Claris Connect オンプレミスクライアント向けソフト
ウェアライセンス契約書
本ソフトウェアライセンス契約書（以下「本ライセンス」といいます。）をよくお読みの上、本 Claris ソフト
ウェア（下記で定義します。）をご利⽤ください。本 Claris ソフトウェアをご利⽤になることにより、あなた
は、本ライセンスの条件に拘束されることに同意することとなります。本ライセンスの条件に同意されない場
合、本 Claris ソフトウェアのインストールおよび／またはご利⽤をおやめになり、また、本条件に「同意す
る」または「同意しない」の選択肢が表⽰された場合は「同意しない」をクリックしてください。あなたが本
ライセンスの条件のすべてに拘束されることに同意する場合は、「同意する」をクリックしてください。「同
意する」をクリックすることにより、または本 Claris ソフトウェアの⼀部をダウンロード、利⽤もしくは複写
することにより、あなたは本ライセンスの条件のすべてに拘束されることに同意することとなります。
重要な注：素材を複製、変更、公開または頒布するために本ソフトウェアが利⽤されうる範囲において、あな
たが複製、変更、公開または頒布することを認められた、または合法的に許可された素材に関してのみ、あな
たはかかる利⽤が許可されます。あなたが素材を複写、変更、公開または頒布するための権利について確信が
ない場合は、あなたの法律顧問にお問い合せください。
1.

⼀般事項。

A.
Claris ソフトウェア、第三者のソフトウェア、⽂書、インターフェース、コンテンツ、フォン
ト、およびディスク、読出し専⽤メモリーその他の媒体またはその他の形式かを問わず本ライセンスに付随す
るデータ（以下総称して「Claris ソフトウェア」といいます。）は、本ライセンスの条件に基づく利⽤に関し
てのみ、Claris International Inc.または Claris International （以下「Claris」といいます。）からあなたに許可
されたものであり、販売されたものではありません。Claris および／または Claris のライセンサーは、Claris
ソフトウェア⾃体を保有する権利を有し、あなたに明⽰的に付与されていないすべての権利を留保します。
B.
Claris は、⾃⼰の裁量により、Claris ソフトウェアの将来のアップグレードまたはアップデー
トの実施が認められています。本ソフトウェアがアップグレード版またはアップデート版として許可される場
合、あなたは、同ソフトウェアの有効なライセンス版に置き換えるためにのみ本ソフトウェアを利⽤すること
ができます。アップグレード版またはアップデート版は、本ソフトウェアの 2 度⽬のライセンス付与を構成し
ないこと（すなわち、あなたは置き換えられるソフトウェアに加えてアップグレード版またはアップデート版
を利⽤することはできず、置き換えられるソフトウェアを第三者に譲渡することもできません）にあなたは同
意します。本ライセンスの条件は、アップグレード版またはアップデート版が別個のライセンスに付随するも
のではない限り、Claris が提供した本ソフトウェアのアップグレード版またはアップデート版に適⽤され、ア
ップグレード版またはアップデート版が別個のライセンスに付随するものである場合、あなたは、かかるライ
センスの条件がかかるアップグレード版またはアップデート版に適⽤されることに同意します。
C.
Claris ソフトウェアにより表⽰される、またはアクセスされるコンテンツに関する権利および
知的財産権は、それぞれのコンテンツ所有者に帰属します。かかるコンテンツは、著作権その他の知的財産に
関する法および条約により保護され、かかるコンテンツを提供する第三者の利⽤規約の適⽤を受けることがあ
ります。本ライセンスは、かかるコンテンツを利⽤する権利をあなたに付与するものではなく、あなたがかか
るコンテンツを継続利⽤できることを保証するものでもありません。

2.

