サービス記述書
Weather Company Max Solution
本「サービス記述書」は「クラウド・サービス」について規定するものです。該当する注文関連文書には、お客
様の発注に関する価格の詳細情報および追加の詳細情報が記載されています。

1.

ソリューションの概要
Weather Company のメディア製品は、気象および交通の表示の制作管理に関して組織を支援します。これ
には、複数のメディア・プラットフォーム (放送、Web、モバイル、およびソーシャルの各プラット
フォームを含みます。) にわたる気象や交通に関するデータの外観が含まれます。Weather Company のメ
ディア製品の典型的な構成には、モバイル・アプリ、Web ウィジェット、ならびにワークステーショ
ン・ハードウェア、ソフトウェア・オファリング、およびデータ・フィードで構成される基本コンポー
ネントおよびオプションのコンポーネントが含まれます。

1.1

ソフトウェア・オファリング
以下の「プログラム」について、以下の「プログラム」の概要で別途指定されない限り、永久ライセン
スまたは期限付ライセンスをお客様に付与することができます。お客様の「PoE」では、お客様に付与さ
れたライセンス・タイプを指定します。

1.1.1

Weather Company Max Solution ソフトウェア
a.

Weather Company Max Weather
本「プログラム」は、基本ソフトウェア・オファリングであり、さまざまなツール、Weather
Company およびお客様が提供するデジタル・メディア、ならびに気象データ・フィードを使用して
多次元の気象表示を構築する機能が含まれます。

b.

基本的なアドオン・オファリング
(1)

Weather Company Max Weather and Storm
暴風雨の追跡操作を実行する機能を追加します。さらにオプションで、現地レーダー (IBM か
ら別途ライセンス付与可能) を統合します。すべて単一のユーザー・インターフェースから提
供されます。

(2)

Weather Company Max Studio
MAGICTRAK テクノロジー、またはカスタマーが提供するタッチスクリーン画面を使用して、
天気予報の担当者が確実に気象速報や日々の気象に関する放送を行うためにキー・ウォール
を離れたり、タッチスクリーンから離れたりしないようにします。また、ノンリニア編集に
よりそれを実行します。

(3)

Weather Company Max Connect
Apple iPad Pro 向けのアプリケーションで、気象プレゼンターが、スタジオまたはリモートの
場所 (適切な接続による) から、Max Storm から Max Reality まで多数の Weather Company メ
ディア製品を操作し、それらと対話できるようにします。

(4)

Weather Company Max Sky
日中の予測について独自の視覚化を追加して、気象に関する放送に多様性を追加できるよう
にし、広告主を魅了するシンプルなスポンサー機会が含まれています。

(5)

Weather Company Max Reality
先進拡張現実テクノロジーを使用して気象データを視覚化し、Max ビジュアル・オブジェク
ト、暴風雨、大気現象の 3D イメージを作成して、気象に関する定期放送を向上させます。
Reality には、仮想セット・テクノロジーを組み込むか、物理セットおよび仮想セット両方を
同じ放送で組み合わせる機能も含まれています。
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(6)

Weather Company Max Complete Solution
Max と Max Storm、Max Sky、Max Studio、および Max Connect のバンドル。Max Reality と
Max Traffic は含まれていません。

(7)

Weather Company Max Street Level Mapping Data
本「プログラム」は、付与された永久ライセンスに従ってのみ使用許諾されます。お客様の
関心のあるエリアの高速道路、一般道路、街路に関するデータベースを備えています。これ
らのデータは Max/Max Storm 上、およびエンド・ユーザーが設計した外観を持つ Max Traffic
アプリケーション上、またはそのいずれかの上で、自動的に表示されます。

(8)

Weather Company Max Continuous Play
本「プログラム」は拡張プレイバックを可能にする Max のバージョンで、気象番組の 24 時
間 365 日のビデオ出力用に設計されています。

(9)

Weather Company Max Engage with Watson
拡張知性 (AI) とオートメーションを活用して、気象や交通に関する事象を検出するのを支援
します。そうした事象に対して、「モバイル」、Web、Facebook、Twitter、Apple TV、Roku、
FireTV などを介して配布されるビデオ、イメージおよびテキストを作成したり、公開したり、
対象としたりすることができます。いずれも、気象学者は不要です。

(10) Weather Company Max Wind Particles
Weather Company Max Wind Particles は、気流の予測についての独自の視覚化を追加して、気
象に関する放送に多様性をもたせるようにします。
c.

Weather Company Max Traffic
(1)

Weather Company Max Traffic
交通量データ、スピードの色分け、事故データの表示を可能にして、交通事故、故障車両、
建造物などを表示します。Max Traffic を Max Weather (または Max Weather and Storm) と組み
合わせて、単一のインターフェースから気象情報を交通の表示に含めることができます。

1.1.2

Weather Company Max Cirrus
このソリューションのソフトウェアの部分に関するこのエントリー・レベルの実装には、以下の「プロ
グラム」オファリングが含まれます。
a.

