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KDDI KCPSにおける 

エンドユーザー使用許諾契約書 
 
 
 

「本ソフトウェア」のダウンロード、インストール、コピー、アクセス、または使用によって、「お客様」は「本契約」の条件に従う

ことに同意したものとみなされます。「お客様」が他の個人、会社、またはその他の法人の代理としてこれらの条件を承諾す

る場合、「お客様」は、ご自身がその個人、会社、または法人をこれらの条件に従わせる完全な権限を有していることを表

明および保証することになります。 

 

「お客様」が「本契約」の条件に同意されない場合は、「本ソフトウェア」のダウンロード、インストール、コピー、アクセス、ま

たは使用を行わず、「本ソフトウェア」およびライセンス証書を、その入手元に返却してください。 

 

このエンドユーザー使用許諾契約書（「本契約」）では、英大文字の語句および条件は特別な意味を持ち（邦訳ではかぎ括

弧「」を使用します）、その意味は「本契約」の本文全体にわたって定義されています。「本契約」は、「お客様」および 

／または「お客様」の「関連会社」（「お客様」）と、「お客様」が「本ソフトウェア」を使用するために関連する見積書または注文

書に記載されるとおりにライセンスを購入した国または「Blancco」の販売地域に基づき契約を締結する「Blancco」事業体

（「Blancco」）との間で成立します。 

 

関連する見積書、注文書または契約書に別段の記載がなければ、「お客様」の所在する国または「Blancco」の販売地域に

基づき「お客様」と契約する「Blancco」事業体の名称は下記となります。 

 

関連する見積書、注文書または契約書に別段の記載がなければ、「お客様」の所在する国または「Blancco」の販売地

域に基づき「お客様」と契約する「Blancco」事業体の名称は下記となります。 
 

 南北アメリカ 
 

カナダ：「お客様」の契約は、カナダ法に基づき設立された7755473 Canada Incとの間で成立します。 

米国およびその他の南北アメリカ諸国：データ消去関連製品については、「お客様」の契約は、米国デラウェア州法に基づき設立されたBlancco US 
LLCとの間で成立します。 

 
 ヨーロッパ・中東・アフリカ（EMEA） 

 

ドイツ、スイス、オーストリア、チェコ共和国およびポーランド：「お客様」の契約は、ドイツ法に基づき設立されたBlancco Central Europe GmbHとの

間で成立します。 

スウェーデン、デンマーク、ノルウェー：お客様」の契約は、スウェーデン法に基づき設立されたBlancco Technology Group Sweden ABの間で成立

します。 

フランス：「お客様」の契約は、フランス法に基づき設立されたBlancco France SASとの間で成立します。 

オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、スペイン、ポルトガル、イタリア：「お客様」の契約は、オランダ法に基づき設立されたBlancco (Software) 
Netherlands B.V.との間で成立します。 

英国：「お客様」の契約は、イングランド法およびウェールズ法に基づき設立されたBlancco UK Limitedとの間で成立します。 

フィンランドおよび他のEMEA地域：「お客様」の契約は、フィンランド法に基づき設立されたBlancco Oy Ltdとの間で成立します。 

 
 アジア 

 

日本および韓国：「お客様」の契約は、日本法に基づき設立された株式会社ブランコ・ジャパンとの間で成立します。中

国：「お客様」の契約は、中国法に基づき設立されたBlancco Technology (Beijing) Co., Ltd.との間で成立します。 

インド：「お客様」の契約は、インド法に基づき設立されたBlancco (Software) India Private Limitedとの間で成立します。 

オーストラリアおよびニュージーランド：「お客様」の契約は、オーストラリア法に基づき設立されたBlancco Australasia Pty Limitedとの間で成立しま

す。 

シンガポール：「お客様」の契約は、シンガポール法に基づき設立されたBlancco APAC PTE, Limitedとの間で成立します。 

マレーシアおよび他のアジア地域：「お客様」の契約は、マレーシア法に基づき設立されたBlancco SEA Sdn Bhdとの間で成立します。 
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「関連会社」は、「本契約」の一方当事者との関係において、当該当事者を「支配」するか、当該当事者に「支配」される

か、または当該当事者と共通の「支配」下にある会社または事業体を意味します。本定義において「支配」とは、かかる会

社もしくは事業体につき、その持分の50パーセント以上を直接もしくは間接的に所有するか、またはかかる会社もしくは

事業体の事実上の経営権を持つことを意味します。 
 

「知的財産権」とは、一切の特許、発明、実用新案権、データベース権、著作権、意匠権、登録意匠、もしくは同種の性

質を有するその他の権利、一切の商標および／もしくは商号（登録済みか未登録かは問わない）と前記のいずれかに

ついての申請、ならびにノウハウ、営業秘密、もしくは他の機密情報における権利、またはその他一切の知的財産権を

意味する。 

 

