An Apple Subsidiary
⽇本語

Claris FileMaker Go ソフトウェア使⽤許諾契約
FileMaker ソフトウェアを使⽤される前に、本ソフトウェア使⽤許諾契約(以下「本契約」といいます)を
よくお読みくだ さ い。当該 FileMaker ソフトウェアをご 使 ⽤になることで 、 本契約の各条項の拘束を
受けることに同意されたことになります。本契約の各条項に同意されない場合は、当該ソフトウェアを
インストールまたは使⽤、もしくはその両⽅を⾏わないでください。
重要な通知: このソフトウェアは、マテリアルを複製するために使⽤する場合に限り、著作権のないマテ
リアル、お客様が著作権を有するマテリアル、または複製を許諾されたか法的に認められたマテリアル
について複製するためにのみお客様に対して使⽤許諾されるものです。お客様が、マテリアルの複製権
に関してご不明な点がありましたら、お客様の法律上のアドハイ
゙ ザーにご連絡ください。
1.

総則

(a) Claris FileMaker Go ソフトウェア、コンテンツ、ソフトウェアに添付されている書類ならびに
⼀切のフォント(以下「FileMaker ソフトウェア」と総称します)は、Claris International Inc. および Claris
International (以下「Claris」といいます)が、お客様に対して、本契約条件に従う場合に限り使⽤ を許諾す
るものであり、販売するものではありません。また、Claris または Claris のライセンサー、もしくその両
⽅は、FileMaker ソフトウェア⾃体の所有権を保持し、お客様に⾮ 明⽰的に付与した権利の全てを留保し
ます。
(b) FileMaker は、独⾃の裁量により、お客様が保有する互換性のある Apple ブランドの iOS デバ
イス⽤に FileMaker ソフトウェアの将来のアップグレードまたはアップデート版を提供する場合があり
ます。Claris は、Claris がリリースしうる当該アップグレードおよびアップデー ト版を無料で提供するこ
とがあります が、当該 FileMaker ソフトウェアについての次回の主要な リリースは対象外になります。
FileMaker ソフトウェアについて、例えば、お客様が初めに購⼊した Apple ソフトウェアのバージョン
がハー
゙ ジョン 1.X のライセ ンスである場合、当該 FileMaker ソフトウェアのバージョン 2.X を含まないそ
れまでのアップクレ
゙ ードまたは アップ デート版(例、バージョン 1.2 または 1.3)が Claris より無償で配布
されることがあります。Apple ソフトウェアの次の主要なリリースの後、Claris はまた、独⾃の裁量によ
り、 FileMaker ソフトウェアにマイナーなアップテー
゙ トまたは向上を提供し続けることがあります。アッ
プ グ レ ード お よび ア ップ デ ー ト版が あ る場合、それは必ず し も既存のソフトウェア機能または Apple
ブランドの iOS デハイ
゙ スの新モデルに Claris がリリースする新機能をすべて含むとは限らず、FileMaker
の裁量により、有料または無料で提供され ることがあります。本契約の 条項は、アップグレードやアッ
プテー
゙ トが別の契約条件を含まない限り、オリジナルの FileMaker ソフトウェア製品を取り替えるか追加
するソフトウェアアップクレ
゙ ードまたはアップテー
゙ トに適⽤されます。
2.

許諾された使⽤⽅法及びその制限

(a) 本契約の各条項に従い、また App Store 販売規約に定める「使⽤規約」に認められる範囲で、
お客様は、お客様が所有または管理する互換性のある Apple のブランドを付した iOS デハイ
゙ スに FileMaker

