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エンドユーザ使用許諾契約 

 
GroupWise 18.3 
GroupWise Mobility Service 18.3 
GroupWise Messenger 18.3 
Enterprise Messaging Suite 
 

重要: ライセンサはこの認可されたソフトウェアをライセンス取得者(個

人、または別の法人の従業員またはその法人の代理人としてその法人を

代表する者としての元の購入者)に提供し、使用権者は以下に規定された

条項への同意に基づいてこれを使用するものとします。これらの条項は

ライセンスソフトウェアの以前のリリースに付随したエンドユーザ使用

許諾契約と異なる場合があります。これらの条項には、本ソフトウェア

の使用について追加の制限が含まれている場合があるため、条項を注意

深く読み、十分に理解してから使用してください。質問がありましたら、

MICRO FOCUSの法務部門（LEGALDEPT@MICROFOCUS.COM）に

お問い合わせください。本使用許諾契約の条項に同意されない場合は、

本ライセンスソフトウェアの使用を認可されません。インストール時に

［受諾］ボタンをクリックするか、同様の受諾メカニズムを使用するか、

またはライセンスソフトウェアをコピーまたは使用することによって、

使用権者は、本使用許諾契約を読んでこれを理解し、その条項に従うこ

とに同意したことを認めることになります。ライセンス取得済みソフト

ウェアは使用を許諾されるもので、販売されるものではありません。 

 

 
本エンドユーザ使用許諾契約（「使用許諾契約」）における用語の意味

を以下に示します。 

「ドキュメント」はライセンスソフトウェアに付属するライセンサユー

ザドキュメントです。 

 

「使用権者」または「お客様」とは、ライセンスソフトウェアをライセ

ンサからまたはライセンサの販売店または販売代理店から合法的に取得

する単一の法人または個人です。 

 

「ライセンスオプション」は本使用許諾契約の付録 1で規定されるライ

センスオプションです。 

 

「ライセンサ」はMicro Focus Software, Incを指します。 

 

「ライセンスソフトウェア」はライセンサによって使用権者に提供され

る上記のライセンサコンピュータプログラムのオブジェクトコードのバ

ージョン、そのドキュメント、およびその他の補完的な資料を指し、こ

れにはこれらに関するソフトウェアセキュリティキーが含まれますがこ

れに限定されるものではありません。ドキュメントは電子的手段により

提供される可能性があり、また、英語以外の言語で提供されない可能性

があります。アクティブ化またはライセンスソフトウェアの使用に必要

な場合には、ライセンスソフトウェアにライセンスキーが付随します。

ライセンスソフトウェアには、使用権者が以下の第 6項に記載されてい

るような追加サポートおよび保守、またはそのいずれかの購入によって

受け取る本ライセンスソフトウェアへの更新の使用も含まれ、その使用

はこの使用許諾契約により管理されるものとし、このような更新に異な

るエンドユーザ使用許諾契約が含まれる、または付属している場合には、

本使用許諾契約の第 17項で規定されているように、本使用許諾契約を双

方の合意により修正する必要はなく、そのエンドユーザ使用許諾契約が

本使用許諾契約より優先され、そのソフトウェアライセンスの使用を管

理するものとします。本使用許諾契約は、以下の第 6項および第 7項

（またはこれらのいずれか）に基づいてライセンサによって提供されな

い限り、使用権者にライセンスソフトウェアを更新する権利を付与しま

せん。  

 

「製品注文書」は、(i)使用権者により、購入するライセンスソフトウェ

アそれぞれのライセンスを記載して発行され、(ii)ライセンサによって受

け入れられたドキュメントです。ライセンサは、ライセンサの受諾を書

面で確認するか、ライセンスソフトウェアを使用権者に提供するかのい

ずれかの方法のうち、早く完了した方により製品注文書を受諾したもの

とします。製品注文書には、書面による見積書またはそのような意図で

言及されている場合にはソリューションオーダーも含まれ、これらはラ
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イセンサが購入された使用許諾対象の個々のソフトウェアライセンスを

記述して発行し、使用権者が見積書の有効期限内に受諾してライセンサ

に返送し、使用権者が見積書に基づいて注文書またはその他の受諾を確

認する書類をライセンサに発行し、使用権者が見積書に規定されている

すべての料金をライセンサに支払うか、またはそのいずれかの方法によ

って使用権者が受け入れる必要があります。個々の製品注文書は個別の

契約を構成し、それぞれに本使用許諾契約を組み込むものとします。本

使用許諾契約の条項と製品注文書の条項に矛盾がある場合、製品注文書

の条項が優先されます。本使用許諾契約または製品注文書に関連して使

用権者が発行した購入注文書または同様のドキュメントに含まれている

条項は適用されないものとし、発行されたそれらのドキュメントは注文

されたライセンスソフトウェア、使用許諾数、および支払い価格を特定

する管理目的のみとし、その他の法的効果はないものとします。この段

落で意図するライセンサとは、使用権者がライセンスソフトウェアを購

入する購入元のライセンサまたは場合によってはライセンサの認可販売

代理店を意味しますが、ライセンサの認可販売代理店によって受け入れ

られた製品注文書の矛盾するまたは追加された条項は、その条項がライ

センサによって書面で同意されていない限り無効であるとします。   

 

「保証期間」はライセンスソフトウェアを使用権者に提供した日から 90

日間です。 

 