「本ソフトウェア」は、関連する見積書または注文書に記載されるとおり、変更も含め、「Blancco」またはその「関連会社」

により使用を許諾される各「Blancco」製ソフトウェアプログラムを意味します。 

 

1. 使用許諾 
 

「本契約」条件に従い、「Blancco」はここに、「お客様」の社内運用のためにのみ「本ソフトウェア」を使用する非

独占的、移転不能、非永続的な権利を「お客様」に付与します。「本契約」の解釈上、「本ソフトウェア」の使用と

は、関連する見積書または注文書において同意され、「本契約」の「別表1」に詳細を記載するライセンスタイプ

に従ってライセンス期間中に「本ソフトウェア」のアクセス、インストール、ダウンロード、コピーを行うこと、または

その他の方法で「本ソフトウェア」の利用により便益を受けることを意味します。 「本ソフトウェア」は、 

「Blancco」および/またはそのライセンサーによって所有され、著作権で保護されたライセンス製品であり、販売

はされません。 
 

2. 「お客様」の義務 
 

2.1 「本ソフトウェア」またはその一部を使用する際、「お客様」は以下に従うものとします。 
 

(a) 指定された機器のみに「本ソフトウェア」がインストールされることを確認します。 

 

(b) いずれかの者による「本ソフトウェア」の不正使用を認識した場合、直ちに「Blancco」に知らせます。 

 

(c) 「お客様」がこのライセンスの条件を順守していることを確認する目的で、このライセンスに関して保持

されている記録の検査を「Blancco」に許可します。「Blancco」は、適切な時機に行われるべきこうした

検査について妥当な「お客様」への通知を事前に行います。 

 

(d) 以下に該当する場合には、「本ソフトウェア」の使用またはアクセスは行わないでください：（ i） 

「Blancco」による書面による事前の了解がある場合を除き、「お客様」が「Blancco」の直接的な競合

会社である場合、もしくはかかる競合会社になった場合、または（ii）競争的なベンチマークテストもしく

は同様の事項を目的とする場合。 

 

(e) いかなる形であれ、「本ソフトウェア」のライセンス、サブライセンス、販売、再販売、移転、譲渡、配布、賃

借、リース、またはその他の方法での商業利用を行う権利は付与されません。 

 

(f) いかなる理由もしくは目的であれ、適用される法によって認められる最大限の範囲において、「本ソフ

トウェア」のいずれの部分についても、変更、デコンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリング、

翻訳、もしくは分解すること、または「本ソフトウェア」のいずれかの部分に基づき派生的作品を作成する

ことは禁じられます。 

 

(g) 常に、「お客様」が「本ソフトウェア」を使用している法域のすべての適用法規を順守します。これには、

データプライバシー、データ保持、著作権およびその他の知的財産権に関して適用される制約が含まれ

ますが、これらに限定されません。「お客様」によるかかる法令違反に関連して「Blancco」に申し立てら

れる請求について、「お客様」は「Blancco」およびその「関連会社」を補償します。 
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使用時に有効なユーザーマニュアルに従い「本ソフトウェア」を使用し、「お客様」に提供されるソフトウェ

アのアップデートを速やかに受け入れます。ソフトウェアのアップデートを受け入れない場合、「本ソフト

ウェア」の性能に影響を及ぼす場合があります。 

 

3. サポートおよび研修 
 

「本ソフトウェア」に関してサポートを提供する「Blancco」のポリシーは、https://support.blancco.com/または随

時「お客様」にお知らせするウェブサイトアドレスから入手いただけます（「サポートサービスポリシー」）。 

「Blancco」は、「お客様」に無償でサポートサービスを提供します。このサービスは、「お客様」が購入したサポー

トプランおよびサービスが実施される時点で有効な「サポートサービスポリシー」に従って、通常の営業時間中に

提供されます。「Blancco」は、独自の絶対的な判断で適宜「サポートサービスポリシー」を改正することがありま

す。 
 

4. 修正 
 

「Blancco」は、その絶対的な判断において、「お客様」に対する責任の生ずることなく、「本ソフトウェア」の更

新、新しい機能の提供、もしくはその他の方法で設計変更を行う権利を有し、または「本ソフトウェア」の製造も

しくは販売を打ち切る権利を有するものとします。「本ソフトウェア」の旧バージョンまたは中止された「本ソフトウ

ェア」に対するサポートの提供に関する「Blancco」のポリシーは、https://support.blancco.com/または随時 

「お客様」にお知らせするその他のウェブサイトアドレスから入手いただけます（「サポートライフサイクルポリシ

ー」）。「Blancco」は、独自の絶対的な判断で適宜「サポートライフサイクルポリシー」を改正することがあります。 

 

