
   

 

エンドユーザーライセンス契約 

本利用規約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ダウンロード、

インストール、コピー、アクセスまたは使用することにより、お客様（以下、「お客

様」という）は以下の事項を承諾するものとします 本利用規約のすべての条項は、お

客様を拘束することになります。本ライセンスの条件には、特に、責任制限条項が含

まれます。 

 

本使用許諾の条項に同意されない場合、当社は本ソフトウェアおよび関連文書の使用

許諾を行いませんので、お客様は今すぐインストール作業を中止し、本ソフトウェア

および権利証明書を、お客様が本ソフトウェアを取得した当事者に速やかに返送しな

ければなりません。 

1. 定義 

1.1 「Stellar」とは、登録事務所が205, Skipper Corner, 88, Nehru place, New Delhi, 

India 110019にあるStellar Information Technology Pvt.Ltd.を意味します。 

 

1.2 「互換コンピュータ」とは、ドキュメンテーションに記載された推奨オペレーテ

ィングシステムおよびハードウェア構成を有するコンピュータをいいます。 

 

1.3 「コンピュータ」とは、デスクトップコンピュータ、ラップトップ、タブレット、

モバイルデバイス、電気通信デバイス、インターネット接続デバイス、および生産性、

娯楽、またはその他のソフトウェアアプリケーションを幅広く操作できるハードウェア

製品などを含む、デジタルまたは類似の形式で情報を受け入れ、一連の命令に基づいて

特定の結果を得るために情報を操作する仮想または物理デバイスを意味します。 

 

1.4 「お客様」とは、お客様および本ソフトウェアを入手し、その代理として使用する

法人を意味します。例えば、該当する場合は、お客様の雇用主を意味します。 

 

1.5 「許可数」とは、Stellarが付与する有効なライセンス（ボリュームライセンス等）に

基づき、特に断りのない限り、1つを意味します。 

 

1.6 「ソフトウェア」とは、(a)本利用規約が提供される全ての情報であり、以下を含みま

すが、これに限定されません。(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

ュータ情報、(ii) エクスポートされたファイルフォーマットに埋め込まれた独自のスクリ

プトロジック(iii) Stellarソフトウェアに同梱され、またはStellarのウェブサイト上でStellar

がStellarソフトウェアと共に使用できるようにした画像、音声、クリップアート、動画お

よびその他の著作物で、Stellarから別のサービス（当該サービス内で特に明記されていな

い限り）または他の第三者から取得したもの（「コンテンツファイル」）。(iv)関連する

説明のための文書およびファイル（以下「ドキュメンテーション」という）、および(v)

別途規定されていない限り、Stellarが随時お客様に提供するこれらの情報の修正版および

複製物、ならびにアップグレード、アップデートおよび追加（以下総称して「アップデ



   

 

ート」という）。 

 

1.7 「使用回数」とは、ペイパーユース ライセンスタイプのもとで、お客様にソフトウェ

アの使用を許可する指定回数を意味します。 

 

 

2. ライセンス許諾、所有権 

本ソフトウェアの使用権 本利用規約の条件に従い、Stellarはお客様に対し、個人的な目

的（消費者の場合）または社内業務目的（ビジネスユーザーの場合）のために、一箇所

にある一台のコンピュータまたはワークステーション上で本ソフトウェアおよびドキュ

メントにアクセスし使用する非独占的、譲渡不能な権利、取消可能かつ制限付きライセ

ンスを以下の条件に従い許諾するものとします。お客様は、第三者（個人または企業）

に対して専門的または有償のサービスを提供するため、または商業的目的のために本ソ

フトウェアを使用する場合、テクニシャンエディション ライセンスを使用する必要が

あります。 

3. ライセンスの種類 

 