1 使用許諾の付与と使用許諾条件。製品注文書に記載された当該の払

い戻しできない使用許諾料金の支払いに対し、および本使用許諾契

約で規定された条項に使用権者が従うことを条件に、ライセンサは、

個人的な使用と便宜のためにのみライセンスソフトウェアを使用す

るための個人的で、永続的な（使用権者がサブスクリプション/期間

使用許諾を購入した場合を除く）、譲渡できない、再販できない、

非排他的な使用許諾をエンドユーザとしての使用権者に付与します。

使用権者によるライセンスソフトウェアの使用と運用およびライセ

ンスソフトウェアに対して提供されるライセンス許諾は、使用権者

がライセンスソフトウェアの実行に必要な有効なライセンスキーを

所有していることを前提としています。使用権者は、ライセンスキ

ーまたはメディアの紛失または破損、代替ライセンスキーまたはメ

ディアまたは新しいライセンスキーまたはメディアの提供について、

ライセンサが責任を負わないことに同意するものとします。ただし、

使用権者が該当の使用許諾のサポートおよび保守について有効期限

内で、該当する年間サポートおよび保守契約で規定された範囲内で、

ライセンサが必要に応じてそのような代替品を提供するために十分

な権利を該当するサードパーティ販売業者から受けている場合には

その限りではありません。該当する使用許諾のサポートおよび保守

の有効期限が切れている場合でも、代替または新規のライセンスキ

ーまたはメディアをライセンサの当該新規ライセンスのその時点で

の定価で購入できる場合があります。 

その他のライセンスオプションは、付録 1で規定されているように

または付録 1の説明に従ってライセンサから入手できます。ライセ

ンスソフトウェアの使用権者が購入する当該ライセンスオプション

およびライセンス数は製品注文書に明記されるものとし、それ以外

の場合にはライセンサにより書面で特定されるものとします。ライ

センスソフトウェアは、付録 2にある「ソフトウェア固有の条件」

で規定されているように追加の条件にも拘束されます。条項に矛盾

がある場合、以下の優先順位に従って解決するものとします。付録

2、付録 1、本使用許諾契約の本文。 

2 使用に関する制限事項。本使用許諾契約の付録 1または付録 2で特

に許可されている場合は除き、使用権者は以下の行為を行わないこ

とに同意します。 

2.1 ライセンサが要求する該当する追加料金をライセンサに支払わ

ずに内部使用目的でのライセンスソフトウェアの全部または一

部をコピー、配布すること。ただし、以下の場合を除く。(i)合

理的な数のアーカイブバックアップコピーの作成 (ii)ライセン

サにより書面によって明示的に許可された場合 (iii)ライセンサ

から使用権者に電子的形式で提供されたドキュメントの合理的

な数のコピーの作成。使用権者は、ライセンスソフトウェアに

表示されるすべての著作権およびその他の専有権の通知（すべ

てのサードパーティ販売業者の通知を含む）を複写し、添付す

るものとします。 
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2.2 タイムシェアリング、ファシリティマネジメント、アウトソー

シング、ホスティング、サービス機関にこのライセンスソフト

ウェアを使用すること。またはその他のアプリケーションサー

ビス（ASP）またはデータプロセッシングサービスをサードパ

ーティに提供するために使用すること。その他同様の目的で使

用すること。 

2.3 ライセンスソフトウェアを修正または修正する手段を他者に提

供すること。  

2.4 ライセンスソフトウェアの二次創作物の作成、またはライセン

スソフトウェアの変換、逆アセンブル、再コンパイルまたはリ

バースエンジニアリング、またはこれらの行為を行おうとする

こと（このような行為を該当する法律が明示的に認めている範

囲を除く）。 

2.5 ライセンスソフトウェアまたはドキュメントに表示または埋め

込まれた専有権の通知またはラベルの改変、破壊、またはその

他の方法での削除。 

2.6 本使用許諾契約で具体的に認められている方法以外でのライセ

ンスソフトウェアの使用。 

3 監査。ライセンサまたは監査官（以下で定義）は使用権者が本使用

許諾契約に準拠していることを確認する権利があります（Micro 

Focus使用許諾コンプライアンス特権 - 

http://supportline.microfocus.com/licensing/licVerification.aspxを参

照してください）。使用権者は以下のことに同意するものとします。 

A. 内部の予防手段を実装し、ライセンスソフトウェア、関連サポ

ートおよび保守の不正なコピー、配布、インストール、使用、アク

セスを防止し、また、本使用許諾契約の条項違反を防止します。 

B. ライセンスソフトウェアを含むメディアを廃棄する前にライセ

ンスソフトウェアのコード、プログラムおよびその他の専有権情報

をすべて破壊または消去するために必要な手順をすべて実行します。 

C. 使用権者が本使用許諾契約を遵守していることを保証するのに

十分な記録を保管します。これには、ライセンスソフトウェアのシ

リアル番号とライセンスキーおよび、ライセンスソフトウェアがイ

ンストールされているまたはライセンスソフトウェアのアクセス元

のすべてのマシンのハイパーバイザのログ（該当する場合）、位置

情報、モデル（プロセッサの数とタイプを含む）およびシリアル番

号、ライセンスソフトウェアにアクセスしているユーザの名前（法

人名を含む）および人数が含まれます。また、ライセンサの要求に

応じて、レコードおよびアカウント、特にコピー数（製品およびバ

ージョンごと）および使用権者の使用許諾とライセンスソフトウェ

ア、関連のサポートおよび保守の展開と合理的に関連するネットワ

ークアーキテクチャに基づいて、測定基準およびレポートを提供お

よび認証します。 

D. ライセンサの要求に応じて、使用権者は、ライセンサまたはラ

イセンサ独自の判断で選出した独立した監査官（「監査官」）に要

求の 7日以内に、ライセンサまたは監査官が提供したアンケートに

記入して提出し、またライセンサが要求する書式で使用権者の責任

者が署名し、提供する情報の正確さを保証する旨の書面を提出しま

す。 

E. ライセンサの代表または監査官は、使用権者の通常の営業時間

中に使用権者のコンピュータおよびレコードを検査および監査して、

使用権者のソフトウェア製品および関連保守の使用許諾条件の遵守

を確認できます。ライセンサ（該当する場合には監査官）の書面に

よる署名付きの機密文書の提示に応じて、使用権者はこのような監

査に全面的に協力し、必要な補助を提供し、レコードおよびコンピ

ュータにアクセスするものとします。 

F. 使用権者がライセンスソフトウェアを使用許諾なしでインスト

ール、使用、またはアクセスしている、またはある時点で上記のよ

うな状態であった場合、または付与された使用許諾をこれ以外の方

法で違反した場合（「順守違反」）、差し止めによる救済を含むが

これらに限定されないライセンサが持っている他の権利および賠償

に影響を与えることなく、使用権者は 30日以内に十分な使用許諾

またはサブスクリプション、関連サポートおよび保守を購入し、順

守違反を是正するものとします。その際、このような状況ではない
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場合に適用できる値引きは受けられないものとし、順守違反開始か

