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ノベルソフトウェア使用許諾契約書 
 

本契約を注意してお読みください。インストール、ダウンロード、またはその他の方法で本ソフトウェアを使用することにより、

お客様は本契約の条項に同意したものとします。これらの条項に同意できない場合は、本ソフトウェアのダウンロード、インス

トール、使用は行わないでください。さらに、該当する場合には、未使用のパッケージ全体に領収書を添えて販売業者に返却し、

払い戻しを受けてください。本ソフトウェアは、Novell®が許可する場合を除き、売却、移譲、または再販することはできません。 

 

このノベルソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます)は、お客様(団体または個人)と Novell, Inc. (以下「Novell」とい

います)との間で交わされる法的な契約書です。お客様がライセンスを取得した本契約に基づくソフトウェア製品、媒体および添付

文書（以下「ソフトウェア」と総称する）は、米国およびその他の国の著作権法および著作権条約によって保護されており、本ソ

フトウェアの所有および使用に関しては本契約の条項が適用されます。お客様がダウンロードまたは受領するソフトウェアのすべ

てのアップデートまたはサポートリリースは、本契約に優先することを明示した使用許諾契約を伴わない限り、本ソフトウェアの

一部であり、本契約に準拠するものとします。本ソフトウェアがアップデートまたはサポートリリースである場合、そのアップ

デートまたはサポートリリースをインストールまたは使用するには、アップデートまたはサポートされるソフトウェアのバージョ

ンおよび数量が有効にライセンスされていなければなりません。  

 

本ソフトウェアには、本契約とは異なる条件および/または Novell以外の第三者によって使用許諾された他のソフトウェアプログ

ラムが含まれているか、またはバンドルされている場合があります。別の使用許諾契約の下にあるソフトウェアプログラムの使用

は、その使用許諾契約に準拠するものとします。本ソフトウェアと共に提供される第三者のソフトウェアは、お客様の判断でご使

用ください。  

 

許諾された用途 

 

商用ソフトウェア。 

 

本ソフトウェアの使用には、お客様が購入した製品ライセンス、およびご使用のライセンスを対象にした保守をお客様が現在ご利

用中かどうかに応じて、次のライセンスが適用されます。  

 

「ユーザ」とは、とは、単一のディレクトリツリー内のユーザオブジェクト（または、クレジットカード情報や PIN番号を含むオ

ブジェクトなど、人間を表すデータを含む他のクラスのオブジェクト）を指します。このユーザオブジェクトは、人間に割り当て

られるか、デバイスに割り当てられるかに関わりなく、（a）ソフトウェアの任意の部分に対するアクセスまたは使用の権限、あ

るいは（b）本ソフトウェアによって管理されている製品（デバイス、ハードウェアまたはソフトウェア）に対するアクセスまた

は使用の権限を有しています。同一の個人を表し、単一のツリー内で相互にリンクしているか、複数のツリー間でリンクしている

ユーザオブジェクト（または他のクラスのオブジェクト）は、1ユーザとしてカウントされます。  

 

GroupWiseおよび GroupWise WebAccess/Messenger。お客様は本ソフトウェアの各ユーザに対し、適用可能なユーザライセンス

を取得する必要があります。本ソフトウェアにアクセスしたり、使用する個人には、少なくとも 1つのユーザオブジェクトが固有

に割り当てられ、そのユーザオブジェクトを介して本ソフトウェアにアクセスできる必要があります。本ソフトウェアはお客様ご

自身の業務にのみ使用できます。上記要件を満たす場合は、本ソフトウェアのコピーを数に制限なく使用する権限が与えられます。  

 

GroupWise WebAccess/Messengerのライセンスは制限付きクライアント使用ライセンスであり、制限付きクライアントライセン

スメールボックスとして使用およびマークされているメールボックスを持つユーザに制限されます。WebAccessまたは

Messenger、あるいはその両方のライセンスを、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

ティプラグインによってアクセスされていたメールボックスに使用することはできません。 

 

GroupWise Coexistence Solution for Exchange。Coexistenceは GroupWiseに付属するオプションの技術で、サポート対象バー