3.1 評価版ソフトウェア/試用版 本ソフトウェアは、Stellarのウェブサイトから無償でダ

ウンロードでき、ライセンスキー付きまたはライセンスキーなしで提供されます。本ソ

フトウェアは、デモンストレーション、評価およびトレーニングの目的でのみインスト

ールすることができ、それ以外の使用は認められません。本ソフトウェアの評価版また

は体験版は、配布用パッケージに変更を加えない限り、自由に配布することができま

す。個人または企業は、著作権者の書面による許可なしに体験版の配布に対して手数料

を請求することはできません。 

 

3.2 サブスクリプションライセンス  サブスクリプションベースで利用可能なソフトウェア

(「サブスクリプションライセンス」)については、お客様はライセンス期間中、許可され

た数の互換コンピュータにのみサブスクリプションライセンスをインストールし使用する

ことができます。サブスクリプションライセンスの許可されたコンピュータ数に従い、お

客様は、Stellarがサブスクリプションライセンスに含まれ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）をいつでも変更できること

に同意し、かかる変更についてお客様に対して一切の責任を負わないものとします。サブ

スクリプションライセンスへの継続的なアクセスには、ライセンスのアクティベーショ

ン、更新、およびバリデーションを行うための定期的なインターネット接続が必要です。

Stellarが定期的なサブスクリプションの支払いを受け取らない場合、またはライセンスを

定期的に検証できない場合、Stellarが支払いを受け取るまで、またはライセンスを検証す

るまでは、追加の通知なしに、本ソフトウェアが非アクティブになることがあります。 

 

3.3 ライフタイムライセンス ライフタイムベースで利用可能なソフトウェア（「ライ

フタイムライセンス」）については、登録と同時に、ソフトウェアと互換性のある同じ

構成とオペレーティングシステムを持つ同じコンピュータ上で最大10年間ソフトウェア



   

 

を使用できる非独占的なライセンスがお客様に付与されます。ライセンスの有効期間中

に、コンピュータのハードウェアまたはソフトウェアが変更され、購入時のバージョン

と互換性がない場合、お客様はソフトウェアのアップグレード版を追加購入する必要が

あります。 

 

3.4 ペイパーユース ペイパーユースライセンスとして利用可能なソフトウェアについて

は、お客様はソフトウェアの各使用時に課金され、使用回数という形で利用できます。

お客様は、どこでも、どのような方法でもソフトウェアを利用することができますが、

購入した利用回数に制限されます。 

4. ソフトウェアのサポート 

サポートは、購入日から1年間、ライセンスをお持ちのお客様にのみ提供されます。ソ

フトウェアのインストールや使用方法に関するお問い合わせは、電子メールにてお願い

します。無償テクニカルサポートは、購入日から1年間提供されます。ライセンス期間

が1年を超える場合は、その時点で適用される追加料金を支払うことで、テクニカルサ

ポートを利用することができます。有償サポートは、ライフタイムライセンスの場合の

み、最長でその後2年間まで購入することができます。本ソフトウェアの購入から3年経

過後は、本ソフトウェアに関連するいかなるサポート要請に対しても、Stellarはお客様

をサポートすることはできません。 

 

 

5. 知的財産の所有権 

本ソフトウェアおよびお客様が作成するすべての正規の複製物は、Stellarの知的財産で

あり、Stellarが所有します。本ソフトウェアの構造、構成およびソースコードは、

Stellar Information Technology Pvt. Ltd.の貴重な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を含むがこれに限定されない法律、ならびに

国際条約の規定によって保護されています。本利用規約に明示的に記載されている場合

を除き、本ソフトウェアに関するいかなる知的財産権もお客様に付与されるものではあ

りません。明示的に許諾されていないすべての権利は、Stellarが留保します。 
 

 

6. 制限と要件 

6.1 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複製物(ドキュメントを含

むがこれに限定されない) には、本ソフトウェア上または本ソフトウェアに表示されてい

るのと同じ著作権表示およびその他の所有権表示を含める必要があります。 

 

6.2 使用義務 お客様は、本利用規約で許可された以外の方法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ドキュメンテーションと矛盾する方法