ら料金の支払いまでの期間の追加の使用許諾として、ライセンサの

現在（追加購入の日付）の定価、12カ月のサポートと保守の料金、

および金利（月々1.5%の複利または該当する法律によって認められ

た最大利率の低い方）を支払うものとします。前記の金利は、順守

違反開始時に請求書が発行されていない場合でも支払うものとしま

す。5%以上の重要なライセンス不足が見つかった場合、使用権者は

その他の支払うべき金額に加えてこの監査に対する妥当な費用もラ

イセンサに賠償するものとします。この第 3項の義務は使用権者の

不履行とすべてのサードパーティの不履行の両方に適用されるもの

とします。   

4 ドキュメント。ライセンサが推奨するライセンスソフトウェアの使

用方法と用途を記述したライセンサの標準ドキュメントの電子コピ

ー1部がライセンサによって、追加費用なしで使用権者に対して提

供されるか、ライセンサのWebサイトで閲覧可能とされます。印刷

されたドキュメントのコピーをライセンサまたはその認定販売店か

ら購入できる場合があります。標準ドキュメントの追加コピーはラ

イセンサのWebサイトで閲覧できる場合があります。 

5 ライセンス期間。ライセンスソフトウェアの本使用許諾契約および

使用権者の使用許諾は無期限です。ただし、サブスクリプション/期

間使用許諾が使用権者によって購入された場合（この場合、使用許

諾の期間は製品注文書で規定されるように付録 1または付属 2で指

定されるか、それ以外の場合には使用権者とライセンサの間で書面

によって同意されます）を除きます。また、この第 5項で記述され

ているように中途終了される場合があります。使用権者がサブスク

リプション/期間使用許諾を購入した場合、ライセンスソフトウェア

に対する使用権者の使用許諾は、そのサブスクリプション/期間の満

期に自動的に終了します。ライセンサは、下記のイベント時に書面

による終了の通知を使用権者に渡すことによって、ライセンスソフ

トウェアに対する本使用許諾契約および使用権者の使用許諾をただ

ちに終了することができます。(i)使用権者が本使用許諾契約の条項

を違反し、ライセンサから使用権者に通知した日から 10日以内に

違反を是正しなかった場合。(ii)使用権者が清算された、管財人を指

名した、または破産または倒産などの処理を申請または開始した場

合。終了はライセンサが持っている他の権利および救済手段に影響

を与えることなく行われるものとします。契約終了の場合には、使

用権者は、いかなる目的のためにもライセンスソフトウェアまたは

ライセンスソフトウェアのコピーを保持、アクセスまたは使用する

権利がなくなり、所持または管理しているライセンスソフトウェア

のすべてのコピーを破棄または消去し、ライセンスソフトウェアの

すべてのコピーを破棄または消去したという書面による証明書をラ

イセンサに送付するものとします。終了によって使用権者は、これ

までに支払われたあらゆる種類の料金を払い戻しまたは精算する権

利を与えられないものとします。その性格上継続が妥当と考えられ

る第 3、8、9、10、11、12、13項およびその他の項に含まれてい

る当事者の権利および義務は、本使用許諾契約の終了または満了後

も効力を維持します。 

6 サポートと保守。使用権者がサポートおよび保守サービス（または

これらのいずれか）を購入した場合、ライセンサと使用権者の間で

交わされた該当する年間サポートおよび保守契約、製品注文書、ま

たはその他の書面による契約に別途指定がない場合には、使用権者

の最初のサポートまたは保守の期間はライセンスソフトウェアの使

用権者への配信時に始まり、その後 1年間（サブスクリプション/期

間使用許諾の期間が 1年未満の場合にはその期間）続きます。使用

権者がいずれかのライセンスソフトウェアのサポートおよび保守

（またはそのいずれか）を購入した場合、使用権者はこの条項に基

づきそのライセンスソフトウェア製品の使用権者が使用許諾された

ユニットすべてのサポートおよび保守（またはそのいずれか）を購

入しなければならないことに同意したものとします。ライセンサが

提供するサポートおよび保守サービス（またはこれらのいずれか）

は、書面で当事者が別の同意をしていない限り、ライセンサの現在

適用可能な標準年間サポートおよび保守契約（またはこれらのいず

れか）に従うものとします。   

7 限定的保証。ライセンサは保証期間中、(i)ライセンスソフトウェア

がメディアを介して提供される場合、メディアは通常使用に影響す
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る素材上または製造上の欠陥がなく、(ii)使用権者に送付するライセ

ンスソフトウェアのコピーはドキュメントのすべての主要条件を満

たしていることを保証します。上記の保証の(i)を満たしていないこ

とに対する唯一かつ排他的な救済策として、ライセンサの唯一の義

務は、使用権者が保証期間内に欠陥メディアをライセンサに返送し

た場合にライセンスソフトウェアが配信された欠陥メディアを無償

で修理または交換することとします。上記の保証の(ii)を満たしてい

ないことに対する唯一かつ排他的な救済策として、ライセンサは、

ライセンスソフトウェアを無償で修理または交換して保証に準拠す

るようにするか、または、ライセンサがこの救済策が経済的または

技術的に可能でないと合理的に判断した場合、使用権者は、該当の

ライセンスソフトウェアについて使用権者が支払った使用許諾料金

および保守料金の全額払い戻しを受ける資格を与えられるものとし

ます。この払い戻しによって、そのライセンスソフトウェアを使用

する使用権者の使用許諾は終了します。この第 7項で規定される保

証は、ライセンスソフトウェアの欠陥が以下の結果に生じた場合に

は適用されないものとします。(a)ライセンスソフトウェアが、ドキ

ュメント、本使用許諾契約に従って、またはライセンスソフトウェ

アが設計され、ライセンサによって使用許諾されたプラットフォー

ム上で使用されなかった場合、または(b)ライセンスソフトウェアが

使用権者またはサードパーティによって変更、修正または変換され

た場合（ただし、ドキュメントで指定されている場合を除く）、ま

たは(c)使用権者の機器の誤動作、または(d)事故または誤用、または

(e)認可されていない人によるサービス、または(f)ライセンサが提供

しなかったその他のソフトウェアを使用権者が使用した、またはラ

イセンスソフトウェアの用途として設計されておらず動作を許諾さ

れていないソフトウェアを使用した場合、または(g)サードパーティ

ソフトウェア（本文中で定義）、または(h)使用権者へのメディアの

初期配信後に発生したその他の原因（ライセンサによる直接原因で

ない場合）。上記は、本保証の下で使用権者が保持する完全かつ全

体的な救済策を示しています。ライセンサは保証期間外に行われた

保証請求に対して責任を負わないものとします。上記の保証は、更

新を含む無償のライセンスソフトウェアには適用されないものとし

ます。ただし、このようなソフトウェアによる問題は該当のサポー

ト条項の下でサポートを受けられる場合があります。 

8 保証の免責条項。ライセンスソフトウェアをあらゆる運用環境でテ

ストすることはできないため、ライセンサは、ライセンスソフトウ

ェアに含まれている機能が使用権者の要件を満たすこと、ライセン

スソフトウェアの操作が中断されないこと、またはライセンスソフ

トウェアにエラーがないことを保証しません。本ドキュメントおよ

び法律で認められている範囲で規定されている場合を除き、商品性、

品質、特定の目的への適合性に関する暗黙的保証を含むがこれらに

限定されない、明示的または暗黙的、法的またはそれ以外のその他

のあらゆる保証をライセンサ側およびそのサードパーティ販売業者

は行いません。使用権者は、使用権者の意図した結果を達成するた

めのライセンスソフトウェアの選択、ライセンスソフトウェアのイ

ンストールと使用、およびライセンスソフトウェアから得られる結

果について責任を負うことを認めるものとします。   

9 責任の制限。ライセンサの責任は、該当の請求を生じさせたライセ

ンスソフトウェアに対して使用権者が支払った合計金額に制限され

るものとします。この制限は、契約違反、保証の違反、不注意、厳

格責任、虚偽表示およびその他の不法行為を含むがこれらに限定さ

れないあらゆる訴訟原因に適用されます。いかなる場合も、ライセ

ンサは、間接的損害、特別損害、偶発的損害、結果的損害、懲罰的

損害などの損害、および利益、契約、データ、またはプログラムの

損失、または失われたデータまたはプログラムの回復に要した費用

について、事前に損害発生の可能性を知らされていた場合であって

も責任を負わないものとします。ライセンサの責任の制限は包括的

なものです。本使用許諾契約の使用権者の救済策が使用権者の排他

的救済策です。 

 ライセンサのサードパーティ販売業者は、直接的であれ間接的であ

れ、特別、偶発的または結果的利益、契約、データ、またはプログ

ラムの傷害、損失または損傷、またはこれらのデータまたはプログ

ラムを回復するための費用について、事前に損害発生の可能性を知

らされていた場合であっても責任を負わないものとします。  
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 使用権者は、本使用許諾契約を締結する際、本使用許諾契約で明示