ジョンの Exchangeで利用できるようにするには、別途年間サブスクリプションベースのライセンスが必要です。GroupWiseユー

ザの合計数または Coexistenceと同期する Exchangeユーザの合計数のうち、いずれか少ない方の数量のサブスクリプションを入

手する必要があります。Coexistenceサブスクリプションの使用は、現在、お客様のすべての GroupWiseライセンスを対象にした

保守適用範囲をご利用になっていることが条件になります。Coexistenceサブスクリプションおよび Coexistence技術を使用する

権利は以下のいずれか早い方をもって終了し、お客様のシステムから Coexistenceをアンインストールして使用を中止する必要が

あります。(1)お客様の GroupWiseライセンスの保守適用範囲が終了または期限切れになった場合、もしくは(2)GroupWiseライセ

ンスの合計数より少ない保守適用範囲を購入した場合。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。 

 



 

eDirectoryソフトウェア使用許諾契約。正当に取得した GroupWise 2012ソフトウェアに含まれる Novell eDirectoryソフトウェア

のライセンス数は、(1)正当に取得した Novell GroupWise 2012ソフトウェアで取得したライセンス数か、または(2)組織/会社内で

250,000ユーザのいずれか多い数とします。前述の eDirectoryライセンスはアップグレードできません。その他の点では

eDirectoryソフトウェアに添付されている使用許諾契約に従うものとします。前述の eDirectoryライセンスはアップグレードでき

ません。その他の点では eDirectoryソフトウェアに添付されている使用許諾契約に従うものとします。 

 

SLES® - バンドルエディション。SUSE® Linux Enterprise Server製品(SLES)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 2012ソフトウェアを実行する

目的のみに使用するに同意することとします。 

 

第三者のコンポーネント。本ソフトウェアの使用に適用される追加条件は本文書に添付された付録に記載されています。 

 

評価版ソフトウェア。本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は、ソフトウェアを使用するためのお客様

のライセンスは、内部評価目的にのみ制限され、お客様によるソフトウェアの受領をカバーする評価オファリングの条項に準拠し、

インストールしてから 90日（または本ソフトウェア内で別途示される期間）経過後に期限切れとなります。評価期間満了後ただ

ちに、お客様は本ソフトウェアの使用を中止し、本ソフトウェアにより実行された操作を元の状態に戻し、さらに本ソフトウェア

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本ソフトウェアには、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。したがって、お客様は、システムをバックアップし、他の手段でファイルやデー

タの喪失を防ぐ必要があります。  

 

制限事項 

 

使用許諾制限事項。お客様に明示的に付与されていないすべての権利は、Novellが留保します。本ソフトウェアの使用は、内部使

用の目的でのみ許諾されます。お客様は、以下の行為を行うことはできません。(1)該当する法律で明示的に許可された範囲を超え

て本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブル、ディコンパイルすること。(2)本ソフトウェアを修正、改変、レン

タル、時間貸し、またはリースしたり、あるいは本契約に基づくお客様の権利を再使用許諾すること。(3) Novellの書面による許可

なく、本ソフトウェアまたは本契約に基づくお客様のライセンスの一部または全部を移譲すること。 

 

スイートライセンス。お客様に付与された本ソフトウェアのライセンスがスイート製品に関するものである場合は、ライセンスご

とに 1人のユーザのみがスイート内の製品を使用できます。スイートライセンスでは、ユーザ単位でライセンスを受けた場合は複

数のユーザがスイート内の個々の製品を使用することはできず、デバイスまたはサーバ単位でライセンスを受けた場合は複数のデ

バイスがスイート内の個々の製品を使用することはできません。 

 

アップグレードの保護。本ソフトウェア用の Novellプログラムの下でアップグレードの保護または保守を購入した場合は、その

アップグレードの保護または保守を、本ソフトウェア全体の一括アップグレードに対して適用することができますが、本ソフト

ウェアのコンポーネントプログラムまたはバンドル製品、またはスイートに含まれている個々の製品(本ソフトウェアがスイート製

品として使用許諾されている場合)のアップグレードに対しては適用できません。該当する Novellのポリシーとプログラムで許可

される場合は、本ソフトウェアの個々のコンポーネントに対してアップグレード保護を別途購入することができます。 

 

