセスを許可し、複数のプラットフォームおよび言語をサポート
し、複数のメディアまたは複数のコピーでお客様に提供される場合があります。それにもかかわらず、
本ソフトウェアは、本契約に従ってコンピューター上で単一の製品として使用されることを目的とした
ものであり、単一製品としてお客様に提供されています。お客様は、本ソフトウェアのコンポーネント
要素をすべてインストールする必要はありません。ただし、別のコンピューター上で使用するために本
ソフトウェアのコンポーネント要素のバンドルを解除してはならないものとします。
4.6 譲渡の禁止
4.6.1 本契約で明示的に許可されている場合を除き、本ソフトウェアに関するお客様の権利（Web ダウン
ロードにより取得したソフトウェアを制限なく含みます）を賃貸、リース、販売、サブライセンス、譲
渡もしくは移転すること、または本ソフトウェアのいずれかの部分を他の個人もしくは法人のコン
ピューターにコピーさせることはできません。
4.6.2 教育機関向けソフトウェア製品（第 16 条 3 項に定義）プレリリース版ソフトウェア（第 16 条 2 項
に定義）、評価版ソフトウェア、本ソフトウェアの非再販コピー、またはアドビボリュームライセンス
プログラムにより取得されたソフトウェアに関する場合を除き、第 4 条 6 項 3 号に従い、以下の条件を
満たす場合、お客様は、本ソフトウェアを使用する権利のすべてを他の個人または法人に恒久的に譲渡
することができます。(a)同時に(i)本契約、(ii)シリアル番号、本ソフトウェア、および本ソフトウェアに
バンドル、パッケージ化またはプレインストールされている他のソフトウェアまたはハードウェア（す
べてのコピー、アップデートおよび旧バージョンを含む）（下記第 5 条に定義）、ならびに(iii)フォント
ソフトウェアのすべてのコピーをかかる個人または法人に譲渡すること、(b)一切のアップデート、以前
のバージョン、またはコピー（バックアップおよびコンピューターに格納されたコピーを含む）をお客
様が保持しないこと、(c)本契約の条件、およびお客様が本ソフトウェアの有効なライセンスを購入する
際に同意されたその他のすべての条件を譲受人が受諾すること。ボリュームライセンスソフトウェアの
譲渡については、http://www.adobe.com/go/volumepolicies_jpをご覧ください。
4.6.3 本ソフトウェアが再度のアクティベーションまたは登録を必要とし、アドビがお客様に対しかかる
再度のアクティベーションまたは登録の免除要請を承諾した場合、アクティベーション条件（第 14 条 3
項に定義）に定める制限に加えて、第 4 条 6 項 2 号に定める恒久的な譲渡の権利は、かかる要請の承諾
後ただちに終了するものとします。

4.6.4 上記の本第 4 条 6 項 2 号にかかわらず、お客様は、適用法令により認められる場合を除き、本ソフ
トウェアを使用するすべての権利について、お客様として同じ国に居住する別の個人または法人に対し
てのみ譲渡することができます。
4.7 サービスビューローの禁止 お客様は、本ソフトウェアをサービスビューローベースで使用または提
供できません。第 16 条 6 項 3 号に、フォントソフトウェアのみに関する限定的な例外について記載して
います。
4.8 Adobe Runtime制限事項

第 16 条 9 項で明確に付与されている場合を除き、お客様は、Adobe

RuntimeをPC以外の機器上で、またはいかなる組み込み式もしくは機器用のオペレーティングシステムで
も使用することはできません。疑義を避けるため、例えば、お客様は(a)モバイル製品、セットトップ
ボックス、携帯端末、電話、ゲームコンソール、テレビ、DVDプレイヤー、メディアセンター
（Windows XPメディアセンターエディションとその後継バージョンを除く）、電子計算機またはその他
電子機器、インターネット機器またはその他インターネット周辺機器、PDA、医療機器、ATM、通信機
器、ゲーム機、家庭用自動制御システム、キオスク、遠隔操作機器またはその他消費者用技術機器、(b)
オペレーター携帯、ケーブル、衛星、またはテレビシステム、または(c)その他クローズドデバイス上に
おいて、Adobe Runtimeを使用することはできません。Adobe Runtimeのライセンスに関する詳細につい
ては、http://www.adobe.com/go/licensing_jpをご覧ください。
4.9 テリトリー

お客様は、http://www.adobe.com/go/activation_jpに記載されたアクティベーションポリ

シーに従って、本ソフトウェアを使用してテリトリー内のアドビオンラインサービスにのみアクセスす
るものとします。他の規定にかかわらず、許可数が複数のライセンス（あるいは本ソフトウェアの複数
のコピー）を購入するお客様は、アドビボリュームライセンスプログラマーで許可されている場合を除
き、お客様がライセンスを購入した国において本ソフトウェアをインストールあるいはデプロイする必
要があります。欧州経済地域に居住するお客様については、「国」は、欧州経済地域を意味します。お
客様が本ソフトウェアまたはアドビオンラインサービスを本条に違反して使用しているとアドビが判断
した場合、アドビは本契約で付与されたライセンスを終了するか会員資格を停止できます。
4.10 回避の禁止

お客様は、(a)本ソフトウェアのいかなる部分についても、本ソフトウェアへのアクセ

スを制御することを目的として技術的対策を回避するために使用したり、あるいは(b)かかる技術的対策
を回避するために設計された製品を開発あるいは配信してはなりません。
5. アップデート
本ソフトウェアがアドビソフトウェアのこれまでのバージョンのアップデート（以下、「以前のバー
ジョン」といいます）である場合、お客様の本アップデートの使用は、以前のバージョンの保有が条件
となります。そのため、第 4 条 6 項に従って本アップデートを正当に譲渡する場合、アップデートとと
もに以前のバージョンも譲渡する必要があります。お客様は、以前のバージョンに加えて本アップデー