5. 知的財産権 
 

「お客様」は、「本ソフトウェア」および関連するサービスにおけるすべての「知的財産権」は「Blancco」および／ 

または（場合によって）関連する第三者所有者に属している（属すことになる）ことを認め、「お客様」が、このラ

イセンス（および/または関連するすべての第三者ライセンス）の諸条件に従って「本ソフトウェア」を使用する権

利を除いては「本ソフトウェア」に一切の権利を有しないことを認めます。「本ソフトウェア」の構造、組織およびソ

ースコードは、「Blancco」および／または関連する第三者所有者の価値ある営業秘密および機密情報です。

「本契約」において明示的に付与されていないすべての権利は、「Blancco」および／または関連する第三者所

有者が留保します。「Blancco」は、Blancco Technology Groupおよび／またはその「関連会社」の登録商標

です。その他の「Blancco」に関するロゴ、製品名、およびサービス名も、Blancco Technology Groupおよび／

またはその「関連会社」の商標です。 

 

6. 第三者ソフトウェア 
 

「本ソフトウェア」には、第三者が作成した、無償で入手および配布が可能なソフトウェアおよび/またはオープン

ソースのソフトウェアや、著作権があるその他の材料が含まれている場合があります（「第三者ソフトウェア」）。 

「第三者ソフトウェア」には、適用される「第三者ソフトウェア」ライセンスの条件および義務が適用され、「本契

約」のいずれかの場所に記載されているすべての保証、補償およびサポート義務から明示的に除外されます。 

 

7. 機密保持 
 

7.1 「機密情報」は、「本契約」の締結または履行に至るまでの話し合いの結果として、一方当事者の事業および業

務に関して他方当事者が取得または受領したすべての情報（書面によるか口頭によるか、または電子形式に

よるかは問いません）を意味します。 

 

7.2 「機密情報」を受け取る当事者（「受領当事者」）は、他方当事者（「開示当事者」）のかかる「機密情報」すべて

を極秘に取り扱うものとします。「両当事者」は、他方「当事者」の財産である「機密情報」に関して、「本契約」の

期間中ならびに契約終了後の5年間、以下の事項を順守することに同意します。 
 

(a) 当該情報の秘密を保持し、これを第三者に開示しないこと 

 

(b) 「本契約」の履行のために必要な限りにおいてのみ当該情報を使用すること 
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7.3 「受領当事者」は、その従業員、役員、代理人、代表者、または下請業者による「開示当事者」の「機密情報」の

不正開示もしくは不正使用について責任を負い、またかかる不正開示または不正使用を予防するために合理

的なあらゆる対策を講じます。 

 

7.4 開示と使用に関する上記の制約は、以下のいずれかに該当する「機密情報」には適用されません。 
 

(a) 「受領当事者」が、他方当事者によって開示される以前から所有していたものであり、機密保持に関して

他のいかなる義務も負っていないということを書証により証明できる「機密情報」 

 

(b) 法律、規制、または管轄権を有する機関の命令によって開示することを要求された「機密情報」 

 

(c) 受領当事者が受領した時点で公知になっている「機密情報」 
 

8. データ 
 

「お客様」は、「Blancco」が、報告および請求の目的で必要な場合に「本ソフトウェア」の利用に関するユーザー

情報を収集する場合があること、またエラー修正、製品開発その他の分析および販売の目的で匿名のユーザー

デ ー タ を 収 集 す る 場 合 が あ る こ と に 同 意 し ま す 。 個 人 デ ー タ は 、 https://www.blancco.com/privacy- 
policy/で入手可能なプライバシーポリシーに従ってのみ処理されます。 

 

9. 「お客様」による「Blancco」の免責 
 

「お客様」が「本ソフトウェア」および関連サービスを使用することにより、「お客様」のハードドライブ、コンピュータ

ーシステム、ストレージ、またはモバイルデバイスにあるすべての（または指定された）データおよびファイルが

消去される結果になること、ならびに「お客様」自身のハードドライブ、システム、ストレージ、またはデバイスにお

いて「お客様」の管理下にある「お客様」のデータまたは第三者のデータをバックアップする唯一かつ排他的な責

任を「お客様」が有していることにご留意ください。「Blancco」は、データの損失につき一切の責任を負わないも

のとします。「お客様」は、以下のいずれかの事由に関連または起因して「Blancco」、その「関連会社」および認

定リセラー（「被補償当事者」）が当事者となる訴訟に関して、被補償当事者がどんな形であれ被ったすべての

請求および損失について被補償当事者を免責し、これに害を与えないことにここに同意します。（ i） 

「お客様」の「本ソフトウェア」の使用またはデータの損失、（ii）「お客様」の行動、「本ソフトウェア」の誤用、「本

契約」の条件の不順守、または説明書に従って「本ソフトウェア」を操作しなかった結果、または（iii）適用される

法に違反した「本ソフトウェア」の使用 

 