アップグレードソフトウェア。この項は、お客様がアップグレード価格設定に基づいて本ソフトウェアを購入した場合に適用され

ます。「オリジナル製品」とは、アップグレードの対象となる製品をいいます。元の製品の承認されたユーザであり、次の条件を

満たす場合のみ、お客様は本ソフトウェアを使用する権限を持ちます: (1)正規に取得され、かつ、本ソフトウェアの購入時にすで

に存在していた Novellポリシーに基づいて本ソフトウェアでアップグレードされる資格を与えられている元の製品を置き換えるた

めにのみ、本ソフトウェアを使用する権利を取得していること。(2)お客様が該当する使用許諾契約の条項に従って元の製品をイン

ストールし、使用していること。（3）元の製品の所有権を売却または他の方法で移譲しないこと。 

 

サポート。Novellは、サポートサービスを明示的に含むオファリングをお客様が購入した場合以外は、サポートを提供する義務を

負いません。お客様が上記の購入を行い、そのサポートサービスに対して明示的に適用される別途の契約がない場合は、サポート

サービス(以下「本サービス」という)の提供に対して本契約の条項が適用されます。Novellが現在提供しているサポートの詳細に

ついては、http://www.novell.com/supportをご参照下さい。 

 

所有権 

 

本ソフトウェアのタイトルまたは所有権は、お客様に移譲されないものとします。本ソフトウェアと本サービス（一部または全体

の翻案および複製を含む）におけるすべての知的所有権に関するすべての権利、タイトル、および利益は、Novellおよび/またはそ

のライセンサが留保します。お客様が取得するのは、本ソフトウェアを使用する条件付きのライセンス(使用権)のみです。 

 

限定保証 

 

お客様の購入日から 90日間、Novellは、(1)本ソフトウェアの配布に使用した媒体に、物理的欠陥がないこと、および(2)本ソフト

ウェアが、実質的に添付のマニュアルに従って動作することを保証します。購入日から 90日以内に欠陥アイテムが Novellに返送

された場合、またはお客様が不具合を Novellに報告した場合、Novellは、Novellだけの判断で、不具合を解決するか、またはお客

http://www.novell.com/support


 

様が本ソフトウェアのために支払ったライセンス料を返金します。ただし、本ソフトウェアを許可されていない方法で使用または

改変した場合、この保証は無効になります。前記の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または

黙示的な他のすべての保証に代わるものです。（前述の保証は、無償で提供された本ソフトウェアには適用されません。そのよう

なソフトウェアは「現状のまま」提供されるものであり、いかなる保証もいたしません。 

 

サービス。Novellは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準に基づきプロフェッショナルな方法で提供されるこ

とを保証します。この保証は、本サービスが配布されてから 90日間有効です。本保証に違反があった場合の Novellの義務は、本

保証に準拠するように本サービスを修正するか、Novellの判断により、本サービスのうち本保証に準拠しなかった部分に対してお

客様が Novellに支払った金額を返金することに限定されます。Novellがテクニカルサービスを提供する際にファイルを改変または

損傷する可能性があるので、お客様はお客様のシステムを隔離またはバックアップするための適切な手段を講じることに同意する

ものとします。 

 

本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また

は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、

絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され

ておらず、そのような用途も想定しておりません。 

 

本ソフトウェアは、特定のコンピュータおよびオペレーティングシステムとのみ互換性があります。本ソフトウェアは、互換性の

ないシステムに対しては保証されていません。互換性に関する情報については、Novellまたは販売店にお問い合わせください。 

 

Novell以外の製品。本ソフトウェアには、Novell以外の第三者によって使用許諾または販売されたハードウェア、他のソフトウェ

アプログラムまたはサービスが含まれている場合や、バンドルされている場合があります。Novellは、Novell以外の製品または

サービスに対する保証は行いません。かかる製品またはサービスは「現状のまま」提供されるものとします。Novell以外の製品に

対する保証サービスには、そのサービスが存在する場合、製品のライセンサから、該当する保証が提供されるものとします。 

 

Novellは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、権原、または非侵害に関する保

証を含む、いかなる黙示的保証も拒否および排除します。Novellは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、

