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以下の Licence Agreement は、英語版の次に日本語訳が掲載しています。ただし、 Licence Agreement 

は英語版で締結され、英語で解釈されるものであり、日本語訳は、参考のためのものに過ぎず、当事者を拘

束する効力を有するものではありません。 

 
NXPOWERLITE SOFTWARE DEVELOPMENT KIT 

LICENSE AGREEMENT 
 

NOTICE TO USER: PLEASE READ THIS LICENSE CAREFULLY. BY DOWNLOADING 

AND/OR USING ALL OR ANY PORTION OF THE SOFTWARE AND/OR USING A 

SUPPLIED ENCRYPTED KEY YOU ("LICENSEE") ACCEPT THE FOLLOWING TERMS 

FROM NEUXPOWER SOLUTIONS LIMITED ("NEUXPOWER"). YOU AGREE TO BE 

BOUND BY ALL THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS LICENSE. YOU AGREE THAT 

IT IS ENFORCEABLE AS IF IT WERE A WRITTEN NEGOTIATED LICENSE SIGNED BY 

YOU. IF YOU DO NOT AGREE TO THE TERMS OF THIS LICENSE, DO NOT USE THE 

SOFTWARE AND/OR ENCRYPTED KEY. 
 

WHEREAS IT IS HEREBY AGREED AS FOLLOWS: 

When you purchase through OceanBridge Inc.("OB") a license of the Software or the Developed 
Software defined in Clause 1, Clause 1 and attached SCHEDULE A shall not apply, and Maintenance 
and Support Services defined in Clause 1 shall be provided in accordance with Terms and Conditions 
stipulated by Oceanbridge.Inc. 

1. DEFINITIONS 

“Documentation” means the electronic and/or hard copy user manual supplied with the Software and/or on the 

media on which the Software is supplied. 

“Effective Date” means the date of invoice or date of payment, whichever is the earlier. 

“Supported Files” means each of Adobe PDF, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, TIFF, PNG and JPEG files. 

“Software” means the object code form of the Neuxpower software product with which this License Agreement 

is provided together with any bug fixes, enhancements, or other modifications of the Software provided to 
Licensee under a separate maintenance agreement between Licensee and OB. 

"Developed Software" means the computer software products that are developed by or through the use of the 
Software as agreed between Licensee and OB (on behalf of Neuxpower) as evidenced in writing or by e-mail. 

"Authorized Developer" or "Authorized Developers" means either Licensee (if Licensee is an individual) or any 
Licensee employee or contractor who is authorized by Licensee, in accordance with the terms of this Agreement, 
to Use the Software. 

“Use” and “Used” means the use of the Software for designing, testing and creating Developed Software. 

“Maintenance and Support Services” shall mean the optional maintenance and support services set out in 

Schedule A. 
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“Order Confirmation” means an order document, online sales receipt, license confirmation email or invoice 

specifying the Software License Type, Support and Maintenance, Subscription Term and/or Developed Software 
purchased by Licensee hereunder. 

“License Type” means either a Subscription License or a Perpetual License 

“Subscription Term” means the fixed period of time applicable to the subscription license set forth in an 

applicable Order Confirmation for which Licensee is licensed to Use the Software. 

“Subscription Licence” means a license to Use the Software during the Subscription Term. 

“Perpetual Licence” means a permanent (terminable only as provided in Clause 5.1) license to Use the 

Software. 

“License Fee” means the license fee payable by the Licensee to OB, which shall be calculated in accordance 

with the Subscription Term and/or Developed Software at OB ’s license fee charges as published from time to 
time, or as otherwise agreed between Licensee and OB as evidenced in writing or by e-mail. 
  

2. GRANT OF RIGHTS; RESTRICTIONS 

2.1 Subject to all the terms and conditions of this License Agreement, Neuxpower hereby grants Licensee a 
worldwide, nonexclusive, nontransferable license 

 2.1.1  to use the Software to design, develop, and test the Developed Software. 

 2.1.2  to Use the Developed Software on a royalty-free basis for its own internal business use only, 
provided that the Developed Software incorporates the Software as an integral part of the Developed 
Software in machine-language compiled format (customarily an ".exe", or ".dll", etc.). You may not distribute, 
bundle, wrap or subclass the Software as Developed Software which, when used in a "design-time" 
development environment, exposes the programmatic interface of the Software. You may distribute, on a 
royalty-free basis, Redistributable Files with Developed Software only. Users of the Developed Software 
may not use the Software or the Redistributable Files, directly or indirectly, for development purposes.  

          2.1.3 to Use the Software within the constraints of the License Type; 

2.2    An Order Confirmation will identify whether the Licensee is purchasing a Subscription Licence, or Perpetual 
Licence. 

2.2.1 In the case of a Subscription License, the Subscription Term and Developed Software will be identified 
in the Order Confirmation. For the avoidance of doubt, where the Licensee wishes to Use the Software 
beyond the Subscription Term, or to develop additional software, it shall make a request for the same to OB 
and pay the License Fee in accordance with clause 4. 

2.2.2 In the case of a Perpetual License the Developed Software will be identified in the Order Confirmation. 
For the avoidance of doubt, where the Licensee wishes to Use the Software to develop additional software, 
it shall make a request for the same to OB and pay the License Fee in accordance with clause 4. 

 

2.3 The Licensee must at all times ensure that only the Authorized Developers may Use the Software. Use of  

any copy of the Software shall otherwise comply with the terms and conditions in this Agreement. 

2.4 Except as expressly permitted in this License Agreement, Licensee shall not, and shall not permit others to: 
(i) modify, translate, create derivative copies of or copy the Software (other than one backup copy which 
reproduces all proprietary notices), in whole or in part; (ii) reverse engineer, decompile, disassemble or 
otherwise reduce the Software to source code form; (iii) distribute, sublicense, assign, share, timeshare, 
sell, rent, lease, grant a security interest in, use for service bureau purposes, or otherwise transfer the 
Software or Licensee’s right to use the Software;  (iv) remove or modify any copyright, trademark, or other 
proprietary notices of Neuxpower affixed to the media containing the Software or contained within the 
Software; or (v) use the Software in any manner not expressly authorised by this License Agreement.   
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2.5 Licensee agrees, subject to reasonable prior notice, to give Neuxpower such access and assistance to 
Licensee’s systems as may be necessary to confirm the Licensee’s compliance with the restrictions set out 
hereunder. 

2.6 If Licensee is a civilian agency of the United States Government then the following provision applies: For 
acquisition by or on behalf of civilian agencies, as necessary to obtain protection substantially equivalent to 
that afforded to restricted computer software and related documentation developed at private expense and 
which is existing computer software no part of which was developed with government funds and provided 
with Restricted Rights in accordance with subparagraphs (a) through (d) of the ‘Commercial Computer 
Software – Restricted Rights’ clause at 48 CFR 52.227-19 of the Federal Acquisitions Regulations (“FAR”) 
and its successors. 

2.7 If Licensee is the U.S. Department of Defense or a unit thereof then the following provision applies: For 
acquisition by or on behalf of the Department of Defense (“DoD”) as necessary to obtain protection 
substantially equivalent to that afforded to commercial computer software and related documentation 
developed at private expense and provide with Restricted Rights as defined in DoD FAR Supplement 48 
CFR 252.227-7013(c)(1)(ii) and its successors in effect for all solicitations and resulting contracts issued on 
or after May 18, 1987. 