ソフトウェアをインストールして使⽤する制限付き譲渡不可能なライセンスが 付 与されます。お客様
は、ネットワーク上で配布または複数の機器が同時に⼀つの FileMaker ソフトウェアを使⽤できるように
することはで きません。お客様は、FileMaker ソフトウェアのレン タル、リース、貸与、販売、再配布ま
たはサブライセンスを⾏うことはできません。お客様 は、FileMaker のボリュームライセンスプログラム
(例えば、FileMaker サイトライセンス、 FileMaker ユーザーライセンス等)においてアクセス権を購⼊され
ている場合には、FileMaker のサーバ⼜は FileMaker のクラウドに保存されたデータをアクセスするために
本ソフトウェアをお使いいただけます。該当の Claris ボリュームライセンス契約の条項が当該アクセス権
に適⽤されます。
(b) お客様は、FileMaker ソフトウェアもしくはこれにより提供されるサービス、またはこれらの
⼀部について、複製(本契約および「利⽤ルール」に基づき明⽰的に許可される場合を除きます)、逆コン
パイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、ソースコード導出の試み、修正、暗号解読、また
は⼆次的著作物の創造を⾏うことはできないものとし、これらの⾏為を⾏ わないことおよび、他者がこ
れらの⾏為を⾏うことを可能ならしめないことに同意するものとし ます (ただし、上記の制限が適⽤法に
より禁⽌される場合、および FileMaker ソフトウェアに 含まれるオープンソースコンポーネントの使⽤に
適⽤されるライセンス条件により許可される場 合を除くものとします)。このような⾏為を試みること
は、Claris および FileMaker ソフトウェアのライセンサーの権利を侵害することになります。
(c) FileMaker ソフトウェアは、著作権のないマテリアル、お客様が著作権を有するマテリア ル、
または複製を許諾されたか法的に認められたマテリアルを複製するために使⽤する場合に限り、マテリ
アルの複製に使⽤できます。FileMaker ソフトウェアにより表⽰されるか、アクセス されるコンテンツの
所有権および 知 的財産権は、それぞ れ のコンテンツ所有者に帰属します。これらのコンテンツは、著
作権またはその他の知的財産権に関する法律もしくは条約によって保護されることが あ り、当該コン
テンツを提供する第三者の使⽤条件に従っていただくことがあります。本契約は、これらのコンテンツ
を使⽤するいかなる権利もお客様に許諾するものではありません。たとえば、本 FileMaker ソフトウェア
またはサービス(テンプレート、テーマ、または ユーザーガイドとチュートリアルに含まれるデジタル画
像を含みますがこれに限定されません) の⼀部として Claris やそのライセンサーもしくはその両⽅によっ
て提供されている保存された写真、画像、図、クリップアート、絵または同様の資産(以下、「デジタル
画像」といいま す)を、本 FileMaker ソフトウェアの外部において単独で、商⽤またはその他の⽬的のた
め に、抽出および配布してはなりません。
(d) FileMaker ソフトウェアが表⽰する⼀切の財務関連情報や医療関連情報は、⼀般的な情報 を提
供する⽬的のみで提⽰され、財務上のまたは医学的な助⾔として、またはその代わりとして意図される
ものではありません。お客様は、財務または健康に関するご⾃⾝の決定およびその結 果について単独で
責任を負うものとし、常に、財務または医療の専⾨家による必要に応じた適切な指導または助⾔を受け
てください。Claris および FileMaker のいずれのライセンサー も、FileMaker ソフトウェアにおいて表⽰さ
れる財務関連情報および医療関連情報の正確性、完 全性、もしくは適時性、または期待される結果が得
られることを保証いたしません。
(e) FileMaker ソフトウェアおよび FileMaker ソフトウェアに含まれる第三者のオープンソースプロ
グラムコンポーネントのいくつかは、Claris のウェブサイト(http://www.filemaker.co.jp/support/downloads/
?nav=support-downloads)により既に第三者ある いは Claris によって公開されており、また今後も公開さ
れる可能性があります(以下 「オープンソースコンポーネント」と総称します)。お客様は、これらのオー
プンソースコン ポーネントに限り、修正または置換することができますが、この場合、以下の条件を全
て満たさなければなりません:(i) お客様による修正後の結果⽣まれた修正された FileMaker ソフト ウェア

を、上記記載の許諾された使⽤⽅法に従い使⽤すること、かつ、(ii) それ以外に、お客様が、本契約の各
条項および オ ープ ン ソースコンポ ー ネントの使⽤に関する⼀切の適⽤可能なライセンス条項に従うこ
と。Claris は、お客様による修正の結果⽣まれた修正された後の FileMaker ソフトウェアについて、いか
なるメンテナンス、技術的なあるいはその他のサポートを提供する義務を⼀切負わないものとします。
3.
データ使⽤ Claris およびその⼦会社ならびに代理⼈がお客様のコンピュータ、シス テムおよび
アプリケーション、ソフトウェアならびに周辺機器に関わる情報を含みこれらに限定 されませんが、こ
れらの診断、技術および関連情報を収集、保持、処理、および使⽤する場合があることに同意していた
だいたものとさせていただき、なお、これらの情報は、FileMaker ソフ トウェアに関連する必要なソフト
ウェアアップデート、製品サポートおよびその他サービスをお 客様へ円滑に提供するため、および本契
約条件の遵守を確認するため、定期的に収集されるもの です。FMI は、弊社製品の改善またはお客様に
対するサービスもしくは技術の提供を⾏うために、お客様を個⼈的に特定しない⽅法に限り、集約した
情報を使⽤する場合があります。情報は、いかなる場合においても、FileMaker のプライバシーポリシー
に従って取り扱われま す。当該プ ラ イバ シ ーポ リ シーは http://www.filemaker.com/jp/company/legal/
privacy にてご確認いただけ、参照することによって本ライセンスの⼀部となります。
4.
契約期間 本契約は、終了するまで有効です。本契約に基づくお客様の権利は、本契約条 件の
いずれかにお客様が違反した場合、Claris が通知をすることなく、⾃動的に終了するか、または失効し
ます。本契約の終了に伴い、お客様は、FileMaker ソフトウェアの使⽤をすべて中⽌し、FileMaker ソフト
ウェアの原本および複製物を、その全部または⼀部を問わず、すべて破棄しなければなりません。本契
約の 5 条、6 条、9 条、および 10 条は、当該終了後も存続 します。
5.