または約束は一切行いません。Novellは、本ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、本ソフトウェアまた

は本サービスの操作が中断されないことも保証しません。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述

の制限の一部がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法

的区域によって異なる他の権利を持つことがあります。  

 

責任の制限 

 

結果的損失。Novellも、いかなる Novellのライセンサ、子会社または従業員も、逸失利益、事業の中断、データの喪失をはじめと

して、本ソフトウェアまたは本サービスの使用または使用不能に起因する特別損害、偶発的損害、結果的損害、間接的損害、不法

行為、経済的損害または懲罰的損害について、当該損害発生の可能性が告知されていた場合であっても、一切の責任を負わないも

のとします。 

直接的損害。いかなる場合でも、財産に対するまたは人的な直接損害（それが一件の案件または一連の案件におけるかにかかわり

なく）に対する Novellの賠償責任総額は、お客様がクレームの原因となった本ソフトウェアの対価として支払った支払総額の 1.25

倍の金額を限度とします（また、お客様が本ソフトウェアを無償で取得した場合は、50米ドルを限度とします）。前述の除外や制

限は、人命または身体的損害に関連する請求には適用されません。損害に関する除外や制限を認めない法的区域では、Novellの責

任は、その法域で許可される最大限度まで制限または除外されるものとします。 

 

一般条項 

 

期間。本契約は、お客様が合法的に本ソフトウェアを取得した日に有効となり、お客様が本契約の条件に違反した場合に自動的に

終了します。本ソフトウェアがサブスクリプションに基づいてお客様に提供される場合は、本ソフトウェアを所有または使用する

お客様の権利は、該当するサブスクリプション期間の終了時に終了します。本契約または該当するサブスクリプションの期間が終

了次第、本ソフトウェアのオリジナルとすべてのコピーを廃棄するか、または Novellに返却の上、お客様のシステムから本ソフト

ウェアを削除するものとします。 

検証。Novellは、15日前までに事前に通知し、その費用を負担することにより、お客様の通常の営業時間内にお客様による本ソフ

トウェアおよびドキュメンテーションの使用に対する年次監査を実行し、この使用許諾契約に対する準拠を検証できます。お客様

は、ソフトウェアの不当な複製、配布、インストール、使用、またはアクセスを防ぐ手段を社内で実装することに同意するものと

します。また、お客様はこの使用許諾契約に準拠していることを証明できる記録を保持し、Novellの要求に応じて、この記録に基

づき、本ソフトウェアの使用許諾および展開に合理的に関連するコピーの数(製品およびバージョンごと)およびネットワークアー

キテクチャの両方について記述したメトリクスおよびレポートを提供し、その内容を保証することに同意します。お客様は Novell

または権限を与えられた代理人に、監査を実行するために記録、ハードウェア、および従業員へのアクセスを提供するものとしま

す。Novell または権限を与えられた代理人が、お客様の機密情報を保護することに書面によって合理的に同意することを前提とし、

お客様はこのような監査に全面的に協力し、必要な支援と記録およびコンピュータへのアクセスを提供するものとします。監査に

より、お客様が現在または過去にライセンス許諾を受けずに本ソフトウェアのインストール、使用、またはアクセスを行っていた



 