Weather Company Max Cirrus – Base
本ソリューションは、小程度の気象プレゼンテーションを必要とする放送局向けです。Max
Weather アーキテクチャーに基づいていますが、オンプレミス・データ処理は含んでいないため、
すべてのデータはクラウド経由で提供されます。Cirrus の Base パッケージには、事前作成された放
送シーンのライブラリーが含まれていますが、そのシーンを編集する機能や、Max Sky または Max
Reality を追加する機能は含まれていません。

b.

Weather Company Max Cirrus – Premium
本ソリューションは、中程度の気象プレゼンテーションを必要とする放送局向けです。Max
Weather アーキテクチャーに基づいていますが、オンプレミス・データ処理は含んでいないため、
すべてのデータはクラウド経由で提供されます。Cirrus の Premium パッケージには、編集可能な事
前作成された放送シーンのライブラリーが含まれており、Base パッケージの枠を超えて Max ツー
ル・セットを拡張します。Max Sky または Max Reality を追加する機能は含まれていません。

c.

Weather Company Max Cirrus – Traffic Base
本ソリューションは、小程度の交通に関するプレゼンテーションを必要とする放送局向けです。
Max Traffic アーキテクチャーに基づいていますが、オンプレミス・データ処理は含んでいないため、
すべてのデータはクラウド経由で提供されます。Cirrus の Base パッケージには、事前作成された放
送シーンのライブラリーが含まれていますが、そのシーンを編集する機能は含まれていません。
Max Sky または Max Reality を追加する機能は含まれていません。
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d.

Weather Company Max Cirrus – Traffic Premium
本ソリューションは、中程度の交通に関するプレゼンテーションを必要とする放送局向けです。
Max Traffic アーキテクチャーに基づいていますが、オンプレミス・データ処理は含んでいないため、
すべてのデータはクラウド経由で提供されます。Cirrus の Premium パッケージには、編集可能な事
前作成された放送シーンのライブラリーが含まれており、Base パッケージの枠を超えて Max
Traffic ツール・セットを拡張します。Max Sky または Max Reality を追加する機能は含まれていま
せん。

1.1.3

Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSB Upgrade High End (ESD)
この Microsoft Windows ソフトウェアは、Weather Company Max Solution Systems、または Weather
Company Max Solution – Remote セットアップ・サービス・オファリングを介した Livewire Solution System
のいずれかの一部としてお客様のデバイスに導入されます (下記第 1.6 項「クラウド・サービスを促進す
るサービス」を参照してください)。この Microsoft ソフトウェアを使用する権利は、以下に掲載されたラ
イセンス条項によりお客様にサブライセンスされています。https://www.ibm.com/weather/licenses/microsoft
この「サービス記述書」の条件に同意するか、またはソフトウェアを使用することにより、お客様は
Microsoft のライセンス条項に同意します。

1.1.4

Weather Company Livewire ソフトウェア
本「プログラム」は、無線気象警報システムである Livewire のための基本ソフトウェア・オファリング
です。このライセンスには、Weather Company およびお客様が提供するデジタル・メディア、ならびに気
象データ・フィード (Weather Wire Data など) を使用して、悪天候エリアの「動き」、色分けされた行政
区域などの図表、レーダー・マップなどのグラフィックを含む、カスタマイズされた画面レイアウトを
構築する機能が含まれます。

1.1.5

Weather Company Livewire Text to Speech
本「プログラム」は、LiveWire の荒天に関するクロール・テキストを話し言葉に変換して、視覚障害の
あるテレビ視聴者にかかるメッセージを提供するという US FCC 規定を満たせるようにします。

1.1.6

Watson Captioning Live ソフトウェア
本「プログラム」は、テレビ局プログラムのアウトプットを取り込み、音声の部分を抽出して、この音
声をクラウド・ベースの Watson Media Speech to Text エンジン、Watson Captioning Live に送信します。
Watson Captioning Live は次に、返されたテキスト・データを再び取り込み、テレビ局が所有する互換性
のあるクローズド・キャプション生成エンコーダーに提供します。本「プログラム」を使用するには、
Watson Captioning Live のクラウド・ベース・サービス、および Watson Captioning Live RS-160、Watson
Captioning Live SR250 サーバー、または Watson Captioning Live ソリューションとの併用について IBM が
承認済みの同等のプラットフォームのいずれかのサブスクリプションも必要です。

1.2

ワークステーション・ハードウェア
IBM が注文を受理した時点で、許容される「納入希望日」内にシステムを入手できない場合、IBM は注
文されたシステムの代替品を提供します (以下「注文の調整」といいます。)。この代替品は、当初注文
されたシステムに関して正式に公開された仕様と互換性のあるものになります。IBM はお客様に通知し、
「見積書」(該当するものがある場合) をお客様に速やかに提供します。「注文の調整」は IBM の裁量に
より、代わりのシステムとシステム・サービス (購入している場合) は、当初の「見積書」に記載された
価格で提供されます。

1.2.1

Weather Company Max Solution システム
Weather Company Max Solution のソフトウェア・オファリングは、一連の Weather Company Max Solution
System ワークステーションおよび関連する周辺装置上に実装、導入されます。データの取得および保存、
デジタル・メディアの収集および提供、デジタル・パブリッシング、ならびに生放送については、特定
のワークステーションが使用されます。
以下のリストに記載されるワークステーションのお客様の固有の構成および数量は、「取引文書」に記
載されており、販売時のお客様要件に基づいたものとなります。
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a.