で本ソフトウェアを使用しないことに同意するものとします。 

 

6.3 改変の禁止 お客様は、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションの修正、翻

案、改ざん、翻訳または派生物の作成、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションの



   

 

一部と他のソフトウェアまたはドキュメントとの結合または融合、Stellarと競合するた

めに本ソフトウェアと同様の機能属性、視覚表現またはその他の特徴を有するソフトウ

ェア（ルーチン、スクリプト、コードまたはプログラムを含む）の開発努力の一環とし

て本ソフトウェアを参照または使用すること、Stellarの書面による事前許可がある場合

を除いて本ソフトウェアに関するパフォーマンスまたはベンチマークテストまたは分析

を公表してはならないものとします。 

 

6.4 リバースエンジニアリングの禁止 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、逆アセンブル、またはその他のソースコードを見つけること

を試みてはならないものとします。 

 

6.5 バンドルを別々にすることの禁止 本ソフトウェアは、様々なアプリケーション及

びコンポーネントを含み、異なるStellarオンラインチャンネルへのアクセスを可能にし、

複数のプラットフォーム及び言語をサポートし、複数のメディア又は複数のコピーでお

客様に提供されることがあります。しかしながら、本ソフトウェアは、本利用規約で許

可されたコンピュータ上で単一の製品として使用されるよう設計され、お客様に提供さ

れるものです。書面で別途許可されていない限り、お客様は、本ソフトウェアのすべて

のコンポーネントパーツをインストールする必要はありませんが、異なるコンピュータ

で使用するために本ソフトウェアのコンポーネントパーツのバンドルを別々にしてはな

りません。 

 

6.6 お客様は、「ソフトウェア」又は「ドキュメント」に印刷又は押印された、あるいは

「ソフトウェア」又は「ドキュメント」に符号化又は記録された著作権、その他の製品

識別又は所有権の表示、シール又は指示ラベルを除去、消去、不明瞭又は改ざんせず、

また当社が作成する「ソフトウェア」及び「ドキュメント」の全ての複製物における著

作権及びその他の所有権の表示を保持しないものとします。 

 

6.7 お客様は、当社のグラントレターまたは該当する製品権限定義がその使用を明確

に許可しない限り、クラウド、インターネットベースコンピューティングまたは同

様のオンデマンドコンピューティング環境でソフトウェアを実行または操作しない

ものとします。 

 

6.8 譲渡禁止 お客様は、本利用規約で明示的に許可された場合を除き、本ソフトウェア

（Webダウンロードにより取得したソフトウェアを含むが、これに限らない）に関する

権利を賃貸、リース、販売、サブライセンス、譲渡、移転したり、本ソフトウェアのい

かなる部分も他の個人または法人のコンピュータにコピーしたりすることを許可しては

ならないものとします。 

 
 

7. 著作権/所有権 

お客様は、本ソフトウェアおよびドキュメンテーションのすべての知的財産権が、世界

のあらゆる場所でStellarに帰属し、またはStellarに許諾されていることを認めるものと

します。本ソフトウェアに関してお客様に付与される権利は、使用許諾（販売ではな



   

 

い）であり、お客様は、本ソフトウェアまたはドキュメンテーションに対して、本使用

許諾の条件に従って使用する権利を除き、いかなる権利も有しません。本ソフトウェ

ア、そのソースコード及びドキュメンテーションは、Stellar Information Technology 

Pvt.Ltd.(以下、「Stellar」という) が本使用許諾を提供するために所有するものであり、

著作権法およびその他の知的財産法によって保護されています。Stellarは、本ソフトウ

ェアまたはドキュメンテーションに関する知的財産権を含むすべての権利、権原、利益

を常に保持するものとします。 

 
 