3. PROPRIETARY RIGHTS 

3.1 Neuxpower has sole and exclusive ownership of all right, title, and interest in and to the Software, including 
all copyright and any other intellectual property rights therein.  This License Agreement conveys a limited 
license to use the Software and shall not be construed to convey title to or ownership of the Software to 
Licensee.  All rights in and to the Software not expressly granted to Licensee are reserved by Neuxpower. 

3.2  Licensee agrees that the third party licensors are the owners of certain proprietary information and 
intellectual property rights included in the software into which the Datalogics or any other third party licensor 
products are integrated. Such third party licensors are third party beneficiaries entitled to enforce their rights 
and may seek appropriate legal and equitable remedies for licensee’s breach of these obligations. 

3.3 Licensee acknowledges receipt (both embedded in the integrated software and in the media) of the 
proprietary notices of the following companies: Datalogics, Inc.; Adobe Systems Incorporated and its 
licensors; ICU; IBM Corporation; Thai Open Source Software Center Ltd., and Clark Cooper; Expat 
Maintainers; Silicon Graphics Computer Systems, Inc.; Hewlett-Packard Company; SunSoft, Inc.; Silicon 
Graphics, Inc.; and, Apple Computer, Inc. A copy of these notices is attached to this License Agreement as 
Schedule B. 

4. LICENCE FEE 

In consideration for the license granted to Licensee hereunder, Licensee shall pay the License Fee to OB in 

accordance with a separate agreement between Licensee and OB. 

5. TERM AND TERMINATION 

5.1 This License Agreement shall commence on the Effective Date and continue in effect indefinitely, unless 
terminated in accordance with this Clause 4.1. If either party breaches this License Agreement in any 
material respect, the other party may give written notice to the breaching party of its intent to terminate, and 
if such breach is not cured within thirty (30) days after the breaching party’s receipt of such notice, this 
License Agreement shall terminate without any further notice required (but no cure period is required for 
any breach that cannot be cured).  With respect to free, demonstration, beta, or evaluation versions, 
Neuxpower may limit the Term as provided when those versions are supplied to you (e.g., “30-day trial 
version”), also subject to the termination provisions of this Section 4. 

5.2 Upon any termination of this License Agreement, (a) the rights and licenses granted to Licensee herein 
shall terminate; (b) Licensee shall cease all use of the Software; (c) Licensee shall return to Neuxpower all 
copies of the Software and Documentation in Licensee’s possession or under its control; and (d) Licensee 
shall certify in writing to Neuxpower its compliance with the foregoing.  Clauses 1, 3, 4.2, 5, 6, and 7 shall 
survive any termination of this License Agreement. 
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6. REPRESENTATIONS AND WARRANTIES 

6.1 Neuxpower warrants that the Software will function materially in accordance with the Documentation for a 
period of ninety (90) days from the Effective Date. Neuxpower shall have no obligation to provide ongoing 
support or maintenance services to Licensee unless the parties enter into a separate Support and 
Maintenance agreement or the Licensee has a Subscription License and the services are requested during 
the Subscription Term. 

6.2  The above warranty is conditional upon the Licensee complying with the Minimum Requirements. 

6.3 THE WARRANTIES SET FORTH IN THIS CLAUSE 5 ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER 
WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND ANY 
WARRANTIES ARISING BY STATUTE OR OTHERWISE IN LAW OR FROM COURSE OF DEALING, 
COURSE OF PERFORMANCE, OR USE OF TRADE, ALL OF WHICH ARE HEREBY EXCLUDED AND 
DISCLAIMED. 

6.4   The Licensee hereby represents that it shall (i) comply with all applicable local and foreign laws and 
regulations which may govern the use of the Software, and (ii) use the Software only for lawful purposes 
and in accordance with the terms of this License Agreement. 

7. LIMITATION OF LIABILITY 

7.1 LICENSEE’S SOLE REMEDY WITH RESPECT TO ANY CLAIMS ARISING OUT OF THIS LICENSE 
AGREEMENT SHALL BE LIMITED IN THE AGGREGATE TO THE MONIES PAID BY LICENSEE TO 
NEUXPOWER UNDER THIS LICENSE AGREEMENT DURING THE TWELVE (12) MONTH PERIOD 
PRECEDING THE EVENT GIVING RISE TO SUCH LIABILITY.  

7.2 IN NO EVENT SHALL NEUXPOWER BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, INCIDENTAL, OR 
CONSEQUENTIAL DAMAGES, INCLUDING LOSS OF PROFITS AND GOODWILL, BUSINESS OR 
BUSINESS BENEFIT, OR THE COST OF PROCUREMENT OF SUBSTITUTE PRODUCTS BY 
LICENSEE EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  IN NO CIRCUMSTANCES 
SHALL NEUXPOWER BE LIABLE FOR ANY FAILURE OF THE SOFTWARE TO PERFORM IN 
ACCORDANCE WITH THE DOCUMENTATION, OR AT ALL, RESULTING FROM A FAILURE BY THE 
LICENSEE TO COMPLY WITH THE MINIMUM REQUIREMENTS.  ADDITIONALLY, LICENSEE 
ACKNOWLEDGES THAT WHILST THE SOFTWARE MAY BE USED IN COMBINATION WITH THIRD 
PARTY SOFTWARE, NEUXPOWER BEARS NO LIABILITY, HOWSOEVER ARISING, FOR ANY LOSS, 
DAMAGE OR COST THAT ARISES FROM A FAILURE OF THE SOFTWARE TO INTEGRATE WITH 
LICENSEE OR THIRD PARTY SOFTWARE. 

8. EXPORT RULES 

Licensee agrees that the Software will not be shipped, transferred or exported into any country or used in 
any manner prohibited by the laws of the United States Export Administration Act or any other export laws, 
restrictions or regulations (collectively the “Export Laws”).  In addition, if the Software is identified as export 
controlled items under the Export Laws, Licensee represents and warrants that Licensee is not a citizen, or 
otherwise located within, an embargoed nation (including without limitation Iran, Irag, Syria, Sudan, Libya, 
Cuba, North Korea and Serbia) and that Licensee is not otherwise prohibited under the Export Laws from 
receiving the Software.  All rights to use the Software are granted on condition that such rights are forfeited 
if Licensee fails to comply with the terms of this End User Agreement. 

9. GENERAL 

9.1 Licensee shall not assign this License Agreement, in whole or in part, without the written consent of 
Neuxpower. 

9.2 This License Agreement and its performance shall be governed by and construed in accordance with and 
the parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the laws of England and Wales. 

9.3 Licensee agrees that because of the unique nature of the Software and Neuxpower’s proprietary rights 
therein, a demonstrated breach of this License Agreement by Licensee would irreparably harm Neuxpower 
and monetary damages would be inadequate compensation.  Therefore, Licensee agrees that Neuxpower 
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shall be entitled to preliminary and permanent injunctive relief, as determined by any court of competent 
jurisdiction to enforce the provisions of this License Agreement. 

9.4 If any provision of this License Agreement is declared void, illegal, or unenforceable, the remainder of this 
License Agreement will be valid and enforceable to the extent permitted by applicable law.  In such event, 
the parties agree to use their best efforts to replace the invalid or unenforceable provision by a provision 
that, to the extent permitted by the applicable law, achieves the purposes intended under the invalid or 
unenforceable provision. 