10. 「Blancco」による「お客様」の免責 
 

「Blancco」は、「第三者ソフトウェア」を別として、「お客様」が「本ソフトウェア」の任意の部分を「本契約」に従っ

て使用した場合、かかるソフトウェアが納品される国において第三者の知的財産権を侵害しないことを保証し

ます。「Blancco」は、その選択により、第三者が、「本ソフトウェア」（「第三者ソフトウェア」は除きます）が第三

者の権利を侵害したとして「お客様」に対し起こした損害賠償請求について防御または和解する場合があり、ま

た「Blancco」は、管轄裁判所または法廷外の和解によって「お客様」に対して最終的に裁定された費用と損害

賠償金額を支払う場合があります。ただし、（ i）「お客様」が、第三者の請求を受け取ってから30日以内に 

「Blancco」に通知すること、（ii）「Blancco」が、防御または和解の調整をする独占的権利を付与されること、お

よび（iii）「お客様」が、かかる請求に関して「Blancco」の利益に反する陳述をしないこと、という条件がすべて

満たされた場合に限ります。 

 

11. 限定保証 
 

「Blancco」は、納品日から90日間、変更が加えられていないそれぞれの「本ソフトウェア」が、すべての重要な

点について対応するユーザーマニュアルまたは説明書に従って動作することを保証します。「お客様」は、現地の

法律要件に別段の規定のない限り、かかるユーザーマニュアルまたは説明書が英語でのみ提供される可能性

があることに同意するものとします。「Blancco」が提供するすべてのソフトウェアの更新は、保証期間の残余日

数または納品日から30日間のいずれか長い方の期間、この限定保証の対象となります。保証違反があった場

合、「お客様」の唯一の救済および「Blancco」の全責任は、当該保証違反をもたらした「本ソフトウェア」のエラ

ーを修正することです。上記の保証が唯一の保証であり、明示か黙示かを問わず、市場性、特定目的への 
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適合性、もしくは非侵害の黙示保証または諸条件を含む、他のすべての保証または諸条件に代わるものです。

上記に定められた限定保証を除き、「本ソフトウェア」は『現状のまま』提供され、「Blancco」は、「本ソフトウェア」

がフェイルセーフであり、中断せず、またはエラーもしくは欠陥なく動作すること、または「本ソフトウェア」があら

ゆる潜在的な脅威に対して保護されることを保証しません。「お客様」は、適用法に基づき、追加の権利 

（法域毎に異なる場合があります）を有する場合があります。「Blancco」は、当該適用法により許容される範囲

で、「お客様」の保証を受ける権利を制限しようとすることはありません。 

 

12. 責任の制限 
 

12.1 いかなる場合も、「Blancco」またはその認定販売業者は、「本ソフトウェア」の使用もしくは使用不能から発生し

た間接的、付随的、特別、懲罰的、懲戒的または結果的損害賠償（利益、収益、もしくはデータの損失、事業の

中断、商品の代理購入から生じた損害、またはその他の類似する損害を含みます） について、たとえ 

「Blancco」またはその認定販売業者がかかる損害賠償の可能性についてあらかじめ警告を受けていたとして

も、一切責任を負いません。 
 

12.2 いかなる場合も、「本ソフトウェア」の使用もしくは使用不能から発生した、「Blancco」、その「関連会社」、および

その認定販売業者の総責任額は（契約、保証、不法行為（過失を含みます）、製造物責任、またはその他のい

ずれの法理に基づくかにかかわらず）、請求の原因となった「本ソフトウェア」に対して請求に先立つ12カ月間

の期間中に「お客様」が支払ったライセンス料を超えないものとします。 
 

12.3 これらの制限および除外は、法により除外または制限が認められない責任には適用されないものとします。 

 

13. 終了 
 

「お客様」の支払い義務を損なうことなく、「お客様」は「本ソフトウェア」のコピーおよび関連する説明書をアンイン

ストール、削除、破棄または返却することによっていつでもライセンスを終了することができます。「Blancco」は、

「お客様」が「本契約」の条件に重大な違反を犯した場合、直ちに「お客様」のライセンスを終了することができま

す。かかる終了にあたっては、「お客様」は速やかに「本ソフトウェア」および関連する説明書のすべてのコピーを

返却または破棄するものとします。「本契約」条件のうち、その性質上、「本契約」の終了後も存続すべきものは、

当該終了後も存続するものとします。 

 