的に規定されている以外の何らかの表明（書面でも口頭でも）に依

拠した場合、または依拠しなかった場合に、その表明についてライ

センサに対する救済請求権はないことに同意します。 

 使用権者はさらに、この項の責任の制限が本使用許諾契約の重要な

要素であり、この制限がないと価格およびここで規定されるその他

の条項が大きく異なることになることを認めます。 

 本使用許諾契約もこの第 9 項のあらゆる内容も、法律によって認め

られていない範囲までライセンサまたはそのサードパーティ販売業

者の責任を除外または制限するものではありません。   

10 高リスクの使用法。ライセンスソフトウェアはフォールトトレラン

トではなく、また、ライセンスソフトウェアの障害が直接的または

間接的に人命の損失、人体の傷害、重大な物理的損害または環境破

壊に直結する可能性のある、フェールセーフ性能が必要な危険な環

境（原子力施設、航空機管制システム、通信システム、航空交通管

制、生命維持装置、兵器システムを含むがこれらに限定されない運

用）で使用するために設計、製造されたものではなく、そのような

用途も想定していません。ライセンサおよびその販売業者は高リス

ク状況でのライセンスソフトウェアの使用に対して責任を負わない

ものとします。  

11 所有権。ライセンサ（またはその提携先）および該当する場合には

ライセンサのサードパーティ販売業者は、ライセンスソフトウェア

およびその完全または部分的コピーのすべての所有権を所有し、保

持します。このような所有権にはすべての特許権、著作権、商標、

取引上の秘密、サービスマーク、関連営業権およびこれに関係する

機密情報が無制限に含まれます。本使用許諾契約は、ライセンスソ

フトウェアについて、ここで指定される使用許諾以外のいかなる専

有権も使用権者に譲渡しません。     

12 サードパーティソフトウェアおよびコンポーネント。ライセンスソ

フトウェアは、使用権者がサードパーティの条項に従ってサードパ

ーティから直接使用許諾される必要がある特定の指定されたサード

パーティソフトウェアプログラムが付属し、これを必要とする場合

があります（例えば、Adobe Acrobat や Microsoft Internet Explorer）

（「サードパーティソフトウェア」）。サードパーティソフトウェ

アは、そのサードパーティの条項の下、そのサードパーティと使用

権者の間での直接の使用許諾の下でのみサードパーティソフトウェ

アのライセンサによって提供されます。したがって、本使用許諾契

約の下でのライセンサと使用権者の責任、義務および権利はこのよ

うなサードパーティソフトウェアには適用されません。また、ライ

センサは、サードパーティ販売業者によってライセンサに提供され

た特定のランタイムまたはその他の要素を一部のライセンスソフト

ウェアに埋め込んでいます（「サードパーティコンポーネント」）。

このようなサードパーティコンポーネントがライセンスソフトウェ

アメディアにロードされていてもかまいません。サードパーティコ

ンポーネントは本使用許諾契約に従って使用権者に使用許諾されま

す。サードパーティコンポーネントは、オープンソースソフトウェ

アを含んでいてもかまいません。その詳細（該当する場合）は(i)該

当するライセンスソフトウェアに付属しているファイル内または(ii)

該当するドキュメントにあります。使用権者は、ライセンスソフト

ウェアを使用する際にのみライセンスソフトウェアのサードパーテ

ィコンポーネントにアクセスできます。使用権者は、ライセンスソ

フトウェアを使用せずにサードパーティコンポーネントに直接アク

セスまたはアクセスの試行を行うことはできません。本使用許諾契

約で規定されるライセンスソフトウェアに適用可能なすべての制限、

制約および義務が使用権者によるサードパーティコンポーネントの

使用に適用されるものとします。サードパーティソフトウェアおよ

びサードパーティコンポーネントはこれらをライセンサに提供する

それぞれのサードパーティ販売業者の所有物です。このようなサー

ドパーティ販売業者は、サードパーティソフトウェアおよびサード

パーティコンポーネントのすべてのコピーをどのような方法で作成

された場合でも所有します。使用権者はサードパーティソフトウェ

アおよびサードパーティコンポーネントの所有権に異議を唱えない

ことおよびそのサードパーティ販売業者に属している商標またはサ

ービスマークを使用しないことに同意します。使用権者は、このよ

うなサードパーティ販売業者が、本使用許諾契約においてライセン
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スソフトウェア（サードパーティコンポーネントを含む）の知的所