9.5 Any failure by any party to this License Agreement to enforce at any time any term or condition under this 
License Agreement will not be considered a waiver of that party’s right thereafter to enforce each and every 
term and condition of this License Agreement. 

9.6 Neither party will be responsible for delays resulting from circumstances beyond the reasonable control of 
such party, provided that the nonperforming party uses reasonable efforts to avoid or remove such causes 
of nonperformance and continues performance hereunder with reasonable dispatch whenever such causes 
are removed. 

9.7 This License Agreement, together with Neuxpower’s then current price list, where applicable, and all 
agreements in writing between the parties in respect of the License Fee (i) constitutes the entire agreement 
and understanding between the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes all prior 
agreements, oral and written, made with respect to the subject matter hereof, and (ii) cannot be altered 
except by agreement in writing executed by an authorised representative of each party.  No purchase order 
and/or standard terms of purchase provided by Licensee shall supersede this License Agreement. 

9.8 If Licensee does not agree to the terms of this License Agreement, Licensee may obtain a refund of the 
amount paid for the Software if Licensee: (a) does not use the Software and the accompanying items 
(including all electronic materials, documents etc) and (b) notifies Neuxpower in writing of the non 
acceptance of this License Agreement, with proof of payment, at the address set out below within 30 days 
of the purchase date. 

 

 
Neuxpower Solutions Limited. 124 City Road, London, EC1V 2NX, UK. www.neuxpower.com 
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SCHEDULE A 
MAINTENANCE AND SUPPORT TERMS 

 

DEFINITIONS 

"Additional Charges" means additional sums which may be charged under these Support Terms in accordance 
with Neuxpower’s rates from time to time for work undertaken on a time and materials basis; 
 
“Effective Date” means the date set out in the Schedule on which maintenance commences; 
 
“Fault” means either (a) a failure of the Software to perform in accordance with the Documentation; or (b) a 
cessation, interruption or degradation of the usual functionality of the Software; 
 
"License" means the license agreement pursuant to which the Licensee is authorised by Neuxpower to use the 
Software; 
 
"Maintenance Release" means (i) any corrected version of the Software from time to time issued by Neuxpower; 
(ii) any maintenance and/or new release of the Software from time to time issued by Neuxpower; 
 
"New Release" means any improved or modified version of any of the Software from time to time issued by 
Neuxpower; 
 
"Services" means the provision of support in respect of the Software by Neuxpower pursuant to these Support 
Terms; 
 
"Software" means the Software specified in the Schedule to be supported pursuant to these Support Terms; 
"Support Fee" shall mean the periodic charge for the relevant service specified in the Schedule as increased from 
time to time pursuant to clause 3.3; 
 
"Support Terms" means these terms and conditions of maintenance and support; 
 
“Authorised Representative” means a member of the Licensee’s staff notified to Neuxpower as being an 
authorised Licensee contact for reporting Faults to Neuxpower and receiving Fault rectifications; 
 
“Weekends” shall mean Saturday and Sunday. 
 
“Working Day” means all days excluding Weekends and public holidays. 

2. PROVISION OF SERVICES 

2.1  Perpetual Licence. On payment of the Support Fee in accordance with clause 3 below Neuxpower shall 
provide the Services to the Licensee upon these Support Terms for the period to which that payment 
relates. 

2.2  Subscription Licence. Neuxpower shall provide the Services to the Licensee upon these Support Terms 
during the Subscription Term. Subscription Licence fees include Support and Maintenance. 

3. FEES 

3.1 The Support Fee shall be payable by the Licensee annually in advance and within 14 days of receipt of 
Neuxpower’s invoice therefor. The Support Fee is exclusive and net of value added tax and any other 
sales tax that the Licensee will be additionally liable to pay. 

3.2 Neuxpower reserves the right to charge the Licensee interest in respect of the late payment of any sum 
due under these Support Terms at the rate of 4 per cent per annum above the base rate from time to 
time of Barclays Bank PLC from the due date therefor until payment. 

3.3 Neuxpower shall be entitled to increase the Support Fee by giving to the Licensee not less than 90 days 
prior written notice such notice to expire on an anniversary of Effective Date. Notwithstanding the 
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foregoing, no increase in Support Fees shall take effect in respect of any period for which the Licensee 
has paid in advance. 

4. TECHNICAL SUPPORT 

4.1 The Services provided by Neuxpower comprise the following:- 

4.1.1 the provision of advice by email on a priority basis on the use of the Software; 

4.1.2 the diagnosis of Faults in the Software and instructions as to the rectification of such Faults by 
email on a priority basis; 

4.1.3 the creation and dispatch to the Licensee of Maintenance Releases. 

4.2 The Licensee shall supply by email to Neuxpower a detailed description of any Fault requiring the 
Support Services and the circumstances in which it arose forthwith upon becoming aware of the same. 

4.3 Neuxpower shall use its reasonable endeavours to respond to the Licensee within 2 Working Days of a 
request for Services. This response shall include an initial analysis of the reported Fault.  Thereafter, 
Neuxpower shall use its reasonable endeavours to provide a rectification to the Fault as soon as 
reasonably possible thereafter. 

4.4 The Services shall not include the diagnosis and rectification of any Fault resulting from: 

4.4.1 the improper use operation or neglect of the Software or the equipment upon which it is run: 

4.4.2 the modification of the Software or its merger (in whole or in part) with any other software except 
as permitted by the License; 

4.4.3 the failure by the Licensee to implement Maintenance Releases or recommendations in respect 
of or solutions to Faults previously advised by Neuxpower; 

4.4.4 any repair adjustment alteration or modification of the Software by any person other than 
Neuxpower or an agent of Neuxpower without Neuxpower’s prior consent; 

4.4.5 the use of the Software for a purpose for which it was not designed; 

4.4.6 rectification of lost or corrupted data arising for any reason other than Neuxpower’s own 
negligence; 

4.4.7 loss or damage caused directly or indirectly by operator error or omission; 

4.4.8 a fault in Licensee or third party software or applications or any upgrade or new release in 
respect thereof; 

4.4.9 a fault in the equipment or in any other software operating in conjunction with or closely with the 
Software. 

4.5 Neuxpower shall upon request by the Licensee provide Support notwithstanding that the Fault results 
from any of the circumstances described in clause 4.4 above or shall provide Support to the Licensee in 
circumstances which are not covered by these Support Terms. Neuxpower shall in such circumstances 
be entitled to levy Additional Charges monthly in arrears and shall be paid by the Licensee (together with 
value added tax thereon) within 14 days of receipt of an invoice in respect of such Additional Charges. 

4.6 All email contact with Neuxpower should be to the following email address unless the Licensee is notified 
to the contrary by Neuxpower: support@neuxpower.com. 

mailto:support@neuxpower.com
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SCHEDULE B 

COPYRIGHT NOTICES 

1. The following copyright notices pertain to all operating system platforms of Datalogics Software and 
Adobe Software: 

Copyright 2000-2008 Datalogics, Inc. 

Copyright 1984-2007 Adobe Systems Incorporated and its licensors.  All rights reserved. 

- - - ICU - - - 

ICU License – ICU 1.8.1 and later 

COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE 

Copyright (c) 1995-2002 International Business Machines Corporation and others.  All rights reserved. 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the 
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or sell copies of the Software, and to permit 
persons to whom the Software is furnished to do so, provided that the above copyright notice(s) and this 
permission notice appears in all copies of the Software and that both the above copyright notice(s) and this 
permission notice appear in supporting documentation. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL 
THE COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR ANY CLAIM, OR 
ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER 
RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, 
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE 
OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. 

Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or 
otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the 
copyright holder. 

All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective owners 

- - - Expat - - - 

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd. and Clark Cooper 

Copyright (c) 2001, 2002, 2003 Expat maintainers. 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the 
rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to 
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of 
the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR 
COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN 
AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION 
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

- - - STL - - - 

Copyright (c) 1996 

Silicon Graphics Computer Systems, Inc. Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software 
and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright 
notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting 
documentation.  Silicon Graphics makes no representations about the suitability of this software for any 
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purpose. It is provided “as is” without express or implied warranty. 

Copyright (c) 1994 

Hewlett-Packard Company 

Permission to use, copy, modify, distribute and sell this software and its documentation for any purpose is 
hereby granted without fee, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that 
copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. Hewlett-Packard Company 
makes no representations about the suitability of this software for any purpose. It is provided “as is” without 
express or implied warranty. 

- - - ICC - - - 

Copyright (c) 1994-1996 SunSoft, Inc. Rights Reserved 

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated 
documentation files (the “Software”), to deal in the Software without restriction, including without limitation the 
rights to use, copy, modify, merge, publish distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to 
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: 

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of 
the Software. 

THE SOFTWARE IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, 
INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL SUNSOFT, INC. OR ITS 
PARENT COMPANY BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN 
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH 
THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. 

Except as contained in this notice, the name of SunSoft, Inc. shall not be used in advertising or otherwise to 
promote the sale, use or other dealings in this Software without written authorization from SunSoft Inc. 

- - - OpenGL - - - 

(c) Copyright 1993, Silicon Graphics, Inc. 

ALL RIGHTS RESERVED 

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose and without fee is hereby 
granted, provided that the above copyright notice appear in all copies and that both the copyright notice and 
this permission notice appear in supporting documentation, and that the name of Silicon Graphics, Inc. not 
be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific, written prior 
permission. 

THE MATERIAL EMBODIED ON THIS SOFTWARE IS PROVIDED TO YOU “AS-IS” AND WITHOUT 
WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, 
ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  IN NO EVENT 
SHALL SILICON GRAPHICS, INC. BE LIABLE TO YOU OR ANYONE ELSE FOR ANY DIRECT, SPECIAL, 
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES 
WHATSOEVER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, LOSS OF PROFIT, LOSS OF USE, SAVINGS OR 
REVENUE, OR THE CLAIMS OF THIRD PARTIES, WHETHER OR NOT SILICON GRAPHICS, INC. HAS 
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH LOSS, HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF 
LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE POSSESSION, USE OR PERFORMANCE 
OF THIS SOFTWARE. 

US Government Users Restricted Rights 

Use, duplication, or disclosure by the Government is subject to restrictions set forth in FAR 52.227.19(c)(2) or 
subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.227-
7013 and/or in similar or successor clauses in the FAR or the DOD or NASA FAR Supplement. Unpublished-
- rights reserved under the copyright laws of the United States. Contractor/manufacturer is Silicon Graphics, 
Inc., 2011 N. Shoreline Blvd., Mountain View, CA 94039-7311. 

OpenGL™ is a trademark of Silicon Graphics, Inc. 
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 NXPOWERLITE ソフトウェア開発キット 
ライセンス契約 

 
ユーザーへの注意：このライセンスを注意深くお読み下さい。本ソフトウェアの全部又は一部

をダウンロード及び／又は使用すること、並びに／又は提供を受けた暗号化されたキーを使用

することによって、あなた（以下「ライセンシー」といいます。）は NEUXPOWER 

SOLUTIONS LIMITED (以下「NEUXPOWER」といいます。)の以下の条件を受け入れたこと

となります。あなたはこのライセンスの全ての諸条件に拘束されることに合意するものとしま

す。あなたは、それがあなたによって署名された、書面による、交渉のなされたライセンスで

あるかのごとくに、執行力を有することに合意するものとします。このライセンスの条件に同

意しない場合、本ソフトウェア及び／又は暗号化されたキーを使用しないでください。 

 

ここに以下のとおり合意される： 

お客様が株式会社オーシャンブリッジ（以下「OB」といいます。）を通じてセクション 1 に定める

「本ソフトウェア」又は「開発ソフトウェア」のライセンスを購入する場合、セクション 1 における

「メンテナンス・サポートサービス」の記載及び別紙 A は適用されず、メンテナンス・サポートサー

ビスは株式会社オーシャンブリッジが定める規約に従って提供されるものとします。 

1. 定義 

「本ドキュメント」とは、本ソフトウェアとともに提供される、及び／又は本ソフトウェアの提供媒体に含まれ

る、電子的な及び／又は紙による複製のユーザーマニュアルを意味します。 

 

「発効日」とは、請求書の日付又は支払の日のいずれか早い方を意味します。 

「サポート対象ファイル」とは、Adobe PDF、Microsoft Word、Excel、PowerPoint、TIFF、PNG 及び JPEG の

各ファイルを意味します。 

 

「本ソフトウェア」とは、このライセンス契約が付随する、オブジェクトコード形態の Neuxpower のソフトウ

ェア製品、及びライセンシーと OB 間の別途のメンテナンス契約に基づき提供される本ソフトウェアのバグ修正、

拡張又はその他の修正を意味します。 

 

「開発ソフトウェア」とは、本ソフトウェアによって又はその使用を通じて開発されるコンピューターソフトウ

ェア製品であって、ライセンシーと OB（Neuxpower の代理）との間で同意（書面又は電子メールによって証明

できる同意とします。）したものを意味します。 

 

「許可開発者」とは、ライセンシー（ライセンシーが個人の場合）、又はライセンシーによって本契約の条件に

従って本ソフトウェアの「使用」を許可された、ライセンシーの従業員若しくは受託者を意味します。 

 

「使用」とは、開発ソフトウェアの設計、テスト及び創作のために本ソフトウェアを使用することを意味します。 

 

「メンテナンス・サポートサービス」とは、別紙 A に記載されたメンテナンス及びサポートのサービスを意味し

ます。 
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「注文確認書」とは、ライセンシーに購入された、本ソフトウェアのライセンスタイプ、サポート及びメンテナ

ンス、サブスクリプション期間並びに／又は許可数を特定した注文書、オンラインのレシート、ライセンス確認

の電子メール又は請求書を意味します。 

 

「ライセンス タイプ」とは、サブスクリプションライセンス又は無期限ライセンスのいずれかを意味します。 

 

「サブスクリプション期間」とは、本ソフトウェアの「使用」を許可されたライセンシーの注文確認書に記載さ

れているサブスクリプションライセンスに適用される一定期間を意味します。 

 

「サブスクリプション ライセンス」とは、サブスクリプション期間中に本ソフトウェアを「使用」するためのラ

イセン スを意味します。 

 

「無期限ライセンス」とは、（セクション 5.1 に従ってのみ解除できる）本ソフトウェアを「使用」するための

永続的なライセンスを意味します。 

 

「ライセンス料金」とは、ライセンシーが OB に支払うべきライセンス料金を意味し、サブスクリプション期間

及び/又は開発ソフトウェアに応じて、随時公表される OB のライセンス料金で計算される、又は書面もしくは電

子メールで証明されたライセンシーと OB の間のその他の合意により決定されるものとします。 

 