保証の否認

5.1 お客様が消費者(取引、ビシネ
゙ ス、または仕事以外で FileMaker ソフトウェアを利⽤する ⼈)の
場合、お客様は、以下の制約の適⽤を禁じる居住国の法律上の権利を持つことがあり、禁じられている
国においては以下の制約はお客様に適⽤されません。権利についての詳細は、地域 の消費者相談機関に
お問合わせください。
5.2 適⽤法が禁じない範囲において、お客様は、FileMaker ソフトウェアおよびサービスを使⽤す
る上での危険はお客様のみが負担し、充分な品質、性能、正確性および努⼒に関する包括的危険は、お
客様にあることを明確に認識し同意します。
5.3 適⽤法が許可する限りにおいて、FileMaker ソフトウェアおよびサービスは、すべての瑕疵を
問わずかつ⼀切の保証を伴わない「現状渡し」で提供され、Claris および FileMaker のライセンサー(本契
約 6 条および 7 条において「FileMaker」と総称します)は、FileMaker ソフトウェアおよびサービスに関す
るすべての明⽰の、黙⽰のまたは法令上の保証 および条件を明確に否認し、当該保証および条件は、商
品性、充分な品質また特定の⽬的につい ての適合性、正確性、安居権および第三者の権利を侵害してい
ないことを含みこれに限られませ ん。
5.4 Claris は、本 FileMaker ソフトウェアの娯楽性の妨害、FileMaker ソフトウェアが含む機能およ
び FileMaker ソフトウェアにより実⾏、提供されるサービスがお客様の要求を 満⾜させるものであるこ
と、FileMaker ソフトウェアまたはサービスが⽀障なくもしくは誤り なく作動すること、FileMaker ソフト
ウェアまたはサービスが第三者のソフトウェアと互換性があること、または FileMaker ソフトウェアまた
はサービスの瑕疵が修正されることを保証し ません。