トを使用する場合、以前のバージョンがインストールされ使用されているコンピューターでのみ使用す
ることができます。ライセンス期間中に以前のバージョンをサポートする義務がアドビにある場合、こ
のアップデートのリリースによって終了することがあります。アップデートのこれ以外の使用は許可さ
れていません。アドビは、追加の条件または異なる条件に基づいて、追加アップデートのライセンスを
お客様に許諾する場合があります。
6. 限定的保証
アドビとソフトウェアライセンシーの間で締結された別途の契約に明記される場合を除き、アドビは、
本ソフトウェアのライセンスを初めて購入された個人または法人に対し、(a) 90 日間、または(b)本ソフ
トウェアの納品後互換コンピューターで使用を開始するライセンス期間（以下、「保証期間」といいま
す）のいずれか短い期間において本ソフトウェアが、対応する本ソフトウェアのユーザーマニュアルど
おりに実質的に機能することを保証します。ユーザーマニュアルに記載の機能との非実質的な差異につ
いては、保証に関する権利は生じません。本条の限定的保証は、以下には適用されません。これらは
「現状のまま」で、アドビによる一切の保証なく提供されるものです。本ソフトウェアの(i)パッチ、(ii)
フォントソフトウェア、(iii)プレリリースソフトウェア、体験版、スターター版、評価版、製品サンプル、
評価版ソフトウェアおよび非再販コピー、(iv)Webサイト、アドビオンラインサービス、第三者オンライ
ンサービス、(v)認証文書サービス（第 16 条を参照）、ならびに(vi)アドビのWebサイトからのダウン
ロードを介してアドビから無償で提供されたソフトウェア。保証の請求はすべて、かかる保証期間内に
領収書の写しを添えてアドビのカスタマーサポート部門宛てに行うものとします。保証の請求に関する
詳細については、http://www.adobe.com/go/support_jpをご覧ください。かかる保証請求に関するアドビ
とその関連会社のすべての責任、および限定的保証に基づくお客様に対する唯一の救済手段は、アドビ
の選択により、保証請求に基づく本ソフトウェアのサポート、本ソフトウェアの交換、サポートまたは
交換が実現不可能とアドビが決定した場合は、アドビが本ソフトウェアに対して受け取ったライセンス
料（料金を支払った場合）のいずれかに限られます。お客様は、本をソフトウェアをお客様に販売した
ベンダーに対してのみ、返金を依頼するものとします。本条の限定的保証は、お客様に対して特別に法
律上の権利を与えるものです。法域によっては、上記の保証以外の法律上の権利がお客様に認められる
場合もあります。アドビは、お客様が保証を受ける権利を、法律により認められる制限範囲を超えて制
限することはありません。国別の規定については第 16 条をご参照していただくか、アドビカスタマーサ
ポート部門までお問い合わせください。
7. 保証の排除
第 6 条の限定的保証、ならびに法律に基づき除外または制限することのできない法的な保証および救済
手段は、本ソフトウェアに適用される唯一の保証であり救済です。上記で提供された保証ならびに法的
な保証および救済手段を除き、アドビ、その関連会社、サプライヤー、および認証機関（以下に定義）

は、性能、安全性、第三者の権利の非侵害性、連携、商品性、平穏享受、品質の満足性、または特定の
目的の適合性などにつき、制定法、普通法、慣習法、慣行その他いかなる法的根拠に基づいている場合
でも、また明示か黙示かを問わず、すべての保証、条件、表明および規定を排除します。上記で提供さ
れた保証ならびに法的な保証および救済手段を除き、本ソフトウェアおよびすべての Web サイト、アド
ビオンラインサービスまたは第三者オンラインサービス、ならびに認証機関サービスへのアクセスは現
状のまま、欠陥を問わない条件で提供されます。この保証の放棄は、法域によっては無効となる場合が
あります。お客様は、上記の保証に加えて、放棄または排除することのできない、法律上の保証を受け
る権利が認められる場合もあります。アドビは、お客様が保証を受ける権利を、法律により認められる
制限範囲を超えて制限することはありません。本条および第 8 条の規定は、本契約がいかなる理由によ
り終了したかにかかわらず、本契約の終了後も引き続き効力を有しますが、本契約の終了後に本ソフト
ウェアの使用を継続する権利を意味する、または与えるものではありません。
8. 責任の制限
上記でアドビが提供する排他的な救済手段および法律上除外または制限することのできない救済手段を
除き、アドビ、その関連会社、サプライヤーおよび認証機関は、派生損害、間接損害、付随的損害、利
益の喪失、貯蓄の喪失、または事業の中断、傷害、注意義務違反もしくは第三者からの請求に基づくす
べての損害を含むがこれらに限定されない一切の損失、損害、請求もしくは費用について、お客様に対
して賠償する責を負わないものとし、当該損失、損害、請求または費用が発生する可能性についてアド
ビのいずれかの代表者が認識していた場合においても同様とします。いかなる場合においても、本契約
に起因または関連して、アドビ、その関連会社、サプライヤー、および認証機関が負う責任の総額は、
本ソフトウェアについてお客様が支払った金額を上限とします。この制限は、本契約の根本的違反もし
くは重大な違反、または本契約の根本的条件もしくは重大な条件の違反が生じた場合であっても適用さ
れます。ただし、アドビの過失または不法行為（詐欺）により生じた死亡または傷害について、アドビ
がお客様に対して負う責任は、本契約のいかなる規定によっても制限されません。アドビがその関連会
社、サプライヤー、および認証機関に代わって行為するのは、義務、保証および責任の排除または制限
を目的とする場合に限られ、他の場合または目的で行為することはありません。
前述の制限および除外は、お客様の法域の適用法により認められる範囲で適用されます。この責任の制
限は、法域によっては無効となる場合があります。お客様は、消費者保護法およびその他の法律に基づ
き、放棄することのできない権利が認められる場合もあります。アドビは、お客様の保証または救済手
段を、法律により認められる制限範囲を超えて制限することはありません。国別の規定は、第 16 条をご
参照ください。

9. 輸出規制
本ソフトウェアには米国の輸出管理規則、および輸出に関するその他の法規と制限（以下、総称して｢輸
出法｣といいます）が適用され、お客様はそれを遵守する必要があります。本ソフトウェアは、直接的ま
たは間接的を問わず、以下の国に輸送、移転、輸出、または再輸出することはできません。(a)米国の輸
出規制を受ける国（現時点ではキューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア）（以下、それぞれを
「輸出禁止国」といいます）、(b)核兵器、化学兵器、生物兵器、ロケットシステム、宇宙船打ち上げ、
気象観測ロケット、無人機システムなどの設計、開発、製造に使用する（以下、それぞれを「禁止され
る使用」といいます）とお客様がによって知られているエンドユーザー、(c)米国政府の連邦機関によっ
て米国輸出取引への参加が禁じられているエンドユーザー（以下、それぞれを「禁止される当事者」と
いいます）。さらにお客様には、本ソフトウェアを輸入、輸出、使用するお客様の権利に影響するお客
様の管轄区域の現地法を遵守する責任があります。お客様には、(i)輸出禁止国の国民ではなく、かつ、
それらの国に居住していないこと、(ii)本ソフトウェアの受領を禁止される使用に使わないこと、および
(iii)お客様が禁止される当事者ではないことを表明および保証していただきます。本ソフトウェアを使用
する一切の権利は、お客様が本契約の条件に違反するとただちに失われます。これらへの違反が発生し
たことをアドビが知った場合、アドビは本ソフトウェアのメンテナンスとサポートの提供を禁じること
があります。
10. 準拠法
10.1 北米