8. 保証書 

使用許諾されるソフトウェア（配布される媒体を除く）およびStellar関連の全てのウェブ

サイトとサービスは、「現状有姿」でライセンシーに提供され、Stellarおよびそのサプラ

イヤーとライセンサーは、その使用または性能に関していかなる保証も行いません。

Stellarおよびそのサプライヤーとライセンサーは、許諾ソフトウェアまたは関連する

Stellarのウェブサイトもしくはサービスの品質、可用性、性能もしくは機能性、許諾ソフ

トウェアまたは関連するStellarのウェブサイトもしくはサービスから得られるまたはそれ

らの使用を通じて得られるいかなる情報の品質または正確性を含むがこれに限定されな

いいかなる事項についても（法令、慣習法、習慣、使用、その他による明示または黙示

の）保証または表明を行いません。ライセンス許諾されたソフトウェアまたは関連する

Stellarのウェブサイトもしくはサービスの使用が中断されず、常に利用可能であること

（インターネットの障害によるか否かを問わない）、エラーが発生しないこと、ウィル

スその他の有害な要素がないこと、特定のハードウェア、プラットフォームまたはソフ

トウェア上で動作すること、第三者の権利を侵害しないこと、商品性、統合、満足のい

く品質または特定の目的への適合性（ただしライセンシーの管轄区域の適用法により保

証が排除または制限されない範囲においてのみ、保証すること）を表明または保証する

ものではありません。 

 
 

9. データ保護 

お客様は、ライセンスソフトウェアを使用することにより、Stellarのプライバシーポリ

シーに従って、お客様に関する特定の情報およびライセンスソフトウェアの使用が収集

されることに同意し、了解するものとします。また、お客様は、Stellarが、ライセンス

ソフトウェアおよびその機能をお客様に提供する目的で、お客様のアカウントおよびそ

れに登録されたデバイスまたはコンピュータに関する情報を収集、使用、送信、処理お

よび維持することに同意するものとします。お客様がライセンスソフトウェアを使用す

る際にStellarが収集する情報には、お客様の使用に関する技術的または診断的な情報が

含まれることがあり、Stellarは、Stellarの製品およびサービスのサポート、改善および

強 化 の た め に こ れ ら を 使 用 す る こ と が あ り ま す 。 詳 細 に つ い て は 、

「https://www.stellarinfo.com」のプライバシーポリシーの項をお読みください。また、

お客様は、Stellar、その関連会社、およびそれらのサービスプロバイダーによる保管、

処理、および使用のために、これらの情報が米国、インド、およびその他の国に転送さ

れる可能性があることを理解し、同意するものとします。お客様は、Stellarおよびその

http://www.stellarinfo.com/


   

 

パートナーならびにライセンサーが、機能またはサービスを提供し改善するために、位

置情報およびアカウントデータを収集、使用、送信、処理および維持することに同意し、

ここに承諾するものとします。 

 

 

10. インターネット接続とプライバシー 

 

10.1 インターネットへの自動接続 本ソフトウェアは、お客様のコンピュータを予告な

く自動的にインターネットに接続し、ライセンスの検証やお客様に追加の情報、特徴、

または機能を提供するなどの目的で、StellarのウェブサイトまたはStellarのドメインと通

信する場合があります。第10.2 条から第10.5条に別段の定めがある場合を除き、本ソフ

トウェアによるすべての自動的なインターネット接続には、以下の条項が適用されま

す。 

 

10.1.1 本ソフトウェアがインターネットに接続し、Stellarのウェブサイトと通信す

る場合、それが自動的であるか、ユーザーの明示的な要求によるものであるかを

問わず、プライバシーポリシーが適用されるものとします。Stellarのプライバシー

ポリシーは、ウェブサイト訪問のトラッキングを許可しており、トラッキングお

よびクッキー、ウェブビーコンおよび類似のデバイスの使用に関するトピックを

詳細に取り上げています。 

 