14. 税金 
 

「お客様」は、「お客様」の「見積書」および／または「注文」に関連する（販売）税およびその他の税金または政

府の料金（総称して、「税金」）につき責任を負うことが両当事者間で了解され、合意されています。「お客様」

は、「本契約」に基づき請求および／または支払いが行われるわれる金額に対して課される一切の「税金」の

納付につき単独で責任を負うものとします。該当する場合、「Blancco」は「お客様」に対し、「税金」を別途明記し

たインボイスを提出します。 

 

15. 雑則 
 

15.1 可分性 

 

「本契約」の条件または条項のいずれかが、法の定めまたは公の秩序または善良の風俗により無効、違法、ま

たは強制不能と判断された場合でも、「本契約」の残りの条項は、その経済的および法的な意図が何らかの形

でいずれかの当事者に悪影響を及ぼさない限り、引き続き完全に有効であるものとします。 

 

15.2 権利放棄 
 

本契約に基づく権利の放棄は、書面で行われた場合にのみ有効であり、かかる権利放棄は、指定された当事

者に対してかかる状況でのみ適用されるものとします。 
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15.3 不可抗力 

 

「Blancco」は、その合理的な支配を超えた行為、事象、不作為、もしくは事故（ストライキ、ロックアウト、または

その他の労働争議（「Blancco」または他の当事者の職員が関与しているかどうかは問いません）、電気・ガス・

水道、輸送、もしくは通信ネットワークの障害、天災地変、戦争、暴動、内乱、悪意による損害、法律または政

府の命令、規則、規制、もしくは指示の順守、事故、工場または機械の機能停止、火災、洪水、嵐、またはサプ

ライヤーもしくは下請業者の契約不履行も含まれます）によって本契約に基づく「Blancco」による義務の履行

または事業の継続を妨げられたり、履行が遅延したりした場合、「お客様」に対する「本契約」に基づく責任を一

切負わないものとします。「Blancco」は、かかる不可抗力事由および予想される期間について「お客様」に通知

するものとします。 

 

15.4 パートナーシップまたは代理関係の否定 

 

「本契約」におけるいずれの規定も、両当事者間にパートナーシップを構築すること、または一方当事者が他方

当事者の代理人として行動する権限を付与することを意図していません。いずれの当事者も、他方当事者の名

義でもしくはその代理として行動する権限、または他方当事者を何らかの形で拘束する権限を有しないものとし

ます（ここには、表明または保証を行うこと、何らかの義務もしくは責任を引き受けること、および権利または権

限を行使することも含まれます）。 

 

15.5 通知 

 

「本契約」に関連していずれかの当事者によりなされる通知は、書面によって、電子メール、郵便、または宅配

サービス（UPS、FedEx、DHLなど）で送付されるものとします。「お客様」は、「Blancco」に対し、「Blancco」に

よる「本契約」の違反について、または「本契約」の終了についての通知は、電子メールで送付してはなりません。

「Blancco」から「お客様」に送付する通知は、（a）電子メールでの通知の場合、指定された電子メールアドレス

に宛てて「Blancco」が送信してから1日後、または（b）郵便もしくは宅配サービスでの通知の場合、指定された

住所に宛てて普通郵便もしくは宅配サービスで「Blancco」が送付した5日後に有効になるものとします。 

「お客様」は、「本契約」により、「注文フォーム」に記載された住所宛に書留郵便が送付されることにより、送達

の効果が「お客様」に及ぶことに同意します。「お客様」から「Blancco」に送付する通知は、（a）電子メールでの

通知の場合、「注文フォーム」に記載された電子メールアドレスに宛てて送信（および「Blancco」が受信）してか

ら1日後、または（ b）郵便もしくは宅配サービスでの通知の場合、「注文フォーム」に記載された住所で 

「Blancco」がそれを受領したときに有効になるものとします。 
 

15.6 輸出規制 
 

「お客様」は、「本ソフトウェア」が、適用される米国の、および国際的な輸出入制限（米国輸出規則およびエンド

ユーザーにより課される制限、米国政府および他国の政府により発布される最終用途および仕向地の制限を含

みます）の対象となる場合があることを認めます。「お客様」は、国境を越える「本ソフトウェア」の輸送またはか

かる法域における「本ソフトウェア」の使用に適用されるすべての国内法および国際法を順守することに同意しま

す。 
 

15.7 完全合意 

 