お客様が北米の居住者である（お客様が事業体の場合は本社が北米にある）場合、本契約と

その解釈はカリフォルニア州の法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除します。お客様は、カリフォ
ルニア州サンタクララ郡の専属管轄権および裁判地について、決定的に承諾するものとします。
10.2 ドイツ、フランス、英国、日本、イタリア、およびスペイン

お客様がドイツ、フランス、英国、

日本、イタリア、あるいはスペインの居住者である（あるいはお客様が事業体の場合は本社がこれらの
国にある）場合、本契約とその解釈はお客様が居住する法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除しま
す。データ保護およびデータプライバシーに関連するすべての申し立ては、アイルランドの法律に従う
ものとし、強制法の適用を除外しないものとします。お客様は、それぞれフランクフルト、パリ、ロン
ドン、東京、ローマ、およびマドリッドの専属管轄権および裁判地について、決定的に承諾するものと
します。
10.3 アジア太平洋地域

お客様が、ミャンマー、中華人民共和国、香港 S.A.R.、マカオ S.A.R.、台湾

R.O.C.、あるいは大韓民国、バングラデシュ、またはネパール以外の ASEAN（東南アジア諸国連合）の加
盟国の居住者である（あるいはお客様が事業体の場合は本社がこれらの国にある）場合、本契約（本項
に含まれる仲裁契約も含む）とその解釈はシンガポールの法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除し
ます。データ保護およびデータプライバシーに関連するすべての申し立ては、アイルランドの法律に従
うものとし、強制法の適用を除外しないものとします。契約書の存在、有効性、または解約に関する疑

義を含む、本契約に起因または関連するあらゆる紛争は、シンガポールにおいて仲裁により係争され、
最終的に解決されるものとします。なお同仲裁は、仲裁の期間において効力を有しているシンガポール
国際仲裁センター（「SIAC」）の仲裁規則に従って行われるものとし、かつ当該規則はこの引用により
本条の一部に組み込まれるものとします。両当事者が共同で 1 名の仲裁者を選定するものとします。仲
裁の付託を要求する当事者側の書面による要求から 30 日以内に仲裁者を選定できない場合は、SIAC の
委員長が選定を行うものとします。仲裁の言語は英語とします。
10.4 オーストラリア、ニュージーランド、インド、スリランカ、およびミャンマー

お客様がオースト

ラリア、ニュージーランド、インド、スリランカ、またはミャンマーの居住者である（お客様が事業体
の場合は本社がこれらの国にある）場合、本契約とその解釈はイングランドおよびウェールズ法律に準
拠し、抵触法の原則の適用を排除します。データ保護およびデータプライバシーに関連するすべての申
し立ては、アイルランドの法律に従うものとし、強制法の適用を除外しないものとします。お客様は、
英国ロンドンの非専属管轄権および裁判地について、決定的に承諾するものとします。
10.5 世界のその他の地域

お客様が上記第 10 条 1 項から第 10 条 4 項に記載されているいずれの国の居

住者でもない場合、本契約とその解釈はアイルランドの法律に準拠し、抵触法の原則の適用を排除しま
す。お客様は、アイルランドダブリンの非専属管轄権および裁判地について、決定的に承諾するものと
します。
10.6 本契約のいかなる条項にもかかわらず、アドビまたはお客様は、法定訴訟または仲裁手続きを開
始する前、またはその手続きの処理中に、暫定措置または保全措置（差し止めによる救済、特定履行
などの衡平法上の救済など）を命令することを司法当局、行政官庁などの機関に要求することにより、
該当当事者の権利と利害関係を保護したり、保全処分に適する特定条件を執行したりすることができ
ます。本契約は、法域で制定された(x)いかなる法域の法の抵触に関する規則、(y)国際物品売買契約に
関する国連条約、および(z)統一コンピューター情報取引法の適用を受けず、これらの適用は明示的に
排除されます。
11. 一般条項
お客様が本契約の一部の条項にでも違反した場合、アドビは本契約を直ちに終了できます。本契約の一
部が無効であり強制力を有しないものとされた場合においても、その他の有効な部分は影響を受けず、
その条件に従って効力および強制力を維持します。本契約は、権限を有するアドビの役員が署名した文
書による場合のみ変更できます。本契約書を解釈するにあたっては、本契約の英語版を使用します。本
契約はアドビおよびお客様の本ソフトウェアに関する完全な合意であり、本ソフトウェアに関する本契
約締結以前の表明、交渉、了解、通信連絡、広告のすべてに優先します。

12. 米国政府がエンドユーザーの場合
12.1 米国政府へのアドビ技術のライセンス許諾

お客様は、米国政府またはその請負業者による調達に

応じてアドビソフトウェアのライセンスを許諾する場合には、連邦規則集第 48 編第 12.212 条（民間機
関の場合）ならびに第 48 編第 227.7202-1 条および第 227.7202-4 条（国防総省の場合）に定められてい
る方針に従ってライセンスを許諾することに同意されるものとします。アドビ システムズ社は、エンド
ユーザーである米国政府のため、すべての機会均等法（執行命令 11246 の規定、1974 年 Vietnam Era
Veterans Readjustment Assistance Act（38 USC 4212）の 402 条および 1973 年 Rehabilitation Act 503 条、
ならびに 41 連邦規則集 Parts 60-1 ないし 60-60、60-250、および 60-741 の規制を含みます）を遵守する
ことに同意されるものとします。積極的是正措置の条項および前述の法令に定められた規制は、本契約
の一部を構成するものとします。
12.2 商用品目