Weather Company Max Solution – Workstation z8G4
nVIDIA グラフィックおよび AJA ビデオ出力サブシステム (組織が高品質の放送用ビデオを表示す
る際の主要システムになります。) を備えたハイエンドの HP ベース・ワークステーション。

b.

Weather Company Max – Digital Content System z4G4
nVIDIA グラフィックを備えた HP ベースのワークステーションで、組織のデジタル資産 (Web、モ
バイル、ソーシャル) 向けのデジタル・コンテンツ制作に、必要に応じて使用されます。

c.

Weather Company Max Solution – Dual Core z4G4
気象、交通 (または気象および交通) に関するデータを受信したり、保管したりする HP ベースの
ワークステーションのペア。一般的なコンテンツおよび組織固有のコンテンツ (例: アイコン、バ
ナー、Max シーン、その他) のうち、その他の Weather Company Max Solution Systems (例:
Workstation および Digital Content System) で使用されるものに対応した中央リポジトリーとしても
機能します。

d.

Weather Company Max Solution – Super Dual Core z4G4
気象、交通 (または気象および交通) に関するデータを受信したり、保管したりする HP ベースの
ワークステーションのペア。一般的なコンテンツおよび組織固有のコンテンツ (例: アイコン、バ
ナー、Max シーン、その他) のうち、その他の Weather Company Max Solution Systems (例:
Workstation および Digital Content System) で使用されるものに対応した中央リポジトリーとしても
機能します。本ソリューションには、標準の Dual Core ソリューションで提供される Microsoft
Windows Server オペレーティング・システムが含まれており、主要な Weather Company Max
Solution ワークステーションからの接続を増やすことができます。

e.

Weather Company Wireless Talent Switch Kit
気象予報士または渋滞予報士と Max Solution システム間のインタラクションを促進するハードウェ
ア・パーツのコレクション。インタラクションには、進む、戻る、およびショーの巻き戻しとマウ
ス・コントロールが含まれます (Max MagicTrak フィーチャーと併用する場合)。キットに含まれる
レシーバーとホスト・ユニットは IP (インターネット・プロトコル) ベースであり、Max ワークス
テーション・システムと同じネットワーク内に配置されています。キットは、最大 4 つの Max
ワークステーションに対応可能であり、2 つの Teleradio Panther のハンドヘルド・リモート・ユ
ニットが含まれています。

f.

Weather Company 19" Flat Panel
このモニターは以下のいずれかと共に使用します。

g.

●

Weather Company Max Solution – Dual Core z4G4 Client Device Hardware

●

Weather Company Max Solution – Super Dual Core z4G4 Client Device Hardware

●

Weather Company Max – Digital Content System z4G4 Client Device Hardware

Weather Company 24" Flat Panel
このモニターは以下のいずれかと共に使用します。

h.

●

Weather Company Max Solution – Workstation z8G4 Client Device Hardware

●

Weather Company Max – Digital Content System z4G4 Client Device Hardware

Weather Company Teleradio Wireless Remote
旧式の Wireless Talent Switch Kit で使用できるハンドヘルド式のリモート・コントロール・デバイ
スです。

i.

Weather Company Teleradio Panther Wireless Remote
現行の Wireless Switch Kit で使用できるハンドヘルド式のリモート・コントロール・デバイスです。
Weather Company Wireless Talent Switch Kit にはこうしたユニットが 2 つ同梱されているため、
Weather Company Teleradio Panther Wireless Remote のこれらのユニットは交換を目的としたものです。
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1.2.2

Livewire Solution システム
Weather Company Livewire Solution のソフトウェア・オファリングは、一連の Weather Company Livewire
System ワークステーション上に実装、導入されます。データの取得および保存、ならびに生放送につい
ては、特定のワークステーションが使用されます。
a.

Weather Company Max Solutions System – z4G4 Livewire
オンプレミス中位ワークステーションで、テレビ視聴者に対する、気象、およびその他トルネード
警報、激しい雷雨の観測、誘拐事件の速報などの重要な事象のライブ警報のためのビデオ信号を生
成します。このビデオ信号は、主たるプログラミング・セグメント上に重ね合わせられる、ロー
ワー (アッパー)・サードのテロップ、レーダー画像、およびその他の付随的なデータで構成される
場合があります。z4G4 Livewire では、気象データにアクセスするためには z2G4 Simulcast システム
が必要です。

b.

Weather Company Max Solutions System – z2G4 Simulcast
オンプレミス・ワークステーションで、気象データを取り込む主要なシステムとして、気象データ
を供給し、z4G4 Livewire システムに対するコマンドとコントロールのインターフェースを提供しま
す。テレビ局内では、Simulcast システムは、Livewire システムと同一のネットワークに含まれてい
ることを条件として、リモート・アクセス機能によって最大 3 カ所からアクセスすることが可能で
す。

1.2.3

Watson Captioning Live システム
Watson Captioning Live ソリューションは、Watson のコグニティブ機能を活用して、クローズド・キャプ
ション・サービスを自動化し、ビジネスにスケーラブルなソリューションを提供します。このソリュー
ションは、機械学習テクノロジーを使用した簡素化を行い、次第にキャプションの正確性を向上させま
す。このソリューションは、単一のサーバー・クラス Watson Captioning Live システムに実装、導入され
ます。本システムには、Watson Captioning Live の「クラウド・サービス」のサブスクリプションも必要
です。
a.