「本契約」は、「本契約」の主題に関する「お客様」と「Blancco」の間の完全合意を規定し、「本ソフトウェア」また

は「本契約」が対象とするその他の主題に関して、事前または同時期に行われた通信事項、提案、表明はすべ

て、口頭によるか書面によるかにかかわらず、「本契約」が優先します。注文日、身元情報、場所、数量、および

価格以外で、一方当事者により提示される注文書に含まれる事項は、いかなる形でも「本契約」の条件を変更

し、またはそれに追加する効果を有しないものとします。 

 

16. 準拠法および裁判管轄 
 

両当事者は、抵触法の原則にかかわらず、「本契約」の主題に起因または何らかの形で関連する、「お客様」と 

「Blancco」のそれぞれの権利、義務、および責任すべてを規定、解釈、および強制するために、デラウェア州法

を適用することに同意します。国際物品売買契約に関する国連条約は適用されません。 
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すべての権利、義務、および責任は、デラウェア州の裁判管轄に服し、「お客様」および「Blancco」はここに、かか

る裁判所の非専属管轄に服します。 

 

17. 言語 
 

条件は異なる言語で起草することができます。英語バージョンが常に公式バージョンであるものとし、英語バージ

ョンとその他言語のバージョンの間に矛盾がある場合は、英語バージョンが常に優先するものとします。 
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別表 1- ライセンスタイプ 

 

 

1. 評価用ライセンス 

 

「本ソフトウェア」が、関連する見積書もしくは注文書で特定されるとおり評価用ライセンス、ト

ライアルライセンスまたはその他の類似の名称のライセンスとして「お客様」に提供されてい

る場合、または評価もしくはトライアルの目的で「お客様」にライセンス許諾される場合、本条

の条項が適用され、本契約の他の矛盾する条件に優先するものとします。 

 
 

1.1 「評価用ソフトウェア」を使用する「お客様」の非独占的で移転不能の制限付きライセンスは、

評価目的のみとし、「Blancco」の書面による別段の同意がなければ、納品日から30日間に

限定されます。「お客様」は、「評価用ソフトウェア」が生産または商業用途ではなく、評価およ

び試験の目的に限定されることを認めます。 

 
 

1.2 「評価用ライセンス」の期間中、ライセンスおよび関連サービスの使用は、関連する見積書ま

たは注文書で特定されるとおり、特定のサイト、ハードウェアまたは契約する事業体に限定さ

れる場合があり、また別段の合意がない限り、「評価用ライセンス」は、「お客様」の「関連会社」

による使用は対象としません。 

 
 

1.3 「評価用ソフトウェア」は、明示的、黙示的または法令上のいかなる種類の保証（非侵害性、

商品性または特定目的の適合性に関する保証を含みますが、これらに限定されません）も付

すことなく、『現状のまま』提供されます。「Blancco」は、「お客様」による「評価用ソフトウェア」

の使用が中断またはエラーなく動作することを保証しません。「評価用ソフトウェア」の使用は、

「お客様」のみのリスク負担とし、「Blancco」は、データの喪失につき責任を負いません。「お

客様」は、その他の法令上の権利を有する場合がありますが、法により許容される最大限の

範囲で、法令上求められる保証（もしあれば）の期間および範囲は、許容される最大限の範

囲に限定されるものとします。法的責任を排除することができないものの、制限することが可

能な場合は、「Blancco」の責任は、総額で50米ドルまたは現地通貨の相当額に制限される

ものとします。 

 

2. サブスクリプション・ライセンス 

 

「本ソフトウェア」がサブスクリプション・ライセンスとして「お客様」に提供されており、その使

用が関連する見積書または注文書で合意され、特定される特定の期間に制限されている場

合（「サブスクリプション・ライセンス」）、本条の定めが適用され、本契約の他の矛盾する条

件に優先するものとします。 

 
 

2.1 「サブスクリプション・ライセンス」の期間中、ライセンスおよび関連サービスの使用は、関連す

る見積書または注文書で特定されるとおり、特定のサイト、ハードウェアまたは契約する事業

体に限定される場合があり、また別段の合意がない限り、「サブスクリプション・ライセンス」は、

「お客様」の「関連会社」による使用は対象としません。 

 
 

2.2 「サブスクリプション・ライセンス」に基づく「お客様」による「本ソフトウェア」の使用は、下記の公

正使用ポリシー 

（「FUP」）および「本契約」に定めるその他の制限に従い無制限とします（「正当な使用」）。 
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2.3 「FUP」は、少数のユーザーによる当社のサブスクリプションについての不正行為および悪

用を防ぐために策定されました。以下は、「正当な使用」とはみなされない事例の一部を示す

リストです。 

 