2. 権利の許諾：制限 

2.1 本ライセンス契約の諸条件に従って、Neuxpower はライセンシーに対し、以下の事項にかかる、全世界の、

非独占的な、譲渡不能のライセンスを許諾します。 

 2.1.1  開発ソフトウェアの設計、開発及びテストのために本ソフトウェアを使用すること 

 2.1.2  開発ソフトウェアに機械語のコンパイルされたフォーマット（通例.exe や.dll など）で本ソフト

ウェアが不可欠な部分として組み込まれることを条件として、開発ソフトウェアを、ロイヤリティーの支

払義務を負うことなく、内部的な事業での利用のためにのみ「使用」すること。あなたは、「設計時の」

開発環境に使用されると本ソフトウェアのプログラマチック・インターフェースをさらしてしまうような

開発ソフトウェアとして、本ソフトウェアの頒布、バンドル、包装、サブクラス作成を行うことはできま

せん。あなたは、ロイヤリティーの支払義務を負うことなく、開発ソフトウェアとともにのみ、再頒布可

能ファイルを頒布することができます。開発ソフトウェアのユーザーは、本ソフトウェア又は再頒布可能

ファイルを、直接又は間接に、開発目的で使用することはできません。 

          2.1.3  本ソフトウェアをライセンス タイプの制約範囲内で「使用」すること 

2.2    注文確認書によって、ライセンシーがサブスクリプションライセンス、無期限ライセンスのいずれを購入

するかが特定されることとします。 

2.2.1 サブスクリプションライセンスの場合、サブスクリプション期間及び開発ソフトウェアは、注文

確認書で明記されます。疑問を避けるため、ライセンシーがサブスクリプション期間を超えて本ソフトウェ

アを「使用」すること、又は追加のソフトウェアを開発することを希望する場合、ライセンシーは OB にそ

の旨を申請し、セクション 4 に従ってライセンス料を支払わなければなりません。  

2.2.2  無期限ライセンスの場合、開発ソフトウェアは注文確認書において特定されます。ライセンシー

が本ソフトウェアを「使用」して追加のソフトウェアを開発することを希望する場合、疑問を回避するため

に、ライセンシーはセクション 4 に従って OB に依頼し、ライセンス料を支払わなければなりません。 

2.3 ライセンシーは、常に、許可開発者にしか本ソフトウェアを「使用」させないようにしなければなりませ

ん。また本ソフトウェアの複製物の「使用」は、本契約の諸条件に即するものとします。 

2.4 本ライセンス契約で明確に許容されている場合を除き、ライセンシーは以下の行為を行い又は第三者に行

わせてはなりません：(1)本ソフトウェアの修正、翻訳、二次的複製物の創作又は複製（全ての権利表示を

再現した、バックアップのための 1 個の複製を除く。）、(2)本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、

逆コンパイル、逆アセンブル又はソースコードを抽出するその他の行為、(3)本ソフトウェア又は本ソフト
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ウェアを使用するライセンシーの権利の頒布、サブライセンス、譲渡、共有、タイムシェア、販売、貸与、

リース、担保設定、サービスビューロー目的への利用又はその他の移転、(4)本ソフトウェアを格納する媒

体に記載される、又は本ソフトウェアに含まれる著作権、商標又はその他の Neuxpower の権利表示を除去

又は修正すること、(5)本ソフトウェアを本ライセンス契約で明示的に許可されていない態様で使用するこ

と 

2.5 ライセンシーは、合理的な事前通知がなされることを前提として、Neuxpower に対し、ライセンシーによ

る本契約に規定された制限事項の遵守を確認するために必要な、ライセンシーのシステムへのアクセスを

認め、補助を行うものとします。 

2.6 ライセンシーがアメリカ合衆国政府の民間機関（civilian agency）である場合、以下の規定が適用されま

す。：民間機関（civilian agency）による又はそのための取得について、民間の費用で開発され、かつ 政

府の資金によって開発された部分のない既存のコンピューターソフトウェアである、制限されたコンピュ

ーターソフトウェア及び関連する文書に付与されるのと実質的に同等の保護を得るのに必要な範囲で、

Federal Acquisitions Regulations （以下「FAR」といいます。）及びその承継法令の 48 CFR 52.227-19 に

ある「Commercial Computer Software – Restricted Rights」条項の(a)から(d)の定めに基づいて Restricted 

Rights が提供される。 

2.7 ライセンシーがアメリカ合衆国国防総省又はその部署である場合、以下の規定が適用されます。：国防総

省（以下「DoD」といいます。）による又はそのための取得について、民間の費用で開発された、商用コ

ンピューターソフトウェア及び関連する文書に付与されるのと実質的に同等の保護を得るのに必要な範囲

で、1987 年 5 月 18 日以後になされる全ての勧誘及び成立する契約に対して効力を有する DoD FAR 

Supplement 48 CFR 252.227-7013(c)(1)(ii)及びその承継規定に定義される Restricted Rights を提供する。 

 

3. 財産権 

3.1 Neuxpower は、本ソフトウェアにかかる、著作権その他の知的財産権を含む、全ての権利、権限及び利益

の単独かつ独占的な所有者です。本ライセンス契約は、本ソフトウェアを使用する限定的な権利を付与す

るものであり、ライセンシーに本ソフトウェアの権限や所有権を譲渡するものではありません。明示的に

ライセンシーに付与されていない本ソフトウェアにかかる全ての権利は、Neuxpower に留保されます。 

3.2  ライセンシーは、本ソフトウェアに含まれる一定の機密情報及び知的財産権を第三者ライセンサーが有し

ており、Datalogics やその他の第三者ライセンサーの製品が本ソフトウェアに組み込まれていることに同

意するものとします。かかる第三者ライセンサーは、その権利を執行することのできる第三者受益者であ

り、ライセンシーによるこの契約の義務の違反に対して、適法かつ公正である適切な救済措置を求めるこ

とができます。 

3.3 ライセンシーは、以下の会社の権利表示を受けたこと（組み入れられたソフトウェアへの組み込み及び媒

体への組み込みの双方によって）を確認するものとします。：Datalogics, Inc.、Adobe Systems 

Incorporated 及びそのライセンサー、ICU、IBM Corporation、Thai Open Source Software Center Ltd., 及

び Clark Cooper 、 Expat Maintainers 、 Silicon Graphics Computer Systems, Inc. 、 Hewlett-Packard 

Company、SunSoft, Inc.、Silicon Graphics, Inc.並びに Apple Computer, Inc： これらの表示の写しは本

ライセンス契約に別紙 B として添付されます。 

 

4. ライセンス料金 

 本契約に基づきライセンシーに許諾される対価として、ライセンシーはライセンシーと OB との間の各契

約に従って、OB に対してライセンス料を支払うものとします。 

5. 期間及び解除 
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5.1 本ライセンス契約は、発効日に効力生じ、このセクション 4.1 に従って解除されない限り、無期限に効力