Watson Captioning Live RS-160
LENOVO ベースのオンプレミス・サーバーで、テレビ局の音声の取り込み、およびテレビ局内の
クローズド・キャプション生成装置向けのテキストへの変換を容易にして、聴覚障害のある視聴者
にニュース放送やテレビ局のその他の生放送番組の内容が確実に伝わるようにします。このサー
バーは、テレビ局のプログラムを取り込み、音声の部分を抽出してクラウド・ベースの Watson
Captioning Live サービスに送信し、音声をテキストに変換します。テキスト・データはオンプレミ
ス・サーバーに戻され、次にこのサーバーがテレビ局所有のキャプション生成エンコーダーにテキ
スト・データを供給し、生放送番組にリアルタイムのキャプションが提供されるようにします。

b.

Watson Captioning Live SR250
2 つの独立したチャンネルをサポートできる LENOVO ベースのオンプレミス・サーバーです。い
ずれも、テレビ局の音声の取り込み、およびテレビ局内のクローズド・キャプション生成装置向け
のテキストへの変換を容易にして、聴覚障害のある視聴者にニュース放送やテレビ局のその他の生
放送番組の内容が確実に伝わるようにすることができます。このサーバーは、テレビ局のプログラ
ムを取り込み、音声の部分を抽出してクラウド・ベースの Watson Captioning Live サービスに送信
し、音声をテキストに変換します。テキスト・データはオンプレミス・サーバーに戻され、次にこ
のサーバーがテレビ局所有のキャプション生成エンコーダーにテキスト・データを供給し、生放送
番組にリアルタイムのキャプションが提供されるようにします。

1.2.4

レーダー・システム
本オファリングには、レーダー、および (Weather Company Max Solution が利用できない場合) レーダーに
接続された小型の専用ワークステーション、Weather Company Oil & Gas Radar – z2G4 System が含まれま
す。気象データはレーダーからこのワークステーション (または Weather CompanyMax Solution の中核シ
ステム) によって取り込まれ、IBM に返されます。データは IBM で処理され、お客さまのみに提供され
ます。
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a.

Weather Company Oil & Gas Radar – z2G4 System
オンプレミス・ワークステーションで、専用レーダーをサポートします。インターネット接続が利
用可能ないずれの場所でも、取得し、仮想環境として導入することができます。このワークステー
ションの一般的な用途は、例えば遠隔地の石油プラットフォームおよびガス・プラットフォームな
ど、気象データがリアルタイムで入手できない遠隔地が対象です。このシステムは、未加工のラジ
アル・レーダー・データを取り込み、公衆インターネットを介してほとんどリアルタイムにデータ
を IBM に送信し、Weather Company Operations Dashboard で視覚化して、短期的な気象予報に利用
できるようにします。

1.3

クラウド・サービス – Weather Company Max Solution Data
Weather Company Max Solution Data には、全世界、欧州、東太平洋、または米国を含む地域固有のパッ
ケージが含まれます。それぞれには、さまざまな観測地表データ、衛星、および気象モデル・データが
含まれます。
「データ」とは、以下に記載されたとおり、「クラウド・サービス」により提供される、気象または交
通に関するデータ (観測、予測、地図、および図表を含みますが、これらに限定されません。) をいいま
す。

1.3.1

Weather Company Max Data – Europe
この「データ」パッケージには、Global Forecast System (GFS) および European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts (ECMWF) の政府モデルからのさまざまな観測対象の地表データ、衛星データおよび気
象モデル・データ、US National Hurricane Center (NHC) および Joint Typhoon Warning Center (JTWC) の勧
告からの独自の Weather Company Deep Thunder モデル・データおよび熱帯データ、NHC スパゲティ・モ
デル・プロット、観測対象の海面温度、および波高が含まれます。European のレーダー・モザイク画も
含まれます。
この Europe パッケージでは以下のいずれか 1 つが必要です。Weather Company Max Weather、Max
Weather and Storm、Cirrus Weather Base、または Cirrus Weather Premium。

1.3.2

Weather Company Max Data – World
この「データ」パッケージには、Global Forecast System (GFS) および European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts (ECMWF) の政府モデルからのさまざまな観測対象の地表データ、衛星データおよび気
象モデル・データ、US National Hurricane Center (NHC) および Joint Typhoon Warning Center (JTWC) の勧
告からの独自の Weather Company Deep Thunder モデル・データおよび熱帯データ、NHC スパゲティ・モ
デル・プロット、観測対象の海面温度、および波高が含まれます。
World パッケージでは以下のいずれか 1 つが必要です。Weather Company Max Weather、Max Weather and
Storm、Cirrus Weather Base、または Cirrus Weather Premium。