認められるライセンスの利⽤および制限。

A.
本ライセンスの条件に従って、かつ、Claris Connect の利⽤規約で認められる通り、
あなたは、Claris Connect のサブスクリプションを実施および利⽤するために必要な Claris ソフトウ
ェアをダウンロード、インストール、利⽤、および実⾏するための限定的、譲渡不能の⾮独占的ライ
センスが付与されます。
B.
その他の利⽤制限。あなたは、Claris ソフトウェアを賃借、リース、貸与、販売、再頒布もし
くはサブライセンスすること、または Claris ソフトウェアが提供するサービスを権限の与えられていない⽅法
で活⽤することはできません。
C.
リバースエンジニアリングの禁⽌、制限。あなたは、Claris ソフトウェアもしくは Claris ソフ
トウェアが提供するサービスまたはその⼀部の複写、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブ
ル、ソースコードの取得の試み、解読、変更、⼆次的著作物の作成を⾏うことはできず、かつ、これらを⾏わ
ないこと、または他者に⾏わせないことに同意します（ただし、前述の制限が適⽤される法律により禁⽌され
る場合、または Claris ソフトウェアに含まれるオープンソース・コンポーネントの利⽤に適⽤される許可条件
により認められることがある場合はこの限りではありません）。
D.
法令遵守。あなたは、ご⾃⾝が居住する、またはご⾃⾝が Claris ソフトウェアおよびサービス
をダウンロードもしくは利⽤する国または地域の現地法を含むすべての適⽤される法律を遵守して、Claris ソ
フトウェアおよびサービスを利⽤することに同意します。
E.
プライバシーポリシー。あなたの情報は常に www.claris.com/ja/company/legal/privacy
で閲覧することができる Claris のプライバシーポリシーに従って取り扱われます。
3.
契約解除。本ライセンスは、契約解除されるまで有効です。本ライセンスに基づくあなたの権利は、⾃
動的に終了するか、それ以外ではあなたが本ライセンスの条件を遵守しない場合に、Claris からの通知なく効
⼒が停⽌します。本ライセンスの契約解除後、あなたは Claris ソフトウェアの利⽤をすべて停⽌し、全部また
は⼀部かを問わず Claris ソフトウェアのすべての複写物を破棄するものとします。本ライセンスの第 4 条、第
5 条、第 6 条、第 7 条、第 8 条、第 9 条、および第 10 条は、かかる契約解除後も存続するものとします。
4.

保証の否認。

A. 適⽤される法律により許容される範囲において、Claris ソフトウェアおよび Claris ソフトウェアによ
り実施される、またはアクセスされるサービスの利⽤は、あなたの単独のリスクにおいて⾏われ、満⾜できる
品質、性能、正確性、および結果についてのすべてのリスクはあなたにあることをあなたは明⽰的に認め、こ
れに同意します。
B. 適⽤される法律により許容される最⼤限の範囲において、Claris ソフトウェアおよびサービスは、瑕
疵を問わない条件で、かつ、いかなる種類の保証も伴わない「現状有姿」で提供され、Claris および Claris の
ライセンサー（第 5 条および第 6 条の⽬的において、総称して「Claris」といいます。）は、ここに、黙⽰的保
証、ならびに／または商品性、満⾜できる品質、特定⽬的への適合性、正確性、平穏な享有、および第三者の
権利侵害の不存在の条件を含むがこれに限定せずに、明⽰的、黙⽰的または法定のいずれであるかを問わず、
Claris ソフトウェアおよびサービスに関するすべての保証および条件を否認します。
C. Claris は、あなたの Claris ソフトウェアおよびサービスの享受の妨害につき、Claris ソフトウェアに
含まれる機能または Claris ソフトウェアにより実⾏もしくは提供されるサービスがあなたの要求を満たすこ
と、Claris ソフトウェアの操作もしくはサービスが中断されない、もしくはエラーがないこと、サービスの提