を有します。一方の当事者が本ライセンス契約に重要な点で違反した場合、他方当事者は違反した当事者

に対して解除の意思を書面により通知することができ、違反した当事者が当該通知を受領してから 30 日以

内に当該違反を是正しない場合には、本契約は更なる通知を要することなく終了します（但し是正不能な

違反については、是正期間は不要です。）。無料版、デモ版、ベータ版又は評価版については、

Neuxpower は、あなたへのこれらの版の提供時に定めるとおり、期間を限定することができ（「30 日間

試用版」のように）、この場合も本セクション 4 の解除規定が適用されます。 

5.2 本契約が終了した場合、(a)本契約においてライセンシーに付与された権利及びライセンスは終了し、(b)ラ

イセンシーは本ソフトウェアの使用を終了しなければならず、(c)ライセンシーは Neuxpower に、ライセ

ンシーが保有し又はその支配下にある本ソフトウェア及び本ドキュメントの複製の全てを返還しなければ

ならず、(d)ライセンシーは以上の事項の遵守を書面で Neuxpower に対して保証しなければなりません。

セクション 1、3、4.2、5、6 及び 7 は、本ライセンス契約の終了後も存続するものとします。 

6. 表明及び保証 

6.1 Neuxpower は、発効日から 90 日間、本ソフトウェアが本ドキュメントに実質的に従って機能することを

保証します。当事者間で別途メンテナンスの契約を締結する、又はライセンシーがサブスクリプションラ

イセンスを有し、サブスクリプション期間中にサービスが要求されない限り、Neuxpower はライセンシー

に継続的なサポート又はメンテナンスのサービスを提供する義務を負いません。 

6.2  上記の保証は、ライセンシーが最低条件を遵守することを条件とします。 

6.3 本セクション 5 に定める保証は、唯一のものであり、他のあらゆる明示又は黙示の保証（商業的有用性、

特定目的への適合性にかかる黙示の保証、法の定めによる保証若しくはその他法令に定めのある保証又は

取引の過程、履行の過程若しくは業界慣行に起因する保証（これらは全て本契約において排除され免責の

対象となります。）を含み、これらに限定されません。）に代わるものとします。 

6.4   ライセンシーは本契約において、(1)本ソフトウェアに適用される現地及び海外の法令及び規制の全てを遵

守すること、及び(2)本ソフトウェアを適法な目的のみに、かつ本契約の条件に従って使用することを、表

明するものとします。 

7. 責任の制限 

7.1 本ライセンス契約に基づくあらゆるクレームに関するライセンシーの唯一の救済手段は、合計で、その責

任の原因発生に先立つ 12 ヶ月間において本ライセンス契約に基づきライセンシーから Neuxpower に支払

われた金額に限定されるものとします。 

7.2 いかなる場合でも、Neuxpower は、特別の、間接的な、偶発的な、又は結果的な損害（利益及び信用、事

業若しくは事業利益の喪失、又はライセンシーによる代替製品の調達コストを含みます。）について、か

かる損害の可能性を知らされていた場合でも、責任を負わないものとします。いかなる場合でも、

Neuxpower は、本ソフトウェアが本ドキュメントに従って動作しなかったことについて責任を負わないも

のとし、またライセンシーが最低条件を遵守しなかったことに起因するあらゆる事項について責任を負わ

ないものとします。更に、本ソフトウェアが第三者のソフトウェアと組み合わせて使用されることがある

としても、Neuxpower は本ソフトウェアがライセンシー又は第三者のソフトウェアと統合されないことに

よって生じる損失、損害又は費用について、どのような責任を負いません。 

8. 輸出規制 

ライセンシーは United States Export Administration Act 若しくはその他の輸出に関する法令、規制若しく

は規則（以下総称して「輸出法令」といいます。）において禁止される国に対して、又は輸出法令におい

て禁止される態様において、本ソフトウェアを輸送、移転又は輸出してはならないことに同意します。こ

れに加えて、本ソフトウェアが輸出法令によって輸出規制品目に指定される場合、ライセンシーは、ライ

センシーが通商禁止対象国（イラン、イラク、シリア、スーダン、リビア、キューバ、北朝鮮及びセルビ

アを含み、これらに限定されない。）の市民でなくまたそこに所在していないこと、及びライセンシーが



SDK-LIC-1 

輸出法令において本ソフトウェアの受領を禁止されていないことを、表明し、保証するものとします。本

ソフトウェアを使用する権利の全ては、ライセンシーがこのエンドユーザー契約の条件に違反した場合に

はその権利が剥奪されることを前提に付与されるものです。 

9. GENERAL 一般条項 

9.1 ライセンシーは、Neuxpower の書面の承諾なしに、本ライセンス契約の全部又は一部を譲渡することはで

きません。 

9.2 本ライセンス契約及びその履行は、イングランド及びウェールズの法令に準拠し、それに従って解釈され

るものとし、各当事者は、かかる法令が排他的に適用されることを認めるものとする。 

9.3 本ソフトウェアの特性及び本ソフトウェアに含まれる Neuxpower の財産権のため、ライセンシーによる証

明された本ライセンス契約違反は Neuxpower に回復不能な損害をもたらし、金銭の損害賠償では十分でな

くなることに、ライセンシーは同意するものとします。よって、ライセンシーは、Neuxpower が管轄権を

有する裁判所の決定するところにより、本ライセンス契約の規定を強制する暫定的及び恒久的な差止によ

る救済を受ける権利を有することに同意するものとします。 

9.4 本ライセンス契約のいずれかの条項が無効、違法又は執行不能とされた場合、本ライセンス契約の残部は

適用法令上許容される範囲で有効かつ執行可能となるものとします。この場合、各当事者は、当該無効又

は執行不能な条項を、当該無効又は執行不能な条項で意図された目的を適用法令上許容される範囲で達成

できるような条項に置き換えるよう、最善の努力を払うものとします。 

9.5 本ライセンス契約の当事者が本ライセンス契約の諸条件をいかなる時において執行しなかった場合でも、

本ライセンス契約のいかなる諸条件についても、その後当該当事者が執行することを放棄したものとはみ

なされないものとします。 

9.6 いずれも当事者も、当該当事者の合理的な支配を超える事情に起因する遅延について責任を負わないもの

とします。但し、履行しない当事者は、当該不履行の原因を回避又は除去すべく合理的な努力を払い、当

該原因が除去された場合には合理的な尽力をもって本契約の履行を継続するものとします。 

9.7 本契約にあらわれる商標は、イングランド及びウェールズ、アメリカ合衆国及び／又はその他の国におけ

るそれぞれの権利者の登録商標又は商標です。 

9.8 本ライセンス契約（該当がある場合は、Neuxpower のその時点の現行価格リストとともに）、及びライセ

ンス料金に関する当事者間の全ての書面による合意は、(1)本契約の目的事項に関する当事者間の完全な合

意及び理解を構成し、本契約の目的事項に関してなされた口頭及び書面のあらゆる事前の合意に優先する

ものとし、(2)各当事者の権限ある代表者による書面による合意によらずしては、変更できないものとしま

す。ライセンシーが提供する、いかなる購入注文及び／又は購入の標準条件も、本ライセンス契約に優先

しないものとします。 

9.9 ライセンシーが本ライセンス契約の条件に合意しない場合において、ライセンシーが(a)本ソフトウェア及

び付帯するもの（全ての電子的素材、文書等を含みます。）を使用しておらず、かつ(b)購入日から 30 日

以内に下記に記載される宛先に、支払の証拠とともに、本ライセンス契約に同意しない旨を書面で

Neuxpower に通知した場合には、ライセンシーは本ソフトウェアのために支払った金額の返還を受けるこ

とができます。 

 
Neuxpower Solutions Limited. 1 Primrose Street, London, EC2A 2EX, UK. www.neuxpower.com 

http://www.neuxpower.com/
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別紙 A 
メンテナンス及びサポートの条件 