1.3.3

Weather Company Max Data – US Storm
この「データ」パッケージには、Global Forecast System (GFS) および European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts (ECMWF) の政府モデルからのさまざまな観測対象の地表データ、衛星データおよび気
象モデル・データ、US National Hurricane Center (NHC) および Joint Typhoon Warning Center (JTWC) の勧
告からの独自の Weather Company Deep Thunder モデル・データおよび熱帯データ、NHC スパゲティ・モ
デル・プロット、観測対象の海面温度、および波高が含まれます。アメリカ国立気象局からのリアルタ
イムに近いレーダー・データのストリーミングも含まれます。
US Storm パッケージには、Weather Company Max and Storm のソフトウェア・プログラムのライセンスが
必要です。

1.3.4

Weather Company Max Data – Canada Storm
このデータ・パッケージには、Canadian Global Environmental Multiscale (GEM)、USA Global Forecast
System (GFS) および European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF) の政府モデルからのさ
まざまな観測対象の地表データ、衛星データおよび気象モデル・データ、US National Hurricane Center
(NHC) および Joint Typhoon Warning Center (JTWC) の勧告からの独自の Weather Company Deep Thunder モ
デル・データおよび熱帯データ、NHC スパゲティ・モデル・プロット、観測対象の海面温度、および波
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高が含まれます。Canadian Radar のデータも含まれます。Canada Storm パッケージには、Weather
Company Max and Storm のソフトウェア・プログラムのライセンスが必要です。
1.3.5

Weather Company Livewire – Weather Wire Data
このデータ・パッケージには、アメリカ国立気象局のすべてのアラート (警報、注意報、および勧告) が
含まれます。これらのアラートは米国のみで利用可能です。

1.3.6

Weather Company Max Data – Sky
この「データ」パッケージでは、北米用の独自の 12KM Weather Company Deep Thunder モデルから予測
パラメーターを提供することにより Max Sky ソリューションを有効化します。
この Sky データ・パッケージでは以下のいずれか 1 つが必要です。Weather Company Max Weather、また
は Max Weather and Storm。

1.3.7

Weather Company Max Data – Sky Global
この「データ」パッケージでは、独自の 13KMWeather Company Deep Thunder モデルから予測パラメー
ターを提供することにより Max Sky ソリューションを有効化します。
この Sky データ・パッケージでは以下のいずれか 1 つが必要です。Weather Company Max Weather、また
は Max Weather and Storm。

1.3.8

Weather Company Max Data – Storm Eastern Pacific
この「データ」パッケージには、Global Forecast System (GFS) および European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts (ECMWF) の政府モデルからのさまざまな観測対象の地表データ、衛星データおよび気
象モデル・データ、US National Hurricane Center (NHC) および Joint Typhoon Warning Center (JTWC) の勧
告からの独自の Weather Company Deep Thunder モデル (特殊な 12 および 4 Km US ドメインを含みます。)
のデータおよび熱帯データ、NHC スパゲティ・モデル・プロット、観測対象の海面温度、および波高が
含まれます。
Storm Eastern Pacific パッケージでは以下のいずれか 1 つが必要です。Weather Company Max Weather、
Max Weather and Storm、Cirrus Weather Base、または Cirrus Weather Premium。

1.3.9

Weather Company Max Data – Traffic
この「データ」パッケージには、INRIX からの交通量および事故 (交通事故、故障車両、建造物に関する
情報、その他) に関するデータが含まれます。
このパッケージでは以下のいずれか 1 つが必要です。Weather Company Max Traffic、Cirrus Traffic Base、
または Cirrus Traffic Premium。
本オファリングには、必要に応じて、以下のオプション機能が含まれます。
●

Max Traffic Map – 交通量および事故のデータを備えた Web ベースの対話式マップ

●

Max Traffic Data API – お客様のその他のデジタル資産と統合可能な交通事故のデータ・フィード

1.3.10 Weather Company Max Data – Lightning Service – Regional Standard Edition
このデータ・パッケージには、雲間放電および雲内放電データのリアルタイムのフィードが含まれます。
対象範囲は、約 250x250 マイルです。
1.3.11 Weather Company Max Data – Lightning Service – Large Regional Standard Edition
このデータ・パッケージには、雲間放電および雲内放電データのリアルタイムのフィードが含まれます。
対象範囲は、約 500x500 マイルです。
1.3.12 Weather Company Max Data – Lightning Service – US Continental Standard Edition
このデータ・パッケージには、雲間放電および雲内放電データのリアルタイムのフィードが含まれます。
対象範囲は、米国大陸部です。
1.3.13 Weather Company Max Data – Lightning Service – Global Standard Edition
このデータ・パッケージには、雲間放電および雲内放電データのリアルタイムのフィードが含まれます。
対象範囲は、人口の多い地域です。
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1.3.14 Weather Company Max Data – Wind Particles
このデータ・パッケージには、気流予測の視覚化を生成するために必要な「データ」を含め、Weather
Company Max Wind Particles オプションを通じてテレビで使用できる予報の視覚化が含まれています。
Wind Particles パッケージには、Weather Company Max Wind Particles Hundred Thousand Population が必要で
す。
1.4