10.1.2 本ソフトウェアがインターネットを介してStellarに接続する場合、本ソフ

トウェアは、Stellarオンラインプライバシーポリシー（Stellarのプライバシーポ

リシーの項を参照）に従って、特定のお客様情報を収集し、Stellarに送信しま

す。 

 

10.1.3 お客様がStellarオンラインサービスにアクセスし、または本ソフトウェアを

起動もしくは登録した場合、プライバシーポリシーおよび当該Stellarオンラインサ

ービスに関連する追加の利用規約に従って、お客様のID、ユーザー名およびパス

ワードなどの追加情報がStellarに送信され、Stellarによって保存される場合があり

ます。 

 

10.1.4 Stellarは、適用法令により禁止されている場合を除き、(a)Stellarオンライン

サービスまたは本ソフトウェアもしくはStellarオンラインサービスのアクティベー

ションもしくは登録を促進するためにお客様に取引メッセージを送信し、または

(b)プラットフォームバージョン、ソフトウェアのバージョン、ライセンス状況お

よび言語を含むがこれに限定されない情報を使用して本ソフトウェアおよびその

他のStellar製品およびサービスに関する情報を提供する製品内マーケティングの配

信を行う場合があります。 

 

10.2 アップデート  本ソフトウェアは、追加通知なしに、お客様のコンピュータを自動

的にインターネットに接続させ(断続的または定期的に) (a)コンピュータへのダウンロー

https://www.stellarinfo.com/installation-uninstallation/eula_eng.pdf


   

 

ドおよびインストールが可能なアップデートを確認し(b) インストールの試行の結果を

Stellarに通知することができます。 

 

10.3 アクティベーション 本ソフトウェアは、お客様に対し、(a) Stellarソフトウェア起動

キーの取得、(b)本ソフトウェアの起動または再起動、(c) ソフトウェアの登録、または(d)

所有権の検証を要求する場合があります。かかる要求により、インストール時、起動時、

およびその後定期的に、お客様のコンピュータが予告なくインターネットに接続される場

合があります。接続されると、本ソフトウェアは情報を収集し、Stellarへ送信します。ま

た、本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

所有権に関連する情報をStellarから受信する場合があります。Stellarは、有効なライセン

ス、サブスクリプション、または所有権に基づいていない不正な使用または未承認の使用

を検出または防止するために、これらの情報を使用することがあります。本ソフトウェア

の起動または登録、サブスクリプションまたは所有権の検証を行わなかった場合、または

Stellarが本ソフトウェアの不正使用または未承認使用と判断した場合、本ソフトウェアの

機能低下、操作不能、またはサブスクリプションまたは所有権の解除もしくは停止が生じ

ることがあります。 

 

10.4 オンラインサービスの使用 本ソフトウェアは、Stellarまたは第三者が提供するコン

テンツおよびサービスへのお客様のアクセスを容易にするために、追加の通知なしに、

断続的または定期的に、お客様のコンピュータを自動的にインターネットに接続させる

ことがあります。また、本ソフトウェアは、お客様がオフラインの状態でもこれらのサ

ービスを直ちに利用できるように、追加の通知なしに自動的にインターネットに接続し

て、これらのオンラインサービスからダウンロード可能な素材を更新することがありま

す。 

 

10.5 デジタル証明書 本ソフトウェアは、お客様がダウンロードしたファイル(例：アプ

リケーションおよび/またはコンテンツ)およびそれらのファイルの発行者を識別するた

めに、電子証明書を使用します。例えば、Stellarは、お客様がStellarアプリケーション

の発行元を特定するために、電子証明書を使用します。お客様のコンピュータは、電子

証明書の検証時にインターネットに接続することができます。 

 

 

11. 責任制限 

Stellarまたはそのサプライヤーは、本ソフトウェア製品の使用または使用不能、あるい

はサポートサービスの提供または提供不能に起因するいかなる特別、付随的、間接的ま

たは結果的損害（営業利益の損失、業務の中断、営業情報の損失、その他の金銭的損失

を含むが、これに限定されない）に対しても、たとえStellarがその損害発生の可能性を

通知されていたとしても、一切責任を負わないものとします。いかなる場合においても、

Stellarの全責任は、お客様が本ソフトウェア製品の対価として実際に支払った金額また

は5米国ドルのいずれか高い方の金額を上限とします。 
 



   