供が継続すること、Claris ソフトウェアもしくはサービスが第三者のソフトウェア、アプリケーションもしく
は第三者のサービスその他の Claris 製品もしくはサービスと互換性がある、もしくはこれらと共に機能するこ
と、または Claris ソフトウェアもしくはサービスの瑕疵が是正されることを保証しません。本 Claris ソフトウ
ェアのインストールおよび本サービスの利⽤は、第三者のソフトウェア、アプリケーションまたは第三者のサ
ービス、およびその他の Claris 製品またはサービスの操作性に影響を与えることがあります。
D. さらに、Claris ソフトウェアおよびサービスは、Claris ソフトウェアもしくはサービスの不良もしく
は遅延、または Claris ソフトウェアもしくはサービスが提供するコンテンツ、データもしくは情報のエラーも
しくは誤りが、死亡、⾝体の障害、または核施設の運営、航空機のナビゲーションもしくはコミュニケーショ
ンシステム、航空交通管制、⽣命維持または武器体系を含むがこれらに限定されない深刻な物的損害もしくは
環境損害に繋がる恐れのある状況もしくは環境での利⽤を意図していない、またはこれに適していないことを
あなたは認めます。
E. ⼝頭または書⾯かを問わず、Claris もしくは Claris の権限のある代表者が提供した情報または助⾔
は、保証を構成しないものとします。Claris ソフトウェアまたはサービスに瑕疵が判明した場合、修理または
修正かを問わず、必要なすべての点検修理にかかわる全費⽤をあなたが負担します。⼀部の法域では、黙⽰的
保証の除外または適⽤される法律上の消費者の権利に関する制限が認められないため、上記の除外または制限
事項があなたに適⽤されない場合があります。
5.
責任の制限。適⽤される法律により禁⽌されない範囲に限り、いかなる場合も、Claris は、賠償責任の
発⽣原因（契約、不法⾏為、もしくはその他かを問いません）にかかわらず、Claris がかかる損害の可能性を
通知されていた場合でも、あなたによる Claris ソフトウェアもしくはサービスの利⽤もしくはその利⽤不能、
または第三者のソフトウェアもしくはアプリケーションと Claris ソフトウェアもしくはサービスの併⽤もしく
はその併⽤不能に起因して⽣じる、もしくは関連する⾝体の障害、または逸失利益による損害、データの破損
もしくは損失、データもしくは情報の送受信障害、事業中断その他の商業上損害もしくは損失を含むがこれら
に限定されないいかなる付随的損害、特別損害、間接損害もしくは派⽣的損害についても賠償責任を負わない
ものとします。⼀部の法域では、⾝体の障害に対する賠償責任の除外もしくは制限、または付随的損害もしく
は派⽣的損害に対する賠償責任の除外もしくは制限が認められないため、上記の制限事項はあなたに適⽤され
ない場合があります。いかなる場合も、すべての損害（⾝体の障害に関係する場合において、適⽤される法律
により要求されることがある場合を除く）に関して、Claris があなたに対して負う責任限度額は、あなたが
Claris ソフトウェアに対して⽀払った総額を超えないものとします。前述の制限は、上記の救済がその本質的
⽬的を達せない場合も適⽤されます。
6.
輸出管理。あなたは、⽶国法および Claris ソフトウェアが取得された地域の法で認められる場合を除
き、Claris ソフトウェアを利⽤またはその他で輸出もしくは再輸出することはできません。特に、ただしこれ
らに限定されずに、Claris ソフトウェアを（a）⽶国の禁輸国に対して、または（b）⽶国財務省の特定国籍業
者リストもしくは⽶国商務省の取引禁⽌顧客リストもしくは制裁対象リストその他の制限事業者リストに記載
の⼈または別途法令もしくは政府命令により禁⽌される⼈に対して輸出または再輸出することはできません。
Claris ソフトウェアを利⽤することにより、あなたは、かかる国に所在せず、もしくはかかるリストに記載さ
れていない、またはかかる禁⽌の対象ではないことを表明し、保証することとなります。あなたは、⽶国法に
より禁⽌される⽬的（ミサイル、核兵器、化学兵器もしくは⽣物兵器の開発、設計、製造または提供を含むが
これに限定されない）のために Claris ソフトウェアを利⽤しないことにも同意します。
7.
政府のエンドユーザー。Claris ソフトウェアおよび関連⽂書は、該当する場合には、「商業品⽬」（連
邦⾏政命令集 48 巻 2 条 101 項で定義される⽤語）であって、「商業コンピューターソフトウェア」および「商
業コンピューターソフトウェア⽂書」（連邦⾏政命令集 48 巻 12 条 212 項または連邦⾏政命令集 48 巻 227 条
7202 項（該当する場合）で利⽤される⽤語）で構成されます。連邦⾏政命令集 48 巻 12 条 212 項または連邦⾏
政命令集 48 巻 227 条 7202-1 項から 227 条 7202-4 項（該当する場合）に従って、商業コンピューターソフト
ウェアおよび商業コンピューターソフトウェア⽂書は、（a）商業品⽬としてのみ、かつ、（b）本契約書に記

載の条件に従ってその他すべてのエンドユーザーに付与される権利のみを伴って、⽶国政府のエンドユーザー
に対して許可されます。 ⽶国著作権法に基づき⾮公開の権利は留保されます。
8.
完全合意、適⽤⾔語。本ライセンスは、Claris ソフトウェアの利⽤に関してあなたと Claris との間の完
全なる合意を構成し、かかる主題に関する従前または同時期のすべての了解事項に優先します。本ライセンス
の修正または変更は、書⾯により⾏われ、かつ、Claris の署名がない限り、法的拘束⼒を有しません。本ライ
センスの翻訳は、現地の要求に合わせて⾏われ、英語版と英語以外の翻訳版との間に⽭盾がある場合、あなた
の地域の現地法により禁⽌されない範囲において本ライセンスの英語版が優先されます。
9.
第三者の認証。認証、利⽤許可条件、およびかかる構成要素の免責事項は、Claris ソフトウェアの電⼦
⽂書に含まれます。
10.
準拠法。本ライセンス、および本ライセンスに関する請求、紛争、訴訟、訴因、問題または救済の要求
は、異なる法域の法の適⽤を要求する抵触法の原則を適⽤することなくカリフォルニア州法に準拠することに
あなたは同意します。