米国政府がエンドユーザーの場合、本ソフトウェアは、該当する場合、連邦規則集第 48

編第 12.212 条または第 48 編第 227.7202 条において使用されている「商用コンピューターソフトウェア」
および「商用コンピューターソフトウェア文書」により構成される連邦規則集第 48 編第 2.101 条に定義
された「商用品目」です。該当する場合、連邦規則集第 48 編第 12.212 条又は連邦規則集第 48 編第
227.7202-1 条から第 227.7202-4 条に従って、商用コンピューターソフトウェアおよび商用コンピュー
ターソフトウェア文書は、米国政府のエンドユーザーに対して(a)商用品目としてのみ、(b)本契約の条項
に基づいてその他全てのエンドユーザーに対して付与される権利のみを伴って、ライセンスが付与され
ます。未公開著作物に関する権利は、米国著作権法により留保されます。
13. ライセンスの遵守
お客様が企業、会社または組織である場合、アドビまたはアドビの正当な代理人は、ソフトウェアに
よって実施されるライセンス準拠の確認に加えて、すべてのアドビソフトウェアあるいはアドビサービ
スがアドビから許諾された有効なライセンスに従ってインストールおよび使用されていることを確認す
るために、12 か月に 1 回の頻度で、7 日前までに事前の通知を行うことにより、お客様の記録、システ
ム、および設備を調査する権利を有することにお客様は同意されるものとします。例えば、アドビは、
本ソフトウェアのインストールがシリアル化されているかどうかを判定するために役立つお客様の記録
に対する権利を保有し、アドビが要求した場合お客様は速やかに該当する記録をアドビに提供するもの
とします。さらに、お客様がアドビからの有効なライセンスに従ってすべてのアドビソフトウェアをイ
ンストールおよび使用されていることを確認するために、お客様は、アドビにより要求されるあらゆる
記録と情報をアドビの要求から 30 日以内に提出していただくものとします。シリアル化の詳細について
は、http://www.adobe.com/go/elicensing_jpをご覧ください。本ソフトウェアまたは会員資格に対するラ
イセンスの数が足りないことが判明した場合は、お客様は直ちに必要なライセンスまたは会員資格（ま
た該当する場合は未納のメンテナンスおよびサポート）を支払うものとします。

14. 接続およびプライバシー
14.1 インターネットへの自動接続

本ソフトウェアは、追加の通知を行うことなく、お客様のコン

ピューターをインターネットに自動的に接続し、本ソフトウェアのライセンスの確認およびお客様への
追加の情報や機能の提供などの目的のためにアドビのWebサイトまたはアドビのドメインと通信を行う
場合があります。かかる接続および通信に適用されるアドビプライバシーポリシー
は、http://www.adobe.com/go/privacy_jp（「プライバシーポリシー」）で確認できます。専用:
14.1.1 アドビはプライバシーポリシーに基づいて、(a) Cookie、Web ビーコンなどの手段を使って Web サ
イトの閲覧状況を追跡し、(b)お客様の情報を収集し送信することができます。
14.1.2 適用法で認められるかお客様の同意を得た上で、アドビは、(a)アドビオンラインサービス、本ソ
フトウェアもしくはアドビオンラインサービスのアクティベーションまたは登録を容易にするためにお
客様のトランザクションに関するメッセージを送信する、または(b)本ソフトウェアおよびその他のアド
ビ製品とサービス（プラットフォームのバージョン、本ソフトウェアのバージョン、ライセンスの状況、
および言語を含むがこれらに限定されない）に関する情報を提供するために、製品内マーケティングを
行う場合があります。
14.2 アップデート

本ソフトウェアは、追加の通知を行うことなく、(a)ダウンロードおよびインストー

ルが可能なアップデートがないかを確認し、(b)インストールの結果をアドビに通知するために、断続的
または定期的に、お客様のコンピューターをインターネットに自動的に接続する場合があります。
14.3 アクティべーション

本ソフトウェアはお客様に対し、(a)アドビIDの取得、(b)本ソフトウェアのア

クティベーションまたは再アクティベーション（特定のコンポーネントまたは機能のアクティベーショ
ンを含む）、(c)本ソフトウェアの登録、または(d)会員資格の確認を要求する場合があります。かかる要
求により、通知を行うことなくインストール時、起動時、およびその後は定期的にお客様のコンピュー
ターをインターネットに接続します。接続すると、本ソフトウェアは情報を収集してアドビに送信しま
す。詳細については、http://www.adobe.com/go/activation_jp（以下、「アクティベーション規定」とい
います）をご覧ください。ソフトウェアまたはお客様は、お客様のライセンス、サブスクリプションま
たは会員資格に関する情報をアドビから受け取る場合もあります。アドビは、有効なライセンス、サブ
スクリプションまたは会員資格に準拠しない不正な使用や不許可の使用を検出もしくは防止するために
かかる情報を使用する場合があります。本ソフトウェアのアクティベーションまたは登録、サブスクリ
プションまたは会員資格の確認を行わない場合、もしくはアドビが本ソフトウェアが不正にまたは許可
を得ないで使用されたと判定した場合、本ソフトウェアは機能低下、操作不能、サブスクリプションま
たは会員資格の終了あるいは停止になる場合があります。

14.4 アクティベーション解除 お客様は、本契約に従い別のコンピューターで本ソフトウェアのインス
トールおよびアクティベーションを行うために、本ソフトウェアのアクティベーションを解除してお客
様のコンピューターからアンインストールする（以下、「アクティベーション解除」といいます）こと
ができます。詳細については、http://www.adobe.com/go/activation_jpをご覧ください。アクティベー
ション解除にはインターネット接続が必要です。
14.5 オンラインサービスの使用 本ソフトウェアは、追加の通知を行うことなく、断続的または定期的
に、第 16 条 4 項（オンラインサービス）に詳しく定めるように、アドビまたは第三者が提供するコンテ
ンツおよびサービスに対するお客様のアクセスを容易にするため、お客様のコンピューターをインター
ネットに自動的に接続する場合があります。また、お客様がオフラインの時でもこれらのオンライン
サービスをただちに利用可能な状態にするため、追加の通知を行うことなく、断続的または定期的に、
これらのサービスからのダウンロード可能なマテリアルを自動的にアップデートする場合があります。
お客様がアドビオンラインサービス（下の第 16 条 4 項に定義）にアクセスすると、お客様のアドビ ID、
ユーザー名、およびパスワード等の追加情報が、プライバシーポリシーに従ってアドビにより送信され
保存されます。
14.6 電子証明書

本ソフトウェアは、お客様がダウンロード可能なファイル（アプリケーションやコン

テンツなど）および当該ファイルの発行者を識別するために、電子証明書（第 16 条 5 項を参照）を使用
します。例えば、Adobe AIR は電子証明書を使用してお客様が Adobe AIR アプリケーションの発行者を
容易に識別できるようにします。Adobe Acrobat 製品も、ポータブルドキュメントフォーマット（以下、
「PDF」といいます）文書内に署名し、その署名を有効にするため、また保証された PDF 文書を有効に
するために、電子証明書を使用します。お客様のコンピューターは、電子証明書の確認時にインター
ネットに接続する場合があります。
14.7 設定マネージャー

本ソフトウェアには、Flash Playerが含まれる場合があります。Flash Playerは、

ユーザーの設定をローカル共有オブジェクトとしてお客様のコンピューターに保存する場合があります。
これらのオブジェクトはコンピューター上でFlash Playerのインスタンスと関連付けられるため、お客様
は実行時の機能をカスタマイズできます。Flash Playerの設定マネージャーは、かかる設定の変更を可能
にします。これには、第三者によるローカル共有オブジェクトの保存を制限したり、第三者のコンテン
ツにお客様のコンピューターのマイクロフォンとカメラにアクセスする権利を付与することなどが含ま
れます。Flash Playerの設定マネージャーでローカル共有オブジェクトを無効にする方法など、お使いの
バージョンのFlash Playerで設定する方法については、http://www.adobe.com/go/settingsmanager_jpをご覧
ください。ローカル共有オブジェクトの詳細について
は、http://www.adobe.com/go/flashplayer_security_jpをご覧ください。