クラウド・サービス – Weather Company Max の追加オファリングおよびアドオン・オファリ
ング

1.4.1

Weather Company Max Engage for Enterprise Event Monitor
Weather Company Max Engage for Enterprise Event Monitor サービスは、気象状況を監視したり、業務上の
適切な措置を講じたりすることを希望する企業運用およびスタッフ対象者に対して、気象および交通の
モニタリングならびに地理的ターゲティングを提供します。本オファリングは気象アラートおよび交通
関連アラートを自動的に公開します。また、Weather Company Max Solution とは別に使用されます。

1.4.2

Weather Company Max Social Post Turbo
テキスト、ビデオ、またはスナップショットを Facebook および Twitter に投稿したり、スポンサー付き
のコンテンツを使用して広告を Facebook に掲載したりする機能を提供します。
本オファリングでは、ワークステーション・ハードウェア、ソフトウェア・オファリング、およびデー
タ・フィードで構成される、基本コンポーネントおよびオプションのコンポーネントを含む Weather
Company メディア製品の構成が必要です。

1.4.3

Weather Company Max Social Post Turbo and Dialog
Max Social Post Turbo 用に記載されたすべての機能に加え、ユーザーがそれを用いることで Facebook、
Instagram および Twitter からシステムにコンテンツを追加することができる Social Dialog が含まれます。
本オファリングでは、ワークステーション・ハードウェア、ソフトウェア・オファリング、およびデー
タ・フィードで構成される、基本コンポーネントおよびオプションのコンポーネントを含む Weather
Company メディア製品の構成が必要です。

1.5

保守およびサブスクリプション & サポート・オファリング

1.5.1

Weather Company Max Solution Maintenance
Weather Company Max Solution Maintenance オファリングは、サポートおよびソフトウェア更新について
の権利をお客様に付与します。購入した永久ソフトウェア・ライセンスや期限付きソフトウェア・ライ
センスの数に関係なく、1 つの年間価格が設定されています。更新は、ソフトウェアの最新リリース・
バージョンおよび旧バージョンについて、サポート対象のハードウェア・プラットフォームに対しての
み提供されます。ソフトウェアの変更の中には、メモリー、グラフィック・カード、ハード・ディス
ク・スペースのアップグレードなど、ハードウェアのアップグレードが必要になるものがあり、これに
ついてはお客様が責任を負うものとします。
a.

Weather Company Max Solution – Maintenance
すべての Weather Company Max Solution オファリングに対するサポートおよびソフトウェア更新の
権利を付与します。ただし、Weather Company Max Traffic、Weather Company Livewire および
Weather Company Max Street Level Mapping Data のオファリングは除きます。

b.

Weather Company Max Traffic – Maintenance
Weather Company Max Traffic に対するサポートおよびソフトウェア更新の権利を付与します。

c.

Weather Company Max Street Level Mapping Data – Maintenance
Weather Company Street Level Mapping Data に対するサポートおよびソフトウェア更新の権利を付与
します。
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1.5.2

Weather Company Livewire – Maintenance
Weather Company Livewire Maintenance オファリングは、Livewire および Simulcast の各ソリューションに
対するサポートおよびソフトウェア更新の権利をお客様に付与します。購入した永久ソフトウェア・ラ
イセンスや期限付きソフトウェア・ライセンスの数に関係なく、1 つの年間価格が設定されています。

1.5.3

Weather Company Max Solution – Peripherals Annual Hardware Maintenance
この保守オファリングは、HP 以外の周辺装置 (グラフィック・カードなど) のサポートについてお客様に
権利を付与します。ハードウェア保守は、複数のインストール済みシステムにわたって、単一のサイト
全体の定額料金として価格が設定されており、サイトにあるすべての周辺装置をカバーします。

1.6

クラウド・サービスを促進するサービス

1.6.1

Weather Company Max Solution – Remote Set Up
お客様のデバイスに Windows® 10 IoT Enterprise 2019 LTSB Upgrade High End (ESD) をリモートからセッ
トアップするためには、このリモートから提供される 1 回限りのサービス・オファリングが必要です。

1.6.2

Weather Company Max 3D City Package
本サービスは、都市部の 3D モデルを提供します。このモデルには、モデルの構築プロセスに使用される
航空写真の収集後に完成された新しい建物や、国家安全保障の理由でそこに含めることを禁じられた建
物は含まれていない場合があります。モデルの価格は、エリアの平方キロメートルを単位として設定さ
れています。

1.6.3

Weather Company Max 3D Building Lighting
このサービスには、最大 6 つの建物またはその他の構造物について、当該建物/構造物の他と区別される
特徴をよりよく表現するために夜間照明をカスタマイズする、正規の 3D 都市モデルの修正が含まれます。
含まれた建物/構造物以外に追加の作業を希望する場合は、追加料金が適用されます。