ことが明らかになった場合、不足分ライセンスへの対応に十分なライセンスをすぐに取得するものとします。5%以上の重大なライ

センスの不足が発見された場合、お客様は Novellに監査で発生した費用を払い戻し、通常適用される値引きの利益を受けることな

く、30日以内に必要とされる追加ライセンスを取得するものとします。  

ベンチマークテスト。このベンチマークテストの制限条項は、お客様がソフトウェア開発者またはライセンサーである場合か、お

客様がソフトウェア開発者またはライセンサーの指示によるか、またはその代理として本ソフトウェアのテストを実施する場合に、

お客様に対して適用されます。本ソフトウェアに関するベンチマークテストの結果を第三者に提供または開示する場合は、事前に

Novelから書面による同意を得るものとします。かかる同意は、合理的な理由がない限り留保されません。お客様が本ソフトウェ

アと競合する、または本ソフトウェアと同等の機能を有する製品(以下「競合製品」といいます)のライセンサまたは代理店であっ

て、Novell からの同意なくベンチマークテストの結果を公表または開示した場合は、かかる競合製品の使用許諾条件にかかわらず、

Novellが有することがあるその他の救済に加えて、Novellはかかる製品についてベンチマークテストを実行し、ベンチマーク情報

を公表および開示する権利を有するものとします。お客様は、かかる権利を Novellに付与する権限を有することを本契約により表

明します。 

オープンソース。本契約のいかなる内容も、本ソフトウェアに含まれる任意のオープンソースコードに適用できるオープンソース

ライセンスの下で、お客様が所有する権利または義務、あるいはお客様が準拠する条件に対して、制約、制限、または他の方法に

よる影響を与えないものとします。  

移譲。本契約は、Novellからの書面による事前許可なしに、移譲または譲渡することはできません。 

法令および法域。本契約は、米国ユタ州の法律に準拠します。本契約に関する法的措置はすべて、ユタ州の管轄裁判所にのみ提訴

することができます。ただし、お客様の主たる住居のある国が、欧州連合または欧州自由貿易連合の加盟国である場合、本契約は、

その国の法令により管理され、法的措置は、すべて、その国の管轄裁判所にのみ提訴できます。 

完全合意。本契約は、お客様と Novellの間の完全な理解および合意を規定したものであり、お客様と Novellの権限のある代表者に

よって合意された書面によってのみ、修正または変更できます。ライセンサー、卸売業者、販売店、小売店、再販売業者、販売員、

従業員には、本契約を変更したり、本契約の条項に相違するか追加される表明もしくは約束を行う権限はありません。  

権利放棄。本契約に基づく権利の放棄は、その拘束を受ける当事者の正式な代表者が署名した書面によるのでない限り、有効にな

りません。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。 

可分性。本契約のいずれかの条項が、無効であるかまたは法的強制力がない場合は、その無効性または法的強制力のなさを排除す

るため、その条項に対して、必要な程度まで、解釈の変更、制限、修正、または必要に応じて分離が行われ、本契約の他の条項は

これに影響されません。  

輸出法令準拠。本契約の下で提供される製品または技術情報はすべて、米国の輸出規制および他国の商法の制限を受けます。当事

者は、すべての輸出管理規定に従うこと、および取引対象製品の輸出、再輸出または輸入に必要なライセンスを取得したり、分類

を行うことに同意するものとします。当事者は、現在の米国の輸出除外リストに掲載されている団体にも、米国の輸出管理規定で

指定された輸出禁止国またはテロリスト国にも、輸出または再輸出を行わないことに同意するものとします。当事者は、禁止され

ている核兵器、ミサイル兵器、または生物化学兵器を取引対象製品の最終用途にしないものとします。米国から Novell製品を輸出

する際には、事前に、米国商務省産業安全保障局のWebページ(www.bis.doc.gov)でご確認ください。また、Novellソフトウェア

の輸出の詳細については、http://www.novell.com/company/legal/を参照してください。ご要望があれば、Novellは該当する制限に

ついて詳細な情報を提供します。ただし、Novellは、お客様が必要な輸出承認を取得しないことについては、いなかる責任も負わ

ないものとします。 

米国政府の権利制限。米国政府による使用、複製、開示は、FAR 52.227-14 (June 1987) Alternate III (June 1987)、FAR 52.227-19 

(June 1987)、もしくは DFARS 252.227-7013 (b)(3) (Nov 1995)、または該当するこれらの修正条項に定める制限事項に従うことを

条件とします。請負業者兼製造業者は、Novell, Inc., 1800 South Novell Place, Provo, Utah 84606になります。 

その他。国際物品売買契約に関する国連条約の適用は、明示的に除外されています。 
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**************************************** 

付録 

サードパーティコンポーネント 

(Oracle) 