15. ピアツーピア通信
本ソフトウェアは、追加の通知を行うことなく、お客様の LAN (Local Area Network)接続を使用して、他
のアドビソフトウェアに自動的に接続し、これにより、本ソフトウェアが他のアドビソフトウェアと通
信可能な状態にあることを LAN 上に通知する場合があります。このような接続により、お客様の接続の
IP アドレスが LAN に送信される場合があります。
16. 個別規定および例外
本条は、本ソフトウェアの一部製品およびコンポーネントに関する固有の規定および上記条項に関する
一部例外を規定します。本条の規定が本契約の他の条項と抵触する場合、本条がそれらの条項に優先す
るものとします。
16.1 権利損失の否認、欧州経済地域に関する条項、オーストラリアのお客様の義務に関する告知。
16.1.1 本契約は、消費者として取引するすべての当事者の法的権利を損なうものではありません。例えば、
ニュージーランドにおいて本ソフトウェアを個人または家庭で使用するために（業務目的でなく）取得
する消費者については、本契約は消費者保証法の対象となります。
16.1.2 お客様が、本ソフトウェアを欧州経済地域(EEA)で入手され、通常 EEA に居住される消費者（業務
目的ではなく個人のために本ソフトウェアを使用）の場合、第 6 条（限定的保証）はお客様の本ソフト
ウェアの購入および使用には適用されません。その代わり、本ソフトウェアを互換コンピューターで使
用する場合、アドビは、本ソフトウェアの購入日から 2 年間、適用されるユーザーマニュアルに記載さ
れた機能（以下、「合意済み機能」といいます）を提供することを保証します。合意済み機能との非実
質的な差異については、将来においていかなる保証の権利も生じません。本保証は、お客様がプレリ
リース、体験版、スターター版、製品サンプルとして使用する本ソフトウェア、フォントソフトウェア、
またはお客様により加えられた変更により本ソフトウェアが正常に作動しない範囲に対しては適用され
ません。保証の請求は、購入日より 2 年以内に、本ソフトウェアの詳細な購入証明を添えて、アドビカ
スタマーサポート部門宛てに行うものとします。アドビは、本ソフトウェアに不具合があるかどうかを
お客様とともに確認し、本ソフトウェアが正しくインストールされていないことからエラーが起きる場
合はその旨をお客様に通知します（この場合、アドビはお客様のお手伝いをします）。本ソフトウェア
に不具合がある場合、お客様は、返金または本ソフトウェアの修正もしくは交換をアドビに要求するこ
とができます。お客様は、本をソフトウェアをお客様に販売したベンダーに対してのみ、返金を依頼す
るものとします。これには、購入証明の提出が必要です。お客様の保証の詳細が確認された場合、本ソ
フトウェアの修正もしくは交換がアドビにとって不当でない限り、アドビは修正もしくは交換に対する
要求に対応いたします。それが不当でない限り、お客様に返金いたします。保証に関する情報について
は、アドビカスタマーサポート部門までお問い合わせください。

第 8 条（責任の制限）の条項は、本ソフトウェアの使用に関して行うお客様のいかなる損害請求に対し
ても引き続き適用されます。それにもかかわらず、アドビは、アドビによる本契約の違反があった場合、
合理的に予測できる直接的な損害に対して責任を負うものとします。お客様は、損害を回避し軽減する
ためにあらゆる合理的な手段を講じること、特に、本ソフトウェアおよびお客様のコンピューターの
バックアップコピーを作成することが推奨されます。
本契約および特に第 16 条 1 項 2 号は、本ソフトウェアの使用において問題がある場合のお客様の権利
（法的権利を含む）について説明することを意図しています。お客様の法的権利がここでの説明を上回
る場合は、法的権利が適用されるものとします。
16.1.3 本契約のいかなる定め（第 4 条 4 項を含む）も、お客様が該当する法に基づき享受できる、本ソ
フトウェアに対する逆コンパイルの非放棄権を制限するものではありません。例えば、所在地が欧州連
合(EU)のお客様は、本ソフトウェアが他のソフトウェアプログラムと共に正常に動作するためには逆コ
ンパイルが不可欠であり、かつかかる情報がアドビから提供されなかった場合、該当する法で定められ
た一定の条件の下で本ソフトウェアを逆コンパイルする権利が認められる場合があります。このような
状況下においては、まずお客様はアドビに対し、かかる動作を実現するために必要な情報を提供するよ
う要求する必要があります。また、そのような逆コンパイルは、お客様またはお客様に代わって本ソフ
トウェアのコピーを使用することを許可された他者のみが実行できます。アドビは、該当する情報を提
供する前に合理的な条件を課す権利を保有します。本契約に従ってアドビから提供された情報またはお
客様が入手した情報は、本契約に定められた目的にのみ使用するものとし、第三者に開示することはで
きず、本ソフトウェアと実質的に類似する形態のソフトウェアを作成するために使用したり、アドビま
たはそのライセンサーの著作権を侵害するその他の行為に使用することもできません。
16.1.4 お客様が本ソフトウェアをオーストラリアで購入した場合、本契約の国に関するすべての記述にか
かわらず、以下の規定が適用されます。
オーストラリアのお客様へ：
当社の商品にはオーストラリア消費者法で除外できない保証が付属しています。お客様は、大きな不具
合については交換または払戻しを、合理的に予測可能な損失または損害については補償を受ける権利が
認められます。また、商品が品質基準を満たさないものの大きな障害には至らない場合、商品を修理ま
たは交換してもらう権利も認められます。当社のソフトウェア製品は、本契約に定めるとおり、
4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Ireland に事務所を有する Adobe Systems Software
Ireland Limited によって 90 日間限定保証されています。製品のお届け後 90 日の間に文書に記載された一
般的な機能を実現しない場合、製品の詳細、シリアル番号、購入証明を準備の上アドビカスタマーサ
ポート部門（電話番号：1800-614-863）にお問い合わせください。当社がお客様に当社が指定する住所
に当該ソフトウェア製品の返品を要求する場合、かかる返品の費用はお客様の負担になります。この保
証に基づく特典は、法によりお客様に認められる他の権利や救済に加えられるものです。