有権を保護し、その特定の使用を制限するためのすべての条項で意

図されたサードパーティ受益者であることに同意します。本使用許

諾契約のどの項目も、ライセンスソフトウェアに含まれるオープン

ソースコードに対する該当のオープンソース使用許諾の下、使用権

者が持つ権利または義務、または使用権者が影響される条件を制約、

制限またはそれ以外の方法で影響を与えるものではないものとしま

す。 

13 米国政府のエンドユーザへの通知。ライセンスソフトウェアおよび

ドキュメントは、48 C.F.R. §12.212または 48 C.F.R. §227.7207で

ここに適用可能な意味で使用されている場合、48 C.F.R. §2.101で

定義されている「市販コンピュータソフトウェア」と「市販コンピ

ュータソフトウェアドキュメント」から構成される「市販品」とみ

なされます。これらの項に合わせて、ライセンスソフトウェアおよ

びドキュメントは、(i)市販品としてのみ、(ii)本使用許諾契約に従っ

て付与される権利としてのみ米国政府のエンドユーザに使用許諾さ

れます。製造者は、ライセンサである、またはライセンサを代表す

る、Micro Focus (US), Inc., 700 King Farm Blvd., Suite 125, 

Rockville, MD 20850です。 

14 使用許諾料金および支払条件。使用権者は、請求書または当事者に

よって書面で合意された日付の 30日以内にライセンスソフトウェ

アに対する該当のエンドユーザ使用許諾料金を支払うことに同意し

ます。エンドユーザ使用許諾料金は、上記の第 7項または以下のソ

フトウェア固有の条件の規定を除いて払い戻しできません。これは、

源泉徴収税を含むがこれに限定されない控除なしで支払われるもの

とします。エンドユーザ使用許諾料金には、該当する輸送費、付加

価値税などの適用される税金は含まれないものとし、このような支

払いはすべて使用権者が支払うまたは返済するものとします。未払

いの期限超過額には、月々1.5%の複利または該当する法律によって

認められた最大利率の低い方の金利が生じるものとします。使用権

者は、訴訟が提起されたかどうかに関係なく、このような金利およ

び関連する回収費用を支払う責任があるものとします。ライセンサ

は、このような期限超過残高、金利および回収費用が支払われない

場合、追加の製品注文書の受理を拒否できます。 

15 関連サービス。使用権者は、適切なハードウェアをすべて取得し、

サポートソフトウェア（オペレーティングシステムを含む）をすべ

てインストールし、ライセンスソフトウェアを適切にインストール

して実装し、ライセンスソフトウェアに関するトレーニングを行う

責任があるものとします。使用権者がライセンサを雇ってライセン

スソフトウェアについてのサービスを実行する場合（例えば、イン

ストール、実装、保守、コンサルティングおよびトレーニングの各

サービス）、使用権者とライセンサは、ライセンサによる書面によ

る同意がない場合には、そのサービスについてのライセンサのその

時点での標準の条件、条項および料金に従うものとします。 

16 プライバシー。ライセンスソフトウェアに、ライセンスソフトウェ

アのユーザに通知せずにまたは認識されずに、使用権者が展開した

ライセンスソフトウェアを実行しているコンピュータからデータを

収集、またはこのようなコンピュータを制御または監視する機能が

含まれている場合、(i)使用権者は、ライセンスソフトウェアのユー

ザに関するデータの収集について単独で責任を持ち、あらゆる責任

を負います。これは、このようなユーザへの通知、すべてのデータ

収集、プライバシーおよびその他の法令、法律、業界規格およびこ

のような動作に適用可能なその他の権利に準拠することを含むがこ

れらに限定されません。(ii)使用権者は、損害、請求、損失、和解、

弁護士費用、弁護料、訴訟費用およびこのような活動に関連するそ

の他の経費またはこれに関する請求を賠償するものとし、ライセン

サは免責されるものとします。法律で認められている範囲で、本使

用許諾契約を締結することによって、使用権者は、以下について明

示的に同意します。(i)ライセンサが時折使用権者に情報を送信し、

本使用許諾契約の下で提供される製品かどうかに関係なく、ライセ

ンサが提供する様々な製品を広告すること、(ii)ライセンサの顧客リ

スト、販売促進資料およびプレスリリースに使用権者の名前を使用

すること、および(iii)内部セキュリティおよび使用許諾目的のために

ライセンスソフトウェアがインストールされたコンピュータシステ

ムの情報（製品バージョン、シリアル番号など）をライセンサが収
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集および使用すること。ライセンサはこの情報を使用してこのソフ

トウェアを利用している個人を特定しません。 

17 その他。ライセンサは、本使用許諾契約（全体または一部）を会社

のライセンサの企業グループのメンバーまたはライセンスソフトウ

ェアの知的所有権の購入者に委託することができますが、それ以外

の場合には、いずれの当事者も本使用許諾契約、これにより割り当

てられる権利（使用権者の資産の支配権の変更、この資産のすべて

または実質的にすべての売却等の移譲は割り当ての意味に含まれる

ものとします）、またはいずれか側によって委任された義務を委託

することはできず、そのような試みは無効になります。   

使用権者がライセンスソフトウェアを北米で取得した場合、ユタ州

の法律によって本使用許諾契約が管理され、これによって付与され

る使用許諾および対象の当事者は、本使用許諾契約に基づくまたは

付与される使用許諾または使用許諾される製品に関する訴訟におい

て、ユタ州にある州裁判所または連邦裁判所の排他的管轄権に従う

ことを同意します。それぞれの当事者は、対人管轄権に基づく異議

またはフォーラムノンコンビニエンス（インコンビニエントフォー

ラム）を含むこの裁判地に反対するために所有している権利を放棄

します。当事者は、統一コンピュータ情報取引法（Uniform 

Computer Information Transaction Act）または任意の州で、任意の

形式で採用されたその派生法（「UCITA」）が本使用許諾契約に適

用されないことに同意します。UCITA が適用できる範囲で、当事者

は、そこに含まれているオプトアウト条項に従って UCITAの適用性

をオプトアウトします。使用権者がライセンスソフトウェアをフラ

ンス、ドイツまたは日本で取得した場合、本使用許諾契約は、使用

権者がライセンスソフトウェアを取得した国の法律によって管理さ

れます。残りの国では、本使用許諾契約は英国の法律によって管理

されます。前記の該当する法律は、その法律の条項の矛盾に関係な

く、また、国際物品売買契約に関する国連条約に関係なく適用され

るものとします。北米での取引以外、本使用許諾契約、これの下で

付与される使用許諾、および当事者は、前記のように適用される法

律を決定した国の裁判所の排他的管轄権に従うものとします。論争

が生じた場合、勝訴した当事者は、本使用許諾契約を施行するため

に負った妥当な費用、必要な支出および弁護士の料金を他方の当事

者から徴収する権利を有するものとします。   

本使用許諾契約はこれに加えて、コンピュータソフトウェアおよび

テクノロジの輸出または再輸出に関して、米国、英国または EU の

法律、規制およびその他の制約に従います。使用権者は、このよう

な適用可能な制約に反してライセンスソフトウェアまたはその派生

品を輸出または再輸出しないことに同意します。特に、ただしこれ

に限定されないが、使用権者は、ライセンサの製品およびテクノロ

ジ（またはこれらのいずれか）が米国輸出管理規則（「EAR」）に

従うことを認め、また、使用権者は EARに準拠することに同意しま

す。使用権者は、ライセンサの製品を、(1)米国または該当する輸出

管理規則で指定された国、(2)核兵器、化学兵器、生物兵器、ロケッ

ト、宇宙ロケット、気象観測ロケット、または無人航空機の設計、

開発、製造のために、ライセンサの製品を利用しようとしていると、

使用権者が知っているまたは知るに足る理由があるエンドユーザ、

(3)該当する政府機関より輸出管理規定に参加することを禁止された

エンドユーザに対して、直接的または間接的に、輸出または再輸出

することはできません。ライセンスソフトウェアをダウンロードま

たは使用することにより、使用権者は前述の条項に同意したものと

し、使用権者がかかる国に滞在していない、その管理下にない、ま

たはその国民もしくは居住者ではない、かかるリストに載せられて

いないことを表明および保証するものとします。 

ライセンサは、オンラインおよび印刷されたセールスおよびマーケ

ティング資料において、投資家向けの活動、分析のための活動およ

び広報活動の目的でライセンサの使用権者として使用権者を名前お

よびロゴ（またはこれらのいずれか）で特定してもかまいません。

使用権者の名前またはロゴのその他の使用法、またはライセンスソ

フトウェアの使用権者の使用法の記述は、使用権者の事前の同意に

従うものとします。ライセンスソフトウェアのインストールの 8 週

間以内に、ライセンサの書面による要求に基づいて、使用権者は、

ライセンスソフトウェアの使用法の書面による記述を入力してライ

センサに提供します。これには、事業の課題、ソフトウェアソリュ
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ーション、およびライセンスソフトウェアのインストールによって