 

定義 

「追加費用」とは、タイム・アンド・マテリアルベースで行われる業務についてその時々の Neuxpower のレート

に従って、このサポート条件に基づきチャージされる追加の金額を意味します。 

 

「発効日」とは、別紙に定められたメンテナンスを開始する日のことを意味します。 

 

「動作不良」とは、(a)本ソフトウェアが本ドキュメントに従って稼働しないこと、又は(b)本ソフトウェアの通

常の機能の停止、中断又は低下を意味します。 

 

「本ライセンス」とは、ライセンシーが Neuxpower から本ソフトウェアの使用を許諾されたライセンス契約を意

味します。 

 

「メンテナンス・リリース」とは、(i) その時々に Neuxpower から提供される修正されたバージョンの本ソフト

ウェア、(ii) その時々に Neuxpower から提供されるメンテナンス版の及び／又は新しい本ソフトウェアのこと

を意味します。 

 

「ニュー・リリース」とは、その時々に Neuxpower から提供される改良又は改変されたバージョンの本ソフトウ

ェアを意味します。 

 

「本サービス」とは、これらのサポート条件に従った Neuxpower による本ソフトウェアに関するサポートの提供

を意味します。 

 

「本ソフトウェア」とは、このサポート条件に従ったサポートを受けることのできる、別紙で特定される本ソフ

トウェアを意味します。 

 

「サポート料金」とは、別紙にて特定される関係するサービスを受けるための期間に応じた費用（3.3 条に従っ

てその時々に増額される）を意味します。 

 

「サポート条件」とは、このメンテナンス及びサポートについての諸条件を意味します。 

 

「権限のある代表」とは、動作不良を Neuxpower に報告し、動作不良の修正を受け取るライセンシーの権限ある

窓口として、Neuxpower に通知されたライセンシーのスタッフを意味します。 

 

「週末」とは、土曜日と日曜日を意味します。 

 

「営業日」とは、週末及び国民の休日を除く全ての日を意味します。 

2.サービスの条件 

2.1  無期限ライセンス: セクション 3 に従ってサポート料金を支払われる場合、Neuxpower は、ライセンシ

ーに対して、当該支払いがなされた期間について、このサポート条件に従って本サービスを提供しなけ

ればなりません。 

2.2  サブスクリプションライセンス: Neuxpower はサブスクリプション期間中、本サポート条件に基づいて

ライセンシーに本サービスを提供するものとします。サブスクリプションライセンスの料金には、サポ

ート及びメンテナンスが含まれます。 
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3.料金 

3.1  ライセンシーは、サポート料金を、1 年間分を前払いにて、Neuxpower からの請求書を受領後 14 日以内

に、支払わなければなりません。サポート料金は、ライセンシーが追加的に支払う必要がある付加価値

税及びその他販売に関する税を除外したネットの価格とします。 

3.2  Neuxpower は、ライセンシーがサポート条件に従って支払われるべき金額について支払いを遅延した場

合、支払期日から実際の支払いまで、Barclays Bank PLC のその時々のベース・レートに 4%加えた年利

にて、ライセンシーに対して遅延利息を請求する権利を留保します。 

3.3 Neuxpower は、ライセンシーに対して発効日の 1 年後の日の 90 日前までに書面で通知することによって、

発行日の 1 年後の日以降のサポート料金を増額することができます。上記にかかわらず、ライセンシー

が事前に支払を行っている分の期間については、サポート料金の増額は行えないものとします。 

4.技術的なサポート 

4.1 Neuxpower によって提供される本サービスは、以下の通りです： 

4.1.1 本ソフトウェアの使い方に関する電子メールによる速やかな助言の提供； 

4.1.2  速やかな、本ソフトウェアの動作不良の診断及び当該動作不良に関する電子メールによる修正

に関する指示の提供； 

4.1.3 メンテナンス・リリースの制作及びライセンシーへの提供。 

4.2  ライセンシーは、電子メールによって、Neuxpower に対して、サポートサービスを必要とする動作不良

の詳細及び当該動作不良が発見された直後の状況を提供しなければなりません。 

4.3  Neuxpower は、本サービスの要請から 2 営業日以内にライセンシーに対して返答をするよう合理的な努

力をしなければなりません。当該返答には、報告された動作不良に関する初期的な分析を含めなければ

ならないものとします。その後、Neuxpower は、合理的に可能な限り速やかに、動作不良の修正をする

よう合理的な努力をしなければならないものとします。 

4.4 本サービスには、以下に起因して生じた動作不良に関する診断及び修正は含まないものとします： 

4.4.1  本ソフトウェア又は本ソフトウェアが稼働する設備に関する、不適切な使用のオペレーション

又は不注意； 

4.4.2  ライセンスにおいて許可された場合を除く、本ソフトウェアの改変又は他のソフトウェアとの

（全体的又は部分的な）統合； 

4.4.3  ライセンシーがメンテナンス・リリースを実装しないこと又は Neuxpower から事前に提供を受

けた動作不良に関する推奨事項若しくはその解決方法を実施しないこと； 

4.4.4  Neuxpower の事前の同意なく、Neuxpower 又はそのエージェント以外の者によってなされた本ソ

フトウェアの修理、調整、修正又は改変； 

4.4.5 本ソフトウェアが予定していない使用目的に本ソフトウェアを使用したこと； 

4.4.6  Neuxpower 自身の懈怠以外の原因で喪失又は破損したデータの修復 

4.4.7 操作を行う者のエラー又は怠慢によって直接又は間接的に生じた損失又は損害； 

4.4.8  ライセンシー若しくは第三者のソフトウェア若しくはアプリケーション又はそれらのアップ・

グレード若しくはニュー・リリースの不具合； 

4.4.9  本ソフトウェアと連携して又は一緒に用いられる装置又は他のソフトウェアの不具合。 

4.5  Neuxpower は、ライセンシーの要求により、動作不良が上記セクション 4.4 に規定される状況に起因す

るものであっても、サポートを提供し、また、このサポート条件によってカバーされていない状況につ

いてもライセンシーにサポートを提供しなければならないものとします。Neuxpower は、このような場
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合には、月毎に後払いで追加費用を徴収する権利を有するものとし、ライセンシーは、当該追加費用の

請求書を受領後 14 日以内に、Neuxpower に対して、（課される付加価値税と共に）追加費用を支払わな

ければならないものとします。 

4.6 全ての Neuxpower との電子メールでのやりとりは、ライセンシーが Neuxpower から異なる通知を受けな

い限り、次の電子メール・アドレスに対して行われるものとします：support@neuxpower.com。 

mailto:support@neuxpower.com
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別紙 B 

著作権表示 

2. 以下の著作権表示は、Datalogics Software及びAdobe Softwareの全てのオペレーティング・システム・プ

ラットフォームにかかわるものとする： 

Copyright 2000-2008 Datalogics, Inc. 

Copyright 1984-2007 Adobe Systems Incorporated and its licensors.  All rights reserved. 

- - - ICU - - - 

ICU License – ICU 1.8.1 and later 

著作権及び許諾の表示 

Copyright (c) 1995-2002 International Business Machines Corporation and others.  All rights reserved. 