16.2 プレリリースソフトウェアの補足条件

本ソフトウェアが発売以前の製品またはベータ版ソフト

ウェア（以下、「プレリリース版ソフトウェア」といいます）である場合は、本条が適用されます。プ
レリリース版ソフトウェアは、アドビから提供される最終製品に相当するものではなく、バグ、エラー
およびシステム障害等またはデータの損失につながるその他の不具合を含む可能性があります。アドビ
は、プレリリース版ソフトウェアを発売できません。別個の契約書、例えば Adobe Systems Incorporated
License Agreement for PreRelease Software（アドビ システムズ社プレリリース版ソフトウェア向けライセ
ンス契約）に基づいてお客様がプレリリース版ソフトウェアを受領した場合は、本ソフトウェアの使用
は、同時にその契約書の適用も受けます。お客様は、アドビからの要求以前にまたはアドビがそのソフ
トウェアを発売した時点で、プレリリース版ソフトウェアのすべてのコピーを速やかに返品または破棄
しなければなりません。プレリリース版ソフトウェアの使用は、お客様の責任で行うものとします。プ
レリリース版ソフトウェアに関連する限定的保証および責任の制限については、第 6 条および第 8 条を
ご参照ください。
16.3 教育機関向けソフトウェア製品

本ソフトウェアが教育機関向けソフトウェア製品（教育機関ある

いは教育実習生エンドユーザーのみによる使用を目的として製造および販売されるソフトウェア）であ
る場合、お客様は、お客様の所在する法域において教育機関エンドユーザーとして適格と見なされない
限り、本ソフトウェアの使用を許可されません。契約の他の定めにかかわらず、かかる教育機関向けソ
フトウェア製品は、お客様が教育機関エンドユーザーとして適格と見なされる国においてのみインス
トールおよび使用できます。欧州経済地域に居住するお客様については、「国」は、欧州経済地域を意
味します。適格の有無を確認するためには、http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_jpをご覧ください。
教育機関向けアドビ製品取扱店は、http://www.adobe.com/go/store_jpでBuying Adobe Products Worldwide
（世界でのアドビ製品の購入）というリンクをご参照ください。
16.4 オンラインサービス
16.4.1 アドビが提供するオンラインサービス 本ソフトウェアは、アドビまたはその関連会社が保守を行
うWebサイトでホストされているコンテンツおよび各種サービスに対するお客様のアクセスを容易にし
ます（以下、「アドビオンラインサービス」といいます）。そのようなアドビオンラインサービスには、
Adobe BrowserLab、Adobe CS Review、Business Catalyst、Digital Publishing Suite、Acrobat.com、ヘルプ検
索、製品の[ようこそ]画面、およびお客様のソフトウェア設定の保管などがありますが、これらに限定さ
れません。アドビオンラインサービスは、Webサイトでホストされていますが、場合によっては、本ソ
フトウェア内の機能または拡張機能のように見える場合があります。アドビオンラインサービスへのア
クセスには、本ソフトウェアのアクティベーション、アドビIDの取得、追加の利用条件への同意が必要
になったり、かかるアドビオンラインサービスにアクセスするために別途料金が必要になる場合があり
ます。アドビオンラインサービスは、必ずしもすべての言語で、またはすべての国の居住者に対して提
供されるとは限りません。アドビは何時でも、理由の如何にかかわらずすべてのアドビオンラインサー
ビスの利用可能性を修正または中止することができます。またアドビは、それまで無償で提供されてい

たアドビオンラインサービスへのアクセスまたはその使用について、対価の請求を開始する権利を留保
します。第 14 条に定めるとおり、本ソフトウェアがアドビオンラインサービスにアクセスする場合には、
お客様によるアドビオンラインサービスの使用に対してアドビプライバシーポリシー
（http://www.adobe.com/go/privacy_jp）、Adobe.comの利用条件（http://www.adobe.com/go/terms_jp）
およびその時点でお客様に提示された追加の条件が適用されます。
16.4.2 第三者が提供するオンラインサービス 本ソフトウェアは、第三者が保守を行い、製品、情報、ソ
フトウェアおよびサービスを提供している Web サイトに対するお客様のアクセスを容易にする場合があ
ります（以下、「第三者オンラインサービス」といいます）。お客様による第三者オンラインサービス
へのアクセスおよびその使用は、かかる Web サイトに掲載され、またはその他当該第三者オンライン
サービスに関連した条項、免責事項および告知の適用を受けます。アドビは、かかる第三者オンライン
サービスについて管理、保証を行わず、責任を負いません。第三者オンラインサービスに関連したお客
様および第三者間のすべての取引は、お客様と第三者間のみで処理していただくことになります。第三
者オンラインサービスは、必ずしもすべての言語で、またはすべての国の居住者に対して提供されると
は限りません。アドビはいつでも、理由の如何によらずすべての第三者オンラインサービスの利用可能
性を修正または中止することができます。
16.4.3 アドビ、その関連会社または第三者が別個の契約により明示的に同意した場合を除き、アドビオン
ラインサービスおよび第三者オンラインサービスの使用は、第 7 条と第 8 条の保証および責任の制限に
従って、お客様ご自身の責任で行うものとします。
16.5 電子証明書
16.5.1 使用 電子証明書は、http://www.adobe.com/go/partners_cds_jpに示されたアドビ認証文書サービ
ス(CDS)ベンダーおよびhttp://www.adobe.com/go/aatl_jpに示されたアドビ承認信頼リスト(AATL)ベンダー
などの第三者認証機関（以下、総称して「認証機関」といいます）によって発行されます。または、自
分で署名することもできます。
16.5.2 条件

電子証明書の購入、使用および電子証明書に対する信任は、お客様および認証機関の責任に

よるものとします。お客様は、保証された文書、電子署名、または認証機関サービスを信任する前に、
登録者同意書、使用者同意書、証明書の方針、業務ステートメントなど、認証機関がサービスを提供す
る際に適用される条件を検討する必要があります。アドビのCDSベンダーについて
はhttp://www.adobe.com/go/partners_cds_jpのリンク、またアドビのAATLベンダーについて
はhttp://www.adobe.com/go/aatl_jpをご覧ください。
16.5.3 承認 お客様は、以下の内容に同意されるものとします。(a)本ソフトウェアの構成または外部の
問題により、電子証明書が検証前に取り消されているか有効期限が切れているにもかかわらず、署名が
有効であると表示される場合があること、(b)文書の署名者、該当する証明機関、またはその他の第三者
による作為または不作為が、電子証明書の安全性または整合性を危うくする可能性があること、(c)証明

書は、証明機関が提供するものではない自己署名証明書である場合があること。証明書を信頼するかど
うかを決定するのは、お客様のみの責任です。別途、書面による保証が認証機関によってお客様に提供
される場合を除き、電子証明書の使用はお客様自身の責任となります。
16.5.4 第三者受益者