1.6.4

Weather Company Max Earth Imagery – High Resolution
本サービスには、お客様が規定した DMA の最大 26,000 平方キロメートルに対する高解像度 (1 メートル)
のデータが含まれます。ただし、人口密度の低い領域および DMA の外部の 600km 四方の領域に対する
15m データを除きます。最高解像度 (1m) のデータは、一般的に過去 1 年から 3 年のものです。これより
低い解像度のデータは、eSAT / Landsat プロジェクトにより収集されたもので、その日付は 2000 年代前
期から中期の範囲に含まれます。本サービスは、お客様が地図の外観と高解像度の画像を差し込む場所
を選択してから、平均で 8 週間後に提供されます。高解像度の画像差し込みが広い範囲に及ぶか、また
はお客様に、マップの色の選択、または差し込みのサイズと対象地域の決定の遅れがあれば、納期延長
が必要になる場合があります。IBM は、Max Earth Imagery – High Resolution の画像の提供について最大 8
週間を見込んでいます。

1.6.5

Weather Company Max Earth Imagery Conversion for Max
本サービスは、データの追加や、より高解像度のデータを提供する必要なしに、既存の Weather Central
Fusion / LIVE の地球地図データを Max プラットフォーム用に変換できるようにします。

1.6.6

Weather Company Max Engage with Watson
本サービスには、2 日間にわたる、Watson ソフトウェアと併せた Max Engage のリモートからの実装が含
まれています。

1.6.7

Weather Company Max Sky
本サービスには、リモートから実装およびカスタマイズを行う 2 回のセッションが含まれています。こ
うしたセッションの間に、新規の Sky フィーチャーを含めるために、1 つまたは 2 つのシーンが作成さ
れるか修正されます。さらに、正規の 3D 都市モデルが修正されて、標準的な夜間時間帯の照明が追加さ
れます。

1.6.8

Weather Company Max Standard Graphics
本サービスには、以下のリモートからのプロビジョニングが含まれます。a) グラフィックについての相
談、お客様のグラフィックの収集およびインポート、b) 日中と夜間各 1 つの Skycast ランドマーク・イ
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メージの処理、c) Max Skycast シーン 4 つ、d) 5 日間または 7 日間の Max 予報アニメーション 1 つ、e) 追
加として 8 つの Max シーンの作成、f) Max Earth Design のセットアップ (高速道路/道路、マップ・シール
ド、市区町村ラベルのカスタム構成が含まれます)、g) 地図および Max のスタジオ制作シーンの作成を容
易にするカスタマイズされたバナー、パレット、テンプレートおよびツールを用いた、システムのセッ
トアップ、h) テンプレートやパレットに基づく追加のスタジオ・シーンの作成方法に関する、リモート
からのスタッフ・トレーニング。お客様は、適切なソース素材 (背景、バナーなど) を提供し、シーンの
レイアウトを指示する必要があります。ソース素材と必要なレイアウト・デザインは、遅くとも統合の
10 営業日前に IBM のグラフィック・コンサルタントに提供しなければなりません。
1.6.9

Weather Company Max Standard Graphics with Duopoly
本サービスには、以下のリモートからのプロビジョニングが含まれます。a) グラフィックについての相
談、お客様のグラフィックの収集およびインポート、b) 日中と夜間各 1 つの Skycast ランドマーク・イ
メージの処理、c) Max Skycast シーン 4 つ、d) 5 日間または 7 日間の Max 予報アニメーション 1 つ、e) 追
加として 8 つの Max シーンの作成、f) Max Earth Design のセットアップ (高速道路/道路、マップ・シール
ド、市区町村ラベルのカスタム構成が含まれます)、g) 地図および Max のスタジオ制作シーンの作成を容
易にするカスタマイズされたバナー、パレット、テンプレートおよびツールを用いた、システムのセッ
トアップ、h) テンプレートやパレットに基づく追加のスタジオ・シーンの作成方法に関する、リモート
からのスタッフ・トレーニング、および最大 2 つの Duopoly プレゼンテーション用の追加のカスタム・
シーン。お客様は、適切なソース素材 (背景、バナーなど) を提供し、シーンのレイアウトを指示する必
要があります。ソース素材と必要なレイアウト・デザインは、遅くとも統合の 10 営業日前に IBM のグ
ラフィックス・コンサルタントに提供しなければなりません。