(a) サブスクリプション・ライセンスの転売 

 

(b) サブスクリプションの第三者との共有 

 

(c) 通常の個人的なサブスクリプション使用とは合致しない異常な使用パターン 

 

(d) 購入の時点で「Blancco」に報告されていたよりもはるかに多い量の使用 

 

(e) 「正当な使用」を判断する上で他の事例が関係する場合があり、「Blancco」は、判断

に際し、禁止されている違法で異常または普通でない活動を考慮に入れる権利を留

保します。 

 
 

2.4 「FUP」は、「サブスクリプション・ライセンス」の下での量が、購入の時点で「Blancco」に報告

された量から大幅に変化（2割超）した場合、その旨を「お客様」が遅滞なく「Blancco」に知ら

せることを義務づけています。この場合、「Blancco」は超過使用について最新の価格リストに

従って請求することができます。 

 

2.5 「Blancco」は、「お客様」が「FUP」または「本契約」に違反して「サブスクリプション・ライセン

ス」を使用していると「Blancco」が判断した場合、その選択により、直ちに「お客様」との関係

を終了し、または「お客様」の「サブスクリプション・ライセンス」を停止することができます。妥

当な場合、「Blancco」は、「お客様」のサブスクリプションを停止または終了する前に、不適

切な使用について「お客様」に通知し、その裁量により、代替となるサブスクリプションを「お客

様」に提案することができます。「サブスクリプション・ライセンス」は、いかなる状況においても、

永続的ライセンスに変換することはできません。 

 
 

3. ボリューム・ライセンス 

 

「本ソフトウェア」がボリューム・ライセンスとして「お客様」に提供されており、その使用が関

連する見積書または注文書で合意され、特定される特定のライセンス量に制限されている

場合（「ボリューム・ライセンス」）、本条の定めが適用され、本契約の他の矛盾する条件に優

先するものとします。 

 
 

3.1 「ボリューム・ライセンス」の期間中、ライセンスおよび関連サービスの使用は、関連する見積

書または注文書で特定されるとおり、特定のサイト、ハードウェアまたは契約する事業体に限

定される場合があり、また別段の合意がない限り、「ボリューム・ライセンス」は、「お客様」の

「関連会社」による使用は対象としません。 

 
 

3.2 データ消去関連製品の場合、関連する未釣書または注文書に別段の定めがない限り、消去

などのタスクを実行するために「本ソフトウェア」を起動するたびに、1件のライセンスが使用さ

れ、それにより購入されたライセンスの残余数が減少します。 

 
 

3.3 モバイル診断関連製品の場合、関連する未釣書または注文書に別段の定めがない限り、診

断などのタスクを実行するために「本ソフトウェア」を起動するたびに、1件のライセンスが使用

され、それにより購入されたライセンスの残余数が減少します。 

  



エンドユーザー使用許諾契約書 – JA  10

 

 

 

 

 

附則 1 - クラウドサービス利用条件 

 

 

本Blancco クラウド サービス利用条件（以下「クラウド契約」）は貴殿または貴殿の関連者

（「お客様」）と国またはBlanccoの営業圏あるいは貴殿の所在国に基づいてサービス契約を

貴殿と締結するまたは注文フォーム（「Blancco」）に言及されているBlancco法人間に適用し

ます。 

 

このクラウド契約はお客様がクラウド契約を受諾した日付（「発効日」）に発効します。このク

ラウド契約を自然人として締結する場合、貴殿は満18歳以上であり、本契約条件に拘束され

る法的能力があることを表明し保証したものと見なします。企業または法人を代表して本クラ

ウド契約を締結する場合、貴殿がその法人組織を本クラウド契約に拘束する正当な権限を

有することを表明し保証するものとします。 

 

1. サービス条項 

 
適用範囲： 

Blancco クラウドはソフトウェア、データアクセス、ユーザー管理、ストレージサービスを

提供する集中ソリューション一式です。Blanccoのクラウド利用サービスにより新たなイ

ンフラへのインストールや投資が不要になります。Blanccoはお客様にインターネット経

由でリアルタイムにデータ破壊ソリューションのポートフォリオ一式を提供します。 

 

変更： 

 サービス： 

Blanccoはサービスに商業的に合理的な更新を加えることがあります。Blanccoがサー

ビスの重要な変更を行う場合はBlanccoがお客様にお伝えします。 

但し、お客様が変更通知を受けるようBlanccoに申し込んだ場合に限られます。 

 