お客様は、お客様の信頼する証明機関が、本契約に関しては第三者受益者であり、

当該機関がアドビ システムズ社である場合と同様に、自己の名においてかかる契約を実施する権利を有
することに同意するものとします。
16.5.5 免責

お客様は、以下を含むがこれらに限定されることなく、任意の当該機関のサービスの使用ま

たは依存から発生、またはこれらに関連するすべての責任、損失、行為、損害、請求（すべての合理的
な額の費用、支出、弁護士費用を含む）からアドビおよび該当する認証機関（その契約条項で明示的に
記載されているものを除く）を防御するものとします。(a)期限切れまたは取り消された証明書への依存、
(b)証明書の不適切な検証、(c)適用される条項、本契約、または適用される法律によって許可された以外
の証明書の使用、(d)発行者サービスまたは証明書に依存するにあたって合理的な判断を下さなかったこ
と、(e)当該サービスに関連する条項で要求された義務を果たさなかったこと。
16.6 フォントソフトウェア

本ソフトウェアがフォントソフトウェアを含む場合は、下記のとおりと

します。
16.6.1 お客様は、第 2 条に定めるコンピューター上の本ソフトウェアとともにフォントソフトウェアを
使用し、かかるコンピューターに接続されたすべての出力装置にフォントソフトウェアを出力すること
ができます。
16.6.2 コンピューターの許可台数が 5 台以下の場合は、出力装置にフォントソフトウェアを常駐させる
目的で、少なくとも 1 台のコンピューターに接続された 1 台の出力装置のメモリ（ハードディスクまた
は RAM）にフォントソフトウェアをダウンロードすることができ、さらにコンピューターの許可台数 5
台ごとに 1 台の出力装置のメモリにダウンロードすることができます。
16.6.3 特定のファイルに使用したフォントのコピーは、印刷業者またはその他のサービスビュ－ローへ持
ち出すことができ、サービスビュ－ローはお客様のファイルの処理にそのフォントを使用することがで
きます。ただし、サービスビュ－ローがその特定のフォントソフトウェアを使用するための有効なライ
センスを保有している場合に限ります。
16.6.4 お客様は、お客様の電子文書を印刷、閲覧、および編集するために、フォントソフトウェアのコ
ピーをその文書に埋め込むことができます。このライセンスでは、その他のいかなる埋め込み権利も黙
示または許可されません。
16.6.5 上記の例外として、http://www.adobe.com/go/restricted_fonts_jpに記載されているフォントは、ソ
フトウェアのユーザーインタフェースの操作を目的としてのみ本ソフトウェアに含まれており、出力
ファイルに含まれることはありません。このようなフォントは、上記第 16 条 6 項に基づき使用を許諾さ

れません。お客様は、本ソフトウェア以外のソフトウェアアプリケーション、プログラム、またはファ
イル内で、もしくはそのいずれかを使って、かかるフォントのコピー、移動、アクティベーションまた
は使用を行ったり、フォント管理ツールによってかかるフォントのコピー、移動、アクティベーション
または使用を行うことはできません。
16.6.6 オープンソースフォント

アドビによって本ソフトウェアと共に配布される一部のフォントは、

オープンソースフォントの可能性があります。お客様によるこれらオープンソースフォントの使用
は、http://www.adobe.com/go/font_licensing_jpの適用されるライセンス条項に準拠します。
16.7 After Effects のレンダリングエンジン

本ソフトウェアが Adobe After Effects の完全版を含む場合、お

客様は、Adobe After Effects のソフトウェアの完全版がインストールされたコンピューターを 1 台以上含
む内部ネットワーク内のコンピューター上に、レンダリングエンジンを部数の制限なくインストールす
ることができます。「レンダリングエンジン」という用語は、After Effects のプロジェクトのレンダリン
グを可能にするが、プロジェクトの作成または修正のために使用することはできない、本ソフトウェア
のインストール可能部分をいい、After Effects の完全なユーザーインタフェースを含みません。
16.8 Acrobat Standard、Acrobat Pro および Adobe Acrobat Suite の機能

本ソフトウェアに Acrobat

Standard、Acrobat Pro、Acrobat Suite または上記ソフトウェア内の特定の機能が含まれる場合、本項が適
用されます。
16.8.1 追加の定義
16.8.1.1 「デプロイ」とは、ネットワーク、インターネット、およびそれに限らずあらゆる方法により、
直接的、間接的にかかわらず、1 人または複数の受領者に対し、配布などの方法により拡張ドキュメン
トを使用可能な状態にすることを意味します。
16.8.1.2 「拡張ドキュメント」とは、PDF フォームに書き込まれたドキュメントを、本ソフトウェアに
よってローカルに保存することを可能にした PDF ファイルを意味します。
16.8.2 本ソフトウェアには、本ソフトウェアに内蔵される電子資格を介して、お客様が特定の機能を持つ
PDF ドキュメントを作成することを可能にする技術（以下「本キー」といいます）が含まれています。
お客様は、いかなる目的のためにも本キーにアクセスせず、アクセスを試みず、また、本キーをコント
ロール、停止、除去、使用もしくは配布しないことに同意されるものとします。
16.8.3 各拡張ドキュメントそれぞれについて、お客様は、(a)その拡張ドキュメントを受領者に無制限に
デプロイすることができるが、受領者からのデータを含むかかる拡張ドキュメント（またはその拡張ド
キュメントのハードコピー版）から、500 個以上の情報を引き出すことはできないか、もしくは(b)拡張
ドキュメントを 500 名以上の受領者に実装することはできないが、その拡張ドキュメントから受領者の
データを何度でも引き出すことができる、のどちらかが可能です。Acrobat Standard、Acrobat Pro、また
は Adobe Acrobat Suite を使用するライセンスを追加的に取得したとしても前述の上限数は増加しません

（すなわち、前述の上限は、お客様がどれだけ Acrobat Standard、Acrobat Pro、または Adobe Acrobat
Suite を使用するライセンスを追加的に取得したかにかかわらず、総計の上限となります）。疑義を避け
るため、より多くの PDF ファイルまたはフォームの送信を許可する別のアドビ製品またはサービスをお
客様が購入する場合（Adobe FormsCentral または Adobe LiveCycle Reader Extensions など）、そのアドビ
製品またはサービスの条項は、この第 16 条 8 項 3 号の条項より優先するものとします。
16.9 Adobe Runtime の配布