実現した結果が含まれます。この情報提供は、ライセンサの代表者

との会議中（当事者によって同意された適切な時期に開催）に、使

用権者の代表者（ライセンスソフトウェアおよびインストール後の

そのパフォーマンスに精通している人）によって行われるものとし

ます。この会議は電話で行われてもかまいません。この情報提供は

ライセンサ社内および機密店舗で、使用できます。この情報のその

他の使用法は使用権者の事前の同意に従うものとします。 

製品注文書を除いて、本使用許諾契約は、ライセンスソフトウェア

の使用許諾に関する当事者間の完全で排他的な契約文書であり、ラ

イセンスソフトウェアに関する当事者間の以前のエンドユーザ使用

許諾契約およびライセンスソフトウェアに組み込まれたエンドユー

ザ使用許諾契約を含むがこれに限定されない、すべての提案、通信、

購入注文書、および以前の合意（口頭であれ、書面であれ）に優先

されます。ライセンサの従業員、代理人、または代表には、ライセ

ンスソフトウェアに関する口頭による陳述または保証によりライセ

ンサを拘束する権限はありません。本使用許諾契約に明示的に含ま

れていない陳述または声明も本使用許諾契約の補足、変更、または

修正も当事者を拘束しません。ただし、本使用許諾契約のライセン

サおよび使用権者の正当に権限を与えられた代表者によって書面で

締結された場合は除きます（ライセンサの販売店または販売代理店

を除く）。本使用許諾契約に基づく権利の放棄は、拘束を受ける当

事者の正式の代表者が書面に署名した場合に限り有効となります

（ライセンサの販売店または販売代理店を除く）。契約違反または

不履行に基づく過去および現在の権利の放棄は、本使用許諾契約に

基づいて生じる将来の権利の放棄とみなされることはありません。

本使用許諾契約のいずれかの条項が無効または実行不可能な場合、

その無効性または実行不可能性を排除するため、その条項は必要な

限度で解釈の変更、制限、修正、または必要な場合本契約から分離

されるものとし、本使用許諾契約のその他の条項はこれに影響され

ることなく有効であることとします。それぞれの当事者は、本使用

許諾契約の締結において、あらゆる表現、契約、保証またはその他

の確約に頼らないこと（本使用許諾契約および製品注文書で繰り返

されているものを除く）、および第 17 項がなければ行使できるす

べての権利および救済策を放棄することを認めます。この第 17 項

のどの項目も悪意不実表示の責任を排除するものではありません。 

使用権者がイタリアに存在する場合、製品注文書を発行することに

よって、使用権者は、以下の使用許諾契約の条項を読み、明示的に

承認したことを宣言します: 5.ライセンス期間、6.サポートと保守、

7.限定保証、8.保証の免責条項、9.責任の制限、10.高リスクの使用

法、16.プライバシー、17.その他、付録 1、および付録 2。 

 

付録 1 ライセンスオプション 

「使用権者」という用語は、「お客様」または「お客様の」と相互

に読み替えることができます。 

 

ユーザライセンスからメールボックスライセンスへの変換 

 

GroupWise 18.3 はメールボックス単位でライセンスおよび販売さ

れます。GroupWise 18.3 より前のライセンスバージョンの

GroupWise をユーザベースでご利用の場合、GroupWise 18.3 ライ

センスソフトウェアを初めてインストールまたは使用する際に、ユ

ーザライセンスは自動的に 1:1の比率でメールボックスライセンス

に変換されます。ユーザライセンスをメールボックスライセンスに

変換するために、お客様側が他の作業を行う必要はありません。ユ

ーザライセンスをメールボックスライセンスへ変換しない場合は、

GroupWise 18.3 へのアップグレードや展開を行うことはできず、

引き続き旧バージョンの GroupWise を使用する必要があります。

旧バージョンの GroupWise のご利用を継続したい場合は、購入ま

たは更新した GroupWise メールボックスライセンスにより、旧バ

ージョンに添付されたエンドユーザ使用許諾契約に従って、

GroupWise 18.3 の展開の正式な代替手段として旧バージョンをユ

ーザベースで展開する権利が付与されます。GroupWise 18.3 を

Open Workgroup Suiteまたは Educational Value Bundlesの一部と

して受領した場合、メールボックスライセンスは、NOWS のエン
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ドユーザ使用許諾契約で規定および定義されているようにユーザラ

イセンスまたはデバイスライセンスのままです。 

 

ライセンス使用 

 
GroupWise 18.3 
 

お客様によるライセンスソフトウェアの使用には、購入された製品

ライセンスの種類によって、以下のライセンスのいずれかが適用さ

れます。特定の付帯特典は、お客様のライセンスを対象にした保守

を現在ご利用中の場合にのみご利用になれます。テストメールボッ

クスとリソースメールボックスを除き、本ライセンスソフトウェア

を使用して作成された GroupWise メールボックスそれぞれについ

て、以下に指定する使用法に応じて、フルクライアントライセンス、

制限付きクライアントライセンス、または非アクティブライセンス

の購入が必要になります。使用法が変わった場合にはメールボック

ス間でライセンスを移譲できます。たとえば、フルクライアントラ

イセンスメールボックスをアーカイブ以外の目的で使用しなくなっ

た場合、そのメールボックス用に非アクティブライセンスを購入し、

そのフルクライアントライセンスを別のメールボックスに移譲でき

ます。  

 

GroupWise メールボックスフルクライアントライセンス。

GroupWise Windows クライアントまたは Mac クライアント

(grpwise.exe)、GroupWise お知らせ君(notify.exe)、GroupWise ア

ドレス帳(addrbook.exe)、あるいは GroupWise クライアント API

のサードパーティプラグインの 1つ以上によってアクセスされてい

た各メールボックスには、フルクライアントライセンスが必要です。 

 

GroupWise メールボックス制限付きクライアントライセンス。制

限付きクライアントライセンスは、GroupWise WebAccess (モバ

イルデバイスを含む)、GroupWise Web (モバイルデバイスを含む)、

プロキシ機能経由の GroupWise Windows クライアント、

GroupWise ビジーサーチ機能経由の Windows クライアント、

GroupWise Mobility Serviceを使用して GroupWiseに同期するモバ

イルデバイス、POPクライアント、IMAPクライアント、SOAPク

ライアント、GroupWise CalDAV/CardDAV サーバを使用して

GroupWiseに同期するクライアント、または GroupWise SOAPプ

ロトコルのサードパーティプラグインだけによってアクセスされて

いたメールボックスにのみ使用できます。 

 

GroupWise メールボックス非アクティブライセンス。非アクティ

ブライセンスは、管理者が明示的に非アクティブライセンスに設定

することによって非アクティブメールボックスとして指定され、非

アクティブメールボックスに指定されてから少なくとも 60 日が経

過しているメールボックスにのみ使用できます。非アクティブライ

センスでは、GroupWise クライアントの任意の方法を使用して非

アクティブメールボックスにアクセスできます。  ただし、非アク

ティブメールボックスはメッセージを受信することはできず、その

他にも非アクティブ状態と同様の機能制限があります。 

 

GroupWise テストメールボックス。GroupWise テストメールボッ

クス用にライセンスを購入する必要はありません。GroupWise テ

ストメールボックスの定義は、1)お客様の社内の運用環境に存在し

ているがテスト目的でのみ使用される、ポストオフィスあたり 2つ

未満のメールボックス、または 2)お客様の社内の非運用環境に存

在し、テストまたはデモ目的でのみ使用される、25 個未満のメー

ルボックスです。 

 

GroupWise リソースメールボックス。GroupWise リソースメール

ボックス用にライセンスを購入する必要はありません。GroupWise

リソースメールボックスとは、GroupWise ユーザマニュアルで説

明されているように、リソースメールボックスとして作成および指

定されたメールボックスです。GroupWise リソースメールボック

スには、ユーザがスケジュールまたはビジーサーチ可能な場所、項

目、または役割(コンピュータ、社用車、会議室など)に使用される

メールボックスが含まれます。Micro Focus iPrint 製品のライセン

スを購入している場合、GroupWise リソースメールボックスを使

用してモバイル印刷を支援できます。 
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NetIQ eDirectory ライセンス。正当に取得した GroupWise 18.3 ラ