5.5 お客様は、さらに FileMaker ソフトウェアおよびサービスによるコンテンツ、データあ るいは
情報の障害、エラーあるいは不正確性が死、傷害、あるいは重⼤な⾝体あるいは環境に対 する損害を引
き起こすような、原⼦⼒施設、⾶⾏機運航あるいは通信システム、航空管制、⽣命 救助あるいは武器シ
ステムを含みこれらに限らない状況や環境において FileMaker ソフトウェアおよびサービスを使⽤するこ
とが意図されるものでなく、適切でないことを確認します。
5.6 Claris または Claris の権限ある代表者の、⼝頭もしくは書⾯による情報または 助⾔の⼀切は、
新たな保証を⾏うものではありません。FileMaker ソフトウェアまたはサービ スに瑕疵があると判明した
場合、お客様が、すべてのサービス、修理または修正に要する全費⽤ を負担します。黙⽰の保証の免責
または適⽤のある消費者法令上の権利の制限を法的に認めない 地域において、上記の免責および 制限
は、お客様に適⽤されない場合があります。
6.
責任の制限 適⽤法が禁じない範囲において、Claris は、FileMaker ソフトウェア あるいはサービ
スの使⽤もしくは使⽤不可に起因するかもしくは関連する、逸失利益、データの破損または消失、仕事
の中断またはその他の商業的損害または損失等を含む、⼈体損傷または付 随的、特別の、間接的または
⼆次的損害等について、責任論(契約、不法⾏為等)に関係なく、いかように発⽣し、Claris が当該損害の
可能性を⽰唆していた場合においても、⼀切の責 任を負いません。⼈体損傷、付随的または間接損害に
対する責任の制限を法的に認めない地域に おいて、本制限は、お客様に適⽤されない場合があります。
いかなる場合も(⼈体障害を含む場 合に適⽤法が求める場合を除いて)、すべての損害に関するお客様に対
する FileMaker の賠償 責任総額は、5 ⽶ドルを上限とします。上記の救済が本質的⽬的を達成できない場
合でも、前述 の制限が適⽤になります。
7.
輸出管理 お客様は、アメリカ合衆国の法律および FileMaker ソフトウェアが取得された 国の法
律が認めている場合を除き、FileMaker ソフトウェアを使⽤または輸出もしくは再輸出す ることはできま
せん。特に、例外なく、FileMaker ソフトウェアを、次のいずれの者に対して も、輸出または再輸出を⾏
うこととはできません。(a) アメリカ合衆国の通商禁⽌国 (b) アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト
(list of Specially Designated Nationals) またはアメリカ合 衆国商務省の拒否⼈名リスト (Denied Person's List
or Entity List) 上の⼀切の者 FileMaker ソ フトウェアを使⽤することにより、お客様は、上記国家に住居
を定めていないこと、あるいは上 記リストに該当するものではないことを表明および保証するものとし
ます。また、お客様は、お客様がアメリカ合衆国の法律で禁⽌されている⽬的で FileMaker ソフトウェア
を使⽤しないこ とに同意していただ いたものとし、当該⽬的には核、化学兵器もしくは⽣物兵器の開
発、設計、 製造または⽣産を含みますがこれらに限定されません。
8.
エンドユーザが合衆国政府である場合 FileMaker ソフトウェアおよび関連⽂書は、「商 業コン
ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア (Commercial Computer Software) 」 「 商 業 コ ン ピ ュ ー タ ソ フ ト ウ ェ ア ⽂ 書
(Commercial Computer Software Documentation)」から構成される 48 C.F.R. 2.101 で定義する「商業品⽬
(Commercial Items)」であり、当該⽤語は、48 C.F.R. 12.212 ま たは 48 C.F.R. 227.7202 で使⽤されてい
ます。48 C.F.R. 12.212 または 48 C.F.R. 227.7202-1 から 227.7202-4 に呼応して、商業コンピュータソフ
トウェアおよび商業コンピュータソフトウェア⽂書は、アメリカ合衆国政府のエンドユーザに対して、
(a) 商業品⽬としてのみ、かつ (b) 本契約条件に従ってその他のエンドユーザ全てに付与される権利のみ
を伴っ て、使⽤許諾されるものです。⾮公開の権利は、アメリカ合衆国の著作権法に基づき留保されて
います。
9.
準拠法および契約の分離性 本契約は、法の抵触に関する法理を除いて、カリフォルニア 州法が
適⽤され、これに従って解釈されるものとします。本契約は、明⽰的に排除しているアプ リケーション、
国際売買契約に関する国連規約は適⽤されません。お客様が英国に居住する消費者の場合、本契約はお

客様の居住地の法律が適⽤されます。何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本契約のいずれか
の条項またはその⼀部について効⼒を失わせた場合であっても、本 契約の他の条項または部分は、依然
として完全な効⼒を有するものとします。
10.
完全合意、適⽤⾔語 本契約は、FileMaker ソフトウェアに関するお客様と Claris の合意のすべて
を定めるものであり、本件に関する、従前の取決めに優越するものです。本契約 の改訂および変更は、
当該改訂および変更が書⾯によりなされ、かつ FileMaker が署名した場 合を除き、拘束⼒を有しません。
本契約書の翻訳は、地域の必要に応じて⾏われるものであり、 英語版とそれ以外の⾔語版とで差異⽭盾
がある場合、お客様の法域における現地法が禁⽌しない 範囲で、英語版の本契約書を適⽤するものとし
ます。
11.
第三者の承認 FileMaker ソフトウェアの⼀部には、第三者のソフトウェアおよびその他 の著作物
が利⽤されまたは含まれております。当該著作物に関する責任の引受け、ライセンス条 項および権利の
拒否に関する事項は FileMaker ソフトウェアに関するオンライン上の電⼦的書 ⾯に記載されているか、ま
たは当該著作物に添付される場合があり、お客様の当該著作物の使⽤ についてはそれらの各条項が適⽤
されるものとします。
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