お客様は Adobe Runtime を、本ソフトウェアを使用して作成されたデベ

ロッパーアプリケーションの完全に連携された部分としてのみ配布できます。たとえば Apple iOS または
Android™オペレーティングシステム上で実行するようパッケージ化されたアプリケーションの一部など、
本ソフトウェアと共に提供されるユーティリティが含まれます。生成された出力ファイルまたはデベ
ロッパーアプリケーションを PC 以外の機器へ配布するには、お客様は、第 16 条 14 項および第 16 条 15
項に定められているものなど、追加のロイヤリティの対象となる特定のライセンスの購入が必要となる
場合があります。このようなライセンスを購入しロイヤリティを支払うことについてお客様は単独で責
任を負い、アドビは本契約の条項下において、第三者のテクノロジーに対するライセンスを一切供与す
るものではありません。本条項に明確に記載されていない限り、お客様は、Adobe Runtime を配布する
権利を有しません。
16.10 Contribute Publishing Services Contribute Publishing Services に添付のエンドユーザーライセンス契
約に従い、お客様は、Contribute Publishing Services に接続することのある各個人について、かかるソフ
トウェアに接続するためのライセンスを購入しない限り接続してはならないものとします。ただし、
Contribute Publishing Services の体験版については、Contribute Publishing Services エンドユーザーライセン
ス契約に従ってインストールし、Contribute Publishing Services に接続することができます。
16.11 Adobe Presenter

本ソフトウェアに Adobe Presenter が含まれ、Adobe Connect Add-in を本ソフト

ウェアと共にインストールまたは使用する場合、お客様はそのようなアドインを 1 台のデスクトップコ
ンピューター上にのみインストールして使用し、PC 以外の製品（Web に接続可能な機器、セットトップ
ボックス、携帯端末、電話、Web パッド機器などが含まれるが、それらに限定されない）にインストー
ルして使用しないことに同意されるものとします。本ソフトウェア（以下、「Adobe Presenter Run-time」
といいます）を使用して作成および生成されたプレゼンテーション、情報、またはコンテンツに本ソフ
トウェアの一部が埋め込まれている場合、それが埋め込まれている当該プレゼンテーション、情報、ま
たはコンテンツと共にのみ使用するものとし、それ以外の用途は認められません。お客様および Adobe
Presenter Run-Time を埋め込んだプレゼンテーション、情報およびコンテンツのすべてのライセンシーは、
プレゼンテーション、情報、コンテンツから Adobe Presenter Run-Time を分離して使用することを禁じ
られています。さらに、お客様および Adobe Presenter Run-time を埋め込んだプレゼンテーション、情報
およびコンテンツのすべてのライセンシーが、Adobe Presenter Run-Time を変更、リバースエンジニア、
逆アセンブルすることは禁じられています。

16.12 LiveCycle Data Services (LCDS)データ管理ライブラリ搭載の Flash Builder

Adobe Flash Builder には

fds.swc ライブラリが含まれている場合があります。お客様は、以下の条件に従って、クライアント側の
データ管理機能を提供する場合にのみ、開発するソフトウェア内で出力ファアイルとして fds.swc を使用
できます。お客様は、(a) fds.swc を使用してソフトウェア内の接続またはオフライン機能を可能にしたり、
(b) Adobe LiveCycle Data Services または BlazeDS に類似したソフトウェアに fds.swc を組み込むことはで
きません。前述のいずれかを行う場合は、アドビに別途ライセンスを要請する必要があります。
16.13 Digital Publishing Suite

本ソフトウェアに Adobe Digital Publishing Suite（「DPS」、これらのコン

ポーネントは「DPS デスクトップツール」といいます）サービスと機能する、あるいはこのサービスに
アクセスするために設計されたコンポーネントが含まれる場合、お客様は、(a) Content Viewer 内で表示
するように設計されたコンテンツを作成または生成し（DPS に関連する利用条件の定義に基づき、また
これらのコンテンツを「出力」といいます）、(b)出力の評価とテストを行い、(c)可能な場合は DPS にア
クセスし DPS を使用することのみを目的として、DPS デスクトップツールをインストールおよび使用す
ることができます。本契約に許可される場合を除き、お客様は、DPS デスクトップツールを表示、配布、
変更または公的に実行することはできません。
16.14 AVCの配布

以下の内容は、AVCインポートエクスポート機能を含むソフトウェアに関係します。

本製品は、(a) AVC標準規格（以下、「AVCビデオ」といいます）に準拠したビデオのエンコーディング、
および(b)個人で非営利的な活動に従事する消費者がエンコーディングしたか、またはAVCビデオを提供
する認可ビデオプロバイダーから入手したAVCビデオのデコーディングを目的とする、消費者個人の非
営利的な用途に対し、AVC特許ポートフォリオライセンスに従って使用許諾されます。他の使用につい
ては、ライセンスは許諾または示唆されないものとします。詳細情報は、MPEG LA, L.L.C.から入手できま
す。http://www.adobe.com/go/mpegla_jpをご覧ください。
16.15 MPEG-2 の配布

以下の内容は、MPEG-2 のインポートおよびエクスポート機能を含むソフトウェ

アに関係します。MPEG-2 特許ポートフォリオにおいて該当する特許の下でのライセンスなしに、パッ
ケージ化されたメディアのためビデオ情報をエンコードするための MPEG-2 標準に準拠する、コン
シューマーの個人的利用以外の本製品の使用は、明示的に禁止されています。当該ライセンスは MPEG
LA，L.L.C. 250 Steele Street，Suite 300 Denver，Colorado 80206 から入手可能です。
16.16 Apple

本ソフトウェアを Apple iTunes アプリケーションストア（以下、「App」といいます）から

ダウンロードする場合、お客様は以下の追加利用条件に同意されるものとします。(a) Apple は App およ
びそのコンテンツに責任を負わない、(b)お客様の App の使用は、アプリケーションストアサービス利用
条件により認められるお客様が所有または管理する iPhone™、iPad™または iPod Touch™で App を使用する
譲渡不能のライセンスに制限される、(c) Apple は App の保守およびサポートサービスを提供する義務を
負わない、(d)法律により認められる範囲において、Apple は App に対する保証義務を負わず、本契約に
定める保証に従い不具合が原因となる請求、損失、責任、損害、経費に対する責任はアドビが負う、
(e) Apple は、以下の(i)、(ii)、(iii)を含むがこれらに限定されない App またはお客様の App の所有および/

または使用に関連する請求に責任を負わない。(i)製造者責任の請求、(ii) App が法規定を遵守しないとい
う請求、および(iii)消費者保護の請求、(f) Apple は App が第三者の知的財産権を侵害しているという第三
者の請求に責任を負わない、および(g) Apple およびその子会社がかかる App に関して本契約の第三者受
益者となり、第三者受益者としてお客様に対し本契約を強制実行する権利を有する。
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