イセンスソフトウェアに含まれる NetIQ eDirectoryソフトウェアの

ユーザライセンス数は、(1) GroupWise 18.3ライセンスソフトウェ

アで正当に取得したメールボックスライセンス数、(2)組織/会社内

で 250,000 ユーザのいずれか多い方とします。前述の eDirectory

ライセンスはアップグレード可能ではなく、その他の部分について

は eDirectoryソフトウェアに添付されている使用許諾契約、および

その中で規定されている「ユーザ」の定義に従います。 

 

GroupWise SLESライセンス。ライセンスソフトウェアと共にお客

様が受領した SUSE Linux Enterprise Server (以下「SLES」とい

う)のコピーに添付された使用許諾契約のライセンス権にかかわら

ず、お客様は SLESを汎用的なオペレーティングシステムとしては

使用せず、GroupWise ライセンスソフトウェア（およびその後継

ソフトウェア）を実行する目的でのみ使用することに同意すること

とします。さらに、SLES をインストールできるサーバは、

GroupWise ライセンスソフトウェアもインストールされているサ

ーバに限ります。GroupWise ライセンスソフトウェアに関するお

客様の保守契約またはサブスクリプション契約の付帯特典として、

お客様には、SLESサブスクライバ全体に利用可能となる SLES の

更新版およびセキュリティパッチを得る権利があります（「更新

権」）。お客様の更新権の付帯特典は、本契約で権利を与えられた

SLESの使用にのみ適用され、他の目的では使用できません。(1)お

客様の GroupWise ライセンスの保守契約の途中解約または満了、

(2)お客様の GroupWise ライセンスの合計数より保守契約の購入数

が少なくなった場合のうち、いずれか早い方の条件が満たされた時

点で、お客様の更新権は終了します。教育機関向けまたは学校向け

ライセンスプログラムの下で GroupWise のライセンスを許諾され

ている場合、本段落における保守適用範囲への言及はお客様のサブ

スクリプション適用範囲を指します。 

 
GroupWise Mobility Service 18.3 
 

GroupWise Mobility Service ライセンスソフトウェアの使用は、特

定の製品に関するお客様の保守契約またはサブスクリプション契約

の付帯特典です。お客様は、GroupWise、Enterprise Messaging 

Suite、または Open Workgroup Suite 製品(以下それぞれを「関連

製品」という)によってライセンスを許諾された GroupWise ユーザ

向けにデータをモバイルデバイスと同期するために、GroupWise 

Mobility Service ライセンスソフトウェアを複製して社内で使用す

る制限付きライセンスを付与されます。上記のライセンス許諾は、

関連製品の保守またはサブスクリプション期間中にのみ適用される

ものとします。お客様の制限付き GroupWise Mobility ライセンス

で、お客様の関連製品の保守またはサブスクリプション期間中、お

客様の関連製品のライセンスまたはサブスクリプションに適用され

るものと同等の保守を受けられるものとします。(1)お客様の関連

製品ライセンスの保守またはサブスクリプション契約の途中解約ま

たは満了、(2)関連製品ライセンスの合計数より保守契約の購入数

が少なくなった場合のうち、いずれか早い方の条件が満たされた時

点で、GroupWise Mobility Service ライセンスソフトウェアを使用

するライセンスは終了し、お客様はシステムから GroupWise 

Mobility Service ライセンスソフトウェアを完全に削除する必要が

あります。   

 
GroupWise Messenger 18.3 
 

GroupWise Messenger の使用は、特定の製品に関するお客様の保

守契約またはサブスクリプション契約の付帯特典です。GroupWise 

18.3または Enterprise Messaging Suiteのメールボックスライセン

スをサブスクリプションベースで購入している場合、または

GroupWise 18.3 もしくは Enterprise Messaging Suite ライセンス

の保守契約が有効である場合、お客様には Enterprise Messaging

メールボックスライセンスに関連した GroupWise Messenger の使

用権または GroupWise 18.3 メールボックスのフルクライアントラ

イセンスと制限付きクライアントライセンスの総数分の使用権があ

ります。(1)保守契約またはサブスクリプション契約の途中解約ま

たは満了、(2) GroupWise 18.3または Enterprise Messaging Suite
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ライセンスの合計数より保守契約の購入数が少なくなった場合のう

ち、いずれか早い方の条件が満たされた時点で、お客様の

GroupWise Messenger ライセンスソフトウェア使用ライセンスは

終了し、お客様はシステムから GroupWise Messenger ライセンス

ソフトウェアを完全に削除する必要があります。 

 
Enterprise Messaging Suite 
 

Enterprise Messaging Suite には、スイートライセンスにより使用

許諾される複数製品が含まれています。Enterprise Messaging 

Suite に含まれる個々の製品に付属または適用される GWAVA, Inc.

のエンドユーザー使用許諾契約もしくはソフトウェアライセンス契

約に関わらず、本ライセンス契約がかかる契約に代わり優先され、

ライセンスソフトウェアの使用を管理するものとします。 

 

以前の GroupWise ライセンスを保有していて、 Enterprise 

Messaging Suiteライセンスの更新を購入した場合、GroupWiseメ

ールボックスフルクライアントライセンスと GroupWise メールボ

ックス制限付きライセンスは、お客様が何もしなくても自動的かつ

永久に廃止されます。GroupWise 非アクティブメールボックスラ

イセンスには影響しません。 

 

お客様による Enterprise Messaging Suiteの使用には、購入された

製品ライセンスの種類によって、以下のライセンスのいずれかが適

用されます。特定の付帯特典は、お客様のライセンスを対象にした

保守を現在ご利用中の場合にのみご利用になれます。テストメール

ボックスとリソースメールボックスを除き、本ライセンスソフトウ

ェアを使用して作成されたメールボックスそれぞれについて、以下

に指定する使用法に応じて、メールボックスライセンスまたは非ア

クティブライセンスの購入が必要になります。使用法が変わった場

合にはメールボックス間でライセンスを移転できます。たとえば、

メールボックスをアーカイブ以外の目的で使用しなくなった場合、

そのメールボックス用に非アクティブライセンスを購入し、そのメ

ールボックスライセンスを別のメールボックスに移転できます。  

 

Retain。各 Enterprise Messaging Suite ライセンスには、1 つの

Retain サーバアクティブライセンスが含まれています。Retain 

Email Module for GroupWise の使用は、お客様の Enterprise 

Messaging Suite の保守契約またはサブスクリプション契約の付帯

特典です。契約対象の Enterprise Messaging Suiteメールボックス

ライセンスごとに、1つの対応 Retain GroupWise Moduleサブスク

リプションを内部使用できる制限付きライセンスが 1人分付与され

ます。上記のライセンス許諾は、Enterprise Messaging Suite 製品

の保守またはサブスクリプション期間中にのみ適用され、

(1)Enterprise Messaging Suiteライセンスの保守契約またはサブス

クリプション契約の途中解約または満了、(2)Enterprise Messaging 

Suite ライセンスの合計数より保守契約の購入数が少なくなった場

合のうち、いずれか早い方の条件が満たされた時点で終了します。   

 