 

 

12. 終了 

お客様が本利用規約に違反し、Stellarからの要請後30暦日以内に違反を是正しない場

合、Stellarは本利用規約を終了させることができ、その場合、お客様に許諾された全て

の権利（本ソフトウェアの使用許諾も含むがこれに限られない）は直ちに停止され、お

客様は本利用規約を終了させることができます。また、本利用規約の終了に伴い、お客

様は許諾ソフトウェアの全ての複製物をStellarに返却し、または、許諾ソフトウェアの

全ての複製物が破棄されたことを書面により確認するものとし、お客様がこれを行わな

い場合には、Stellarは、衡平法上の救済および損害賠償の請求権を有するものとしま

す。 

 

 

13. 管轄と法律 

   

  13.1 本契約は、デリー（インド）において適用される実体法に準拠し、同法に従って解   

釈されるものとします。本利用規約の条件に起因するいかなる紛争も、インド、デリーの 

裁判所のみが管轄権を有し、お客様は、インド、デリーの裁判所の管轄権に同意するもの

とします。 

 

13.2 本利用規約は、いかなる司法管轄区の抵触法の規則、または国際物品売買契約に関す

る国連条約にも準拠せず、その適用は明示的に排除されます。 

 
 

14. 一般条項 

 

14.1 本利用規約は、主題に関する当事者間の合意の完全な声明であり、他のまたは以前

のすべての理解、発注書、合意および手配を統合し、それらに取って代わるものです。 

 

14.2 保証の排除および責任の制限は、その原因の如何を問わず、本利用規約の終了後も

存続するものとします。ただし、この存続は、本利用規約終了後に許諾ソフトウェアを

継続して使用する権利を示唆または創出するものではありません。 

 

14.3 ライセンシーは、ライセンスソフトウェアをいかなる国にも出荷、移転、または輸

出してはならず、また、該当する輸出管理法、特に米国輸出管理法、制限、または規制

（以下総称して「輸出法」）によって禁止されている方法でライセンスソフトウェアを

使用してはなりません。ライセンスソフトウェアを使用する権利はすべて、ライセンシ

ーが輸出法を遵守することを条件として付与され、ライセンシーが輸出法を遵守しなか

った場合、かかる権利はすべて失効するものとします。 

 

14.4 Stellarは、本利用規約によってライセンシーに明示的に許諾されていないすべての

権利を留保します。すべての権利は、インドまたはその他の国の著作権法に基づき、

205, Skipper Corner, 88, Nehru Place, New Delhi, India 110019に登録事務所を有するStellar 

Information Technology Pvt Ltd.に留保されます。 



   

 

 

14.5 Stellarが本利用規約で行った約束、義務または表明の第三受益者は存在しません。 

 

14.6 お客様による本利用規約の違反に対するStellarによる権利放棄は、その他のまたは

将来の同一条項または本利用規約のその他の条項に対するStellarによる権利放棄を構成

するものでも、またそのような権利放棄に寄与するものでもありません。 

 

14.7 本利用規約は、お客様とStellarとの間の完全なる合意を構成するものであり、本利用

規約は、許諾ソフトウェアに関する過去または現在のすべての表明、議論、約束、通

信、合意、手配、広告および了解事項に優先します。本利用規約は、両当事者およびそ

の承継人ならびに許可された譲受人を拘束し、その利益のために作成されるものとしま

す。 

 

14.8 本利用規約は、Stellarの権限のある役員が署名した書面によってのみ、変更、補足、

修正することができます。 

 

著作権©Stellar Information Technology Private Limited.無断転載を禁じます。 