このソフトウェア及び関連するドキュメント・ファイル（以下「本ソフトウェア」という。）の複製取得し

た者に対し、無償で、制限なしに（本ソフトウェアの使用、複製、修正、統合、公表、頒布、及び／又は複

製の販売を含むがこれらに限らない）、本ソフトウェアを取り扱うこと、並びに本ソフトウェアの提供を受

けた者に対してかかる取扱いを許諾することの許可が与えられるものとする。但し、上記の著作権の表示及

びこの許可の表示が、本ソフトウェアの全ての複製に記載され、上記の著作権の表示及びこの許可の表示が、

補助書類に記載されなければならないものとする。 

本ソフトウェアは「現状有姿」で、明示黙示を問わず、商業的有用性、特定の目的への適合性及び第三者の

権利の不侵害を含むいかなる種類の保証も伴わずに、提供されるものとする。いかなる場合でも、本表示に

含まれる著作権保有者は、本ソフトウェアの使用又はパフォーマンスに起因又は関連して生じた、クレーム、

特別の、間接的な若しくは結果的な損害、又は使用不能、データの喪失若しくは利益の喪失によって生じた

あらゆる損害について、契約行為、過失又はその他の不法行為によるかを問わず、責任を負わないものとす

る。 

この表示に含まれるものを除き、著作権保有者の名前は、著作権保有者の事前の書面による許諾なく、本ソ

フトウェアの広告又は販売、使用その他の取扱いの促進のために使用してはならない。 

この表示で言及される全ての商標及び登録された商標は、それぞれの所有者の財産である。 

- - - Expat - - - 

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd. and Clark Cooper 

Copyright (c) 2001, 2002, 2003 Expat maintainers. 

このソフトウェア及び関連するドキュメント・ファイル（以下「本ソフトウェア」という。）の複製を取得

した全ての者に対し、以下の条件にした従うことを条件として、無償で、本ソフトウェアの使用方法（本ソ

フトウェアの使用、複製、修正、統合、公表、頒布、サブライセンス、及び／又は複製の販売を含むがこれ

に限らない）について制限なく使用すること並びに本ソフトウェアが供給された者に対してかかる使用を許

諾することの許可が与えられるものとする。 

上記の著作権の表示及びこの許可の表示は、本ソフトウェアの全ての複製又は本ソフトウェアの重要部分に

記載されなければならない。 

本ソフトウェアは「現状有姿」で、明示黙示を問わず、商業的有用性、特定の目的への適合性及び権利の不

侵害を含むいかなる種類の保証も伴わず、提供されるものとする。いかなる場合でも、著作者又は著作権保

有者は、本ソフトウェア又は本ソフトウェアの使用その他の取扱いに起因若しくは関連して生じた、クレー

ム、損害その他の責任について、契約行為、不法行為その他によるかを問わず、責任を負わないものとする。 

 - - STL - - - 

Copyright (c) 1996 

Silicon Graphics Computer Systems, Inc.  
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このソフトウェア及びそのドキュメントを目的の如何を問わず使用、複製、修正、頒布及び販売することの

許可は、上記の著作権の表示が全ての複製に表示され、かつ、著作権の表示及びこの許可の表示が補助書類

に表示されることを条件に、無償で与えられるものとする。Silicon Graphicsは、このソフトウェアについて

いかなる目的に対する適合性も表明しないものとする。それは、明示又は黙示の保証なく、「現状有姿」で

提供されるものとする。 

Copyright (c) 1994 

Hewlett-Packard Company 

このソフトウェア及びそのドキュメントを目的の如何を問わず使用、複製、修正、頒布及び販売することの

許可は、上記の著作権の表示が全ての複製に表示され、かつ、著作権の表示及びこの許可の表示が補助書類

に表示されることを条件に、無償で与えられるものとする。 Hewlett-Packard Companyは、このソフトウェ

アについていかなる目的に対する適合性も表明しないものとする。それは、明示又は黙示の保証なく、「現

状有姿」で提供されるものとする。 

- - - ICC - - - 

Copyright (c) 1994-1996 SunSoft, Inc. Rights Reserved 

このソフトウェア及び関連するドキュメント・ファイル（以下「本ソフトウェア」という。）の複製を取得

した全ての者に対し、下記の条件にした従うことを条件として、無償で、ソフトウェアの使用方法（ソフト

ウェアの使用、複製、修正、統合、公表、頒布、サブライセンス、及び／又は複製の販売を含むがこれに限

らない）につぃて制限なく使用すること並びに本ソフトウェアが供給された者に対してかかる使用を許諾す

ることの許可が与えられるものとする。 

上記の著作権の表示及びこの許可の表示は、本ソフトウェアの全ての複製又は本ソフトウェアの重要部分に

記載されなければならない。 

本ソフトウェアは「現状有姿」で、明示黙示を問わず、商業的有用性、特定の目的への適合性及び権利の不

侵害を含むいかなる種類の保証も伴わず、提供されるものとする。SunSoft Inc.又はその親会社は、本ソフ

トウェア又は本ソフトウェアの使用その他の取扱いに起因若しくは関連して生じた、クレーム、損害その他

の責任について、契約行為、不法行為その他によるかを問わず、責任を負わないものとする。 

この表示に含まれるものを除き、SunSoft Inc.という名称は、SunSoft Inc.の書面による許諾なく、本ソフト

ウェアの広告又は販売、使用、その他の取扱いの促進のために使用してはならない。 

- - - OpenGL - - - 

(c) Copyright 1993, Silicon Graphics, Inc. 

ALL RIGHTS RESERVED 

このソフトウェア及びそのドキュメントを目的の如何を問わず無償で使用、修正、頒布及び販売することの

許可は、上記の著作権の表示が全ての複製に表示され、かつ、著作権の表示及びこの許可の表示が補助書類

に表示されること、並びにSilicon Graphics, Inc.の名称が個別の書面による事前承諾なしにソフトウェアの

頒布にかかる広告又は宣伝に用いられないことを条件に、与えられるものとする。 

このソフトウェアに組み込まれるものは、「現状有姿」で、明示、黙示その他を問わず、いかなる種類の保

証（商業的有用性若しくは特定目的への適合性の保証を含み、これらに限定されない。）も伴わず、あなた

に提供されるものである。いかなる場合でも、Silicon Graphics, Inc.は、あなた又はその他の者に対して、

このソフトウェアの所有、使用又はパフォーマンスに起因又は関連して生じる、あらゆる種類の直接、特別

の、偶発的な、間接的な若しくは結果的な損害、又は使用不能若しくは貯蓄若しくは収益の喪失を含みこれ

らに限定されないあらゆる損害、又は第三者からのクレームについて、Silicon Graphics, Inc.が事前に当該

損失が生じる可能性を知らされたか否かにかかわらず、いかなる原因によるか、また責任の根拠を問わず、

責任を負わないものとする。 

 

US Government Users Restricted Rights 

政府による使用、複製又は開示は、FAR 52.227.19(c)(2)若しくはDFARS 252.227-7013のthe Rights in 

Technical Data and Computer Software条項のサブ・パラグラフ(c)(1)(ii)、及び/又はFAR、DOD若しくは
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NASA FARの追補における同様の若しくは承継規定による制限に服する。公開されていない権利は、米国著

作権法の下に留保される。契約者/製造者は、94039-7311米国カリフォルニア州、Mountain View、2011 N. 

Shoreline Blvd.所在のSilicon Graphics Inc.である。 

OpenGL™は、Silicon Graphics, Inc.の商標である。 

 