Enterprise Messaging Suiteメールボックスライセンス（EMSメー

ルボックスライセンス）。メールボックスライセンスは、次のいず

れかまたは複数からアクセスされるメールボックスごとに必要とな

ります。Windows または Mac 用 GroupWise クライアント

（grpwise.exe）、GroupWise Notify（notify.exe）、GroupWise 

Address Book（addrbook.exe）または GroupWise クライアント

API GroupWise WebAccess、GroupWise Web用サードパーティプ

ラグイン（モバイルデバイスを含む）、プロキシ機能経由の

Windows 用 GroupWise クライアント、ビジーサーチ機能経由の

Windows用 GroupWiseクライアント、GroupWise Mobility Service

経由で GroupWiseと同期するモバイルデバイス、POP クライアン

ト、 IMAP クライアント、SOAP クライアント、GroupWise 

CalDAV/CardDAV サーバ経由で GroupWise と同期するクライアン

ト、GroupWise SOAP プロトコルへのサードパーティプラグイン、

Secure Messaging Gateway、Retain、GroupWise Disaster Backup 

& Recovery 、 GroupWise Forensics 、 GroupWise Mailbox 

Management、または GroupWise Reporting & Monitoring。Retain

製品については、各メールボックスサブスクリプションライセンス

または保守込みのライセンスに、GroupWise 電子メールモジュー



エンドユーザ使用許諾契約 

13 

ルのユーザライセンスが 1 人分付いています。Retain の使用人数

を追加するには、該当するライセンスを別途購入する必要がありま

す。 

 

Enterprise Messaging Suite テストメールボックス。テストメール

ボックス用にライセンスを購入する必要はありません。テストメー

ルボックスの定義は、1)お客様の社内の運用環境に存在しているが

テスト目的でのみ使用される、ポストオフィスあたり 2つ未満のメ

ールボックス、または 2)お客様の社内の非運用環境に存在し、テ

ストまたはデモ目的でのみ使用される、25 個未満のメールボック

スです。 

 

Enterprise Messaging Suite リソースメールボックス。リソースメ

ールボックス用にライセンスを購入する必要はありません。リソー

スメールボックスとは、ユーザマニュアルで説明されているように、

リソースメールボックスとして作成および指定されたメールボック

スです。リソースメールボックスには、ユーザがスケジュールまた

はビジーサーチ可能な場所、項目、または役割(コンピュータ、社

用車、会議室など)に使用されるメールボックスが含まれます。

Micro Focus iPrint 製品のライセンスを購入している場合、リソー

スメールボックスを使用してモバイル印刷を支援できます。 

 

Filr Advanced。各 Enterprise Messaging Suite ライセンスには、1

つの Filr Advanced ユーザライセンスが含まれています。Filr 

Advanced ライセンスソフトウェアの使用は、お客様の Enterprise 

Messaging Suite の保守契約またはサブスクリプション契約の付帯

特典です。契約対象の Enterprise Messaging Suiteメールボックス

ライセンスごとに、Filr Advanced で 1 つの対応ユーザオブジェク

トを内部使用できる制限付きライセンスが 1人分付与されます。上

記のライセンス許諾は、Enterprise Messaging Suite 製品の保守ま

たはサブスクリプション期間中にのみ適用され、 (1)Enterprise 

Messaging Suite ライセンスの保守契約またはサブスクリプション

契約の途中解約または満了、(2)Enterprise Messaging Suite ライセ

ンスの合計数より保守契約の購入数が少なくなった場合のうち、い

ずれか早い方の条件が満たされた時点で終了します。    

 

NetIQ eDirectory ライセンス。お客様が合法的に取得した

Enterprise Messaging Suite のライセンスに含まれる NetIQ 

eDirectory ソフトウェアのユーザライセンス数は、(1)合法的に取得

した Enterprise Messaging Suite 製品の EMS メールボックスライ

センス数、または(2)組織/会社ごとに 250,000 ユーザのいずれか多

い方の数と同じとします。上記 eDirectoryライセンスはアップグレ

ード可能ではなく、GroupWise ソフトウェアでのみ使用でき、そ

の他の部分については NetIQ eDirectoryソフトウェアに添付されて

いる使用許諾契約、およびその中で規定されている「ユーザ」の定

義に従います。 

 

モバイルアプリケーション 

 

ライセンサは、該当するライセンスソフトウェアに対して使用権者

が合法的に取得したライセンスと一緒にモバイルアプリケーション

ソフトウェアを複製し、社内で使用する非排他的かつ譲渡不可の権

利を使用権者に付与します。 

 
 

付録 2 ソフトウェア固有の条件 

評価ソフトウェア。ライセンスソフトウェアが評価版であるか、評

価用に提供されている場合、ライセンサーの権限のある代表者から

の書面による承認がない限り、ライセンスソフトウェアを使用する

ためのお客様のライセンスは、製造と関係のない内部評価目的にの

み制限され、お客様がライセンスソフトウェアを受領した評価用提

供の条項に準拠し、インストールしてから 60日(またはライセンス

ソフトウェア内で別途示される期間)後に期限切れとなります。評

価期間満了後ただちに、お客様はライセンスソフトウェアの使用を

中止し、ライセンスソフトウェアにより実行された操作を元の状態

に戻し、さらにライセンスソフトウェアをお客様のシステムから完

全に削除する必要があります。ライセンサの権限のある代表者から

の書面による承認がない限り、お客様はライセンスソフトウェアを
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再びダウンロードすることはできません。ライセンスソフトウェア

には、一定期間を過ぎるとその使用を不可能にする自動無効化メカ

ニズムが含まれていることがあります。 

 

テレメトリデータの収集に関する通知。ライセンスソフトウェアは、

製品の向上のため、お客様の製品の展開および使用状況に関するデ

ータを匿名ベースで収集してライセンサーに送信するよう、お客様

によって随意に有効化できます。お客様は、本使用許諾契約のご利

用に同意いただくことで、お客様が選択した形態によるデータ収集

に明示的に合意されたことになります。  

 

ホストに関する制限。使用権者が、使用権者に代わり第三者により

ライセンスソフトウェアを管理、ホスト(リモートまたは仮想)また

は使用することを希望する場合、(1)下記の「検証」の項を含むが

これに限定されない、本使用許諾契約に含まれる契約条件と少なく

とも同程度の禁止/制限を規定する、ライセンスソフトウェアのラ

イセンサの権利を保護する契約条件が記載された有効かつ法的拘束

力のある契約を第三者と結び、(2)使用権者の利益となる場合のみ

を除き、そのような第三者の使用を禁止し、(3)そのような第三者

による上記の契約条件のいかなる違反に関しライセンサに対して全

責任を負うものとします。  

 

SLES アプライアンスライセンス。ライセンスソフトウェアがアプ

ライアンスとして展開され、当該ソフトウェアに SUSE Linux 

Enterprise Server 製品(SLES)またはその一部が含まれている場合、

使用権者は、SLES の使用に関する次の制限事項を承諾し、同意す

ることとします。使用権者がライセンスソフトウェアと共に受領し

た SLESのコピーに添付された SLES使用許諾契約のライセンス許

諾にかかわらず、使用権者は SLESを汎用的なオペレーティングシ

ステムとしては使用せず、ライセンスソフトウェアを実行する目的

でのみ使用することに同意することとします。SLES 使用許諾契約

の コ ピ ー を 受 領 し て い な い 場 合 は 、

http://www.suse.com/licensing/eula/から参照できます。 

 
(06302020)  