本ソフトウェアには、Oracle America, Inc. (以下「Oracle」という)製の Novellによって使用許諾されたビューアソフトウェアが含

まれています。本付録の目的において、「プログラム」とは Oracle viewerソフトウェアおよび関連する Oracleコンポーネントを

指します。Oracleは、本プログラムの使用に関して以下に合意することを要求します。  

ご利用条件 

1)本プログラムの使用は、本ソフトウェアの適用範囲およびお客様の内部業務に制限されます。お客様は、お客様の内部業務の代

理として代理業者、請負業者、委託業者、および従業員以外のユーザに本プログラムの使用を許可することができます。お客様は

エンドユーザ使用許諾契約の条件に従い、それらの業者による本ソフトウェアの使用およびエンドユーザ使用許諾契約の順守に責

任を負います。プログラムの物理的管理および管理統制は、エンドユーザ使用許諾契約を執行する法人が保持する必要があります。 

2)禁止事項を以下に記載します。(a)本ソフトウェアによりプログラムが物理装置に組み込まれているときにコンピュータの誤動作

時に一時的に移譲する場合を除き、本プログラムを移譲すること。(b)別の個人または団体にプログラムまたはその所有権を譲渡、

付与、または移譲すること(また、お客様が本プログラムの担保権を付与しても、担保権者に本プログラムを使用または移譲する権

利はありません)。 

3) Oracleまたはそのライセンサは、プログラムに関するあらゆる所有権および知的財産権を保持します。 

4)禁止事項を以下に記載します。(a)レンタル、共同使用、会員サービス、ホスティング、またはアウトソーシング目的でプログラ

ムを使用すること。(b)プログラムマークあるいは Oracleまたはそのライセンサの所有権を示す情報を削除したり変更したりする

こと。(c)サードパーティの業務で使用する目的でエンドユーザがサードパーティに任意の方法でプログラムを利用させること(その

ようなアクセスが特定のプログラムライセンスに対して明示的に許可されている場合を除く)。(d)プログラムのリバースエンジニ

アリング(法律や相互運用の目的で要求される場合を除く)、分解、または逆コンパイルを行うこと(以上の禁止事項にはデータ構造

またはプログラムによって生成される類似の資料の調査も含まれるがそれらに限定されない)。(e)プログラムに関して実施された

ベンチマーク結果を公表すること。 

5)本プログラムまたはその直接の製作品のいずれもが該当法に違反して直接的または間接的に輸出されることがないよう、米国の

あらゆる輸出関連法および規制、ならびに該当するその他の輸出入法に完全に準拠する必要があります。米国統一コンピュータ情

報取引法(Uniform Computer Information Transactions Act)のソフトウェアは除外されます。 

6)本プログラムは本制限付きライセンスに準拠し、本ソフトウェアと組み合わせてのみ使用できることをここに通知します。プロ

グラムの変更は許可されていません。エンドユーザ使用許諾契約の終了時には、お客様は本プログラムおよびその文書のすべての

コピーの使用を中止して破棄するものとします。 

7) Novellが、お客様によるプログラムの利用を監査し、監査結果を Oracleに報告したり、お客様の費用で Oracleがこの監査を実

施したりできることに同意するものとします。本プログラムに関して本契約の第三の受益者として Oracleを指名することに同意す

るものとします。過去に Novellと Oracleの間で合意されていない義務を遂行すること、または法的責任を負うことを Oracleに要

求することはできません。  

8)適用法によって認められる範囲において、Oracle は次の内容に関して一切責任を負いません。(a)間接的、直接的、偶発的、特別、

懲罰的、または結果的なあらゆる損害、および(b)プログラムの使用によって生じる利益、収益、データ、またはデータ使用のあら

ゆる損失。  

9)一部のプログラムには、Oracleが当該プログラムの標準的な出荷として提供するソースコードが含まれる場合があります。かか

るソースコードは本エンドユーザ使用許諾契約の条項に準拠するものとします。一部の Oracleプログラムでの使用に適しているか

必要なサードパーティの技術は、本ソフトウェアの文書または別途通知されている方法で指定されます。当該のサードパーティの

技術は、本エンドユーザ使用許諾契約の条項ではなく、本ソフトウェアの文書または別途通知されている方法で指定されたサード

パーティ使用許諾契約の条項に従って、プログラムでの使用のためにのみ、お客様にライセンス許諾されます。 

(2014年 5月) 

 

 