 クラウド契約に関して： 

Blanccoは時として本クラウド契約に価格など（及びリンク先文書）の変更を加えること

があり、その際はお客様にお伝えします。変更後のクラウド契約に同意しない場合は

サービスの利用を止めてください。Blanccoは本クラウド契約の変更があればサービス

利用条件URLに記載します。 

 

アカウント： 

サービスをご利用になるにはお客様が、アカウントとトークン（該当する場合）を持ってい

る必要があり、アカウントを作成するために送信される情報、 トークンのセキュリティ、ア

カウントのパスワード、 アカウントとトークンの使用に対して責任があります。お客様の

アカウント情報の機密性及びお客様がアカウント情報を安全かつ機密に維持できなかっ

たために発生したいかなる動作に対してもお客様が自己責任を負います。お客様のアカ

ウントやトークン、パスワードの無断使用やその他セキュリティ違反があればお客様は

Blanccoに直ぐご連絡ください。 
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2. 利用条件 

 

認められる使用： 

 客様はライセンスとお客様情報を維持する権限があります。 

 客様はさらに消去プロセスとレポートの管理もできます。 

 

認められない使用： 

客様はサービスを以下のために使用せず、第三者に使用させないことに同意していた

だきます。 

 他者の法的権利の侵害あるいは侵害教唆 

 違法、侵撃的的、侵害的、名誉棄損的、詐欺的目的のため 

 ウィルス、ワーム、トロイの木馬、破損ファイル、偽情報その他破壊的あるいは詐欺

的性質の項目を故意に配布すること 

 サービスのいかなる側面をも無効化したり、介入あるいは迂回すること 

 

3. お客様情報とコンテンツ 

 

お客様情報： お客様情報はお客様ご本人のみの所有物であり、この情報にはお客様と

Blanccoしかアクセスできません。Blanccoはお客様情報を分析、開発、デバッ

グのため、さらにBlanccoの製品やサービスの改善のために無償で使用する

全世界に適用される権限を持っています。Blanccoはお客様情報をお客様の

明示的同意無く第三者運用企業に開示しないことを保証します。 

 

コンテンツ：  任意のテキスト、グラフィック、ユーザーインターフェース、ビジュアルインターフ

ェース、画像、動画、コンピュータのコード（「コンテンツ」と総称）であって、デザ

イン、構造、選択、調整に限らずこれらを含む、本ウェブサイトに含まれるコン

テンツの表現及び配置はBlanccoが所有、管理、使用許諾するものであり、著

作権法、特許・意匠法、その他知的財産権により保護されています。本ウェブ

サイトとそのコンテンツはBlanccoの事前承諾書が無い限りコピーや複製、再

出版、配布することはできません。但し、Blanccoとの契約に基づいてのみアク

セスして事業目的で利用する非独占的、非譲渡性の、限定許可をBlanccoが

お客様に提供します。 

 

所有権：    本ソフトウェアとサービスはBlanccoの財産であり、著作権保護されており使用

許諾するものであり、売却するものではありません。すべてのライセンスはお

客様とBlancco間のサービス契約により統括します。サービス契約が無い場合、

ライセンスは上記のBlancco EULAにより統括します。 

 

4. セキュリティ 

 

Blanccoはサイバーセキュリティを重視して削除及び報告用ソフトウェアを開発し、製品とサー

ビス、ユーザー情報を含むデータを保護するために合理的手順を実施しています。 

 

5. サービス障害およびバックアップ 

 
Blanccoはサービスが定常的に利用できるよう取り組んでいます。どんなオンラインサービスで

も時には障害や停止の発生を避けられません。その結果お客様に発生した障害や損害に対し

てBlanccoは責任を負いません。Blanccはサービスデータを定期的にバックアップします。 
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6. お客様の義務 

 

準拠性： 

お客様のみお客様情報に対して責任を負い、利用条件に従うものとします。Blanccoはお客様

が利用条件に従っていることをかくじつにするためお客様情報の見直し及び使用する権利を持

っています。 

 

制限： 

お客様ご本人は以下のことをせず、管理する第三者に以下のことをさせないものとします： (a)

サービスのソースコードのコピー、変更、二次創作の作成、リバースエンジニアリング、デコンパ

イル、翻訳、分解その他抽出。(b) サービスの第三者へのサブライセンス、再販あるいは配布。 

 

サードパーティーコンポーネント： 

サービスのサードパーティーコンポーネント（オープンソースソフトウェアを含む場合がある）は別

途ライセンス契約に従う場合があります。一定範囲までは第三者盟約が本クラウド契約を明示

的に廃止し、サービスに含まれる特定のサードパーティーコンポーネントやサービスの使用に関

して（適用される場合）その第三者のライセンスがお客様のBlanccoとの契約を統括する場合が

あります。 