1.6.10 Weather Company Max Standard Graphics with Motif
本サービスには、以下のリモートからのプロビジョニングが含まれます。a) グラフィックについての相
談、利用可能な選択肢の中で IBM が提供するグラフィックの「モチーフ」の使用、ならびにお客様のグ
ラフィックの収集およびインポート、b) 日中と夜間各 1 つの Skycast ランドマーク・イメージの処理、c)
Max Skycast シーン 4 つ、d) 5 日間または 7 日間の Max 予報アニメーション 1 つ、e) 追加として 8 つの
Max シーンの作成、f) Max Earth Design のセットアップ (高速道路/道路、マップ・シールド、市区町村ラ
ベルのカスタム構成が含まれます)、g) 地図および Max のスタジオ制作シーンの作成を容易にするカスタ
マイズされたバナー、パレット、テンプレートおよびツールを用いた、システムのセットアップ、h) テ
ンプレートやパレットに基づく追加のスタジオ・シーンの作成方法に関する、リモートからのスタッ
フ・トレーニング。お客様は、適切なソース素材 (背景、バナーなど) を提供し、シーンのレイアウトを
指示する必要があります。ソース素材と必要なレイアウト・デザインは、遅くとも統合の 10 営業日前に
IBM のグラフィックス・コンサルタントに提供しなければなりません。
1.6.11 Weather Company Max Standard Graphics Corporate Edition
本サービスには、以下のリモートからのプロビジョニングが含まれます。a) グラフィックについての相
談、お客様のグラフィックの収集およびインポート、b) お客様のロゴを用いたグラフィックのカスタマ
イズ、c) 各ステーション (都市) について、日中と夜間各 1 つの Skycast ランドマーク・イメージの処理、
d) Max Skycast シーン 4 つ、e) 地図および Max のスタジオ制作シーンの作成を容易にするカスタマイズ
されたバナー、パレット、テンプレートおよびツールを用いた、システムのセットアップ、f) 会社のク
リエイティブ・スタッフの指導によりデザインおよび作成が行われ、承認される最大 10 のスタジオ制作
シーン。
1.6.12 Weather Company Max Standard Graphics Corporate Edition with Duopoly
本サービスには、以下のリモートからのプロビジョニングが含まれます。a) グラフィックについての相
談、お客様のグラフィック (Duopoly グラフィックを含む) の収集およびインポート、b) お客様のロゴを
用いたグラフィックのカスタマイズ、c) 各ステーション (都市) について、日中と夜間各 1 つの Skycast
ランドマーク・イメージの処理、d) Max Skycast シーン 4 つ、e) 地図および Max のスタジオ制作シーン
の作成を容易にするカスタマイズされたバナー、パレット、テンプレートおよびツールを用いた、シス
テムのセットアップ、f) 会社のクリエイティブ・スタッフの指導によりデザインおよび作成が行われ、
承認される最大 10 のスタジオ制作シーン。
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1.6.13 Weather Company Max Reality Graphics
本サービスには、Weather Company Max Reality 内で構築される解説者のカスタム画像が 1 つ、および
Weather Company Max Reality の日常的な使用に役立つ、Rectangular Platform および Circular Platform and
Billboard の 3D オブジェクトが含まれます。本サービスには Weather Company Max Reality が必要です。
1.6.14 Weather Company Max Traffic Graphics
本リモート・サービスには、以下が含まれます。a) Max Earth Design のセットアップ (高速道路/道路、
マップ・シールドおよび市区町村ラベルのカスタム構成が含まれます)、b) Max Traffic Flows フィー
チャーの外観およびサイズのカスタム構成、c) フルスクリーンの走行時間グラフ・シーンおよび 2 つの
フライ・スルー・シーンの実装、d) アース・シーンに配置されることがある、バナーおよび 3D モデル
(ビルボード) またはそのいずれかへのスポンサーのグラフィックの実装、e) 地図および Max のスタジオ
制作シーンの作成を容易にするカスタマイズされたバナー、パレット、テンプレートおよびツールを用
いた Max システムのセットアップ、f) テンプレートやパレットに基づく追加のスタジオ・シーンおよび
フライ・スルー・シーンの作成に関する指導。
1.6.15 Weather Company Max Traffic XD Graphics
本サービスには、最大 4 時間にわたる Traffic XD Graphics のリモートからの実装が含まれます。
1.6.16 Weather Company Max Graphics
本サービスには、最大 24 時間にわたる、Weather Company Max グラフィックス専門家による、上記の
Graphics オファリングに関連するリモートからのグラフィックス作業が含まれます。
1.6.17 Weather Company Max Remote Training
本サービスには、最大 4 時間にわたる、リモートから実施されるトレーニング、またはその他の画像の
実装が含まれます。
1.6.18 Weather Company Max Connect
本サービスには、最大 2 時間にわたる、Weather Company Max Connect アプリケーションのリモート・ト
レーニングが含まれます。
1.6.19 Weather Company Livewire
本サービスには、4 時間にわたる、Livewire ソフトウェアのリモートからの実装およびトレーニングが含
まれます。
1.6.20 Weather Company Max Engage for Enterprise Event Monitor Implementation
このリモートから提供されるサービスには、お客様の要求に応じて、2 日間にわたる、Max Engage for
Enterprise の専門家による Max Engage for Enterprise Event Monitor 構成の初回の実装が含まれます。
1.6.21 Weather Company Max Engage for Enterprise Configuration Service
Weather Company Max Engage for Enterprise Configuration Service では、割り当てられた期間にわたり、
Max Engage for Enterprise に関する構成、コンテンツ作成、ベスト・プラクティスに関する指示、および
その他のコンサルティングについて Max Engage for Enterprise スペシャリストのサービスの契約を結びま
す。時間は、15 分の増分単位で購入可能です。
1.6.22 Weather Company Max Engage Weather Call in Service
本リモート・サービスは、1 つのカスタム気象予報について Weather Company の気象学者に相談する資格
がお客様に付与されます。気象予報 1 件を単位として購入できます。
1.6.23 Weather Company Max Support Services
このリモート・サブスクリプション・サービスには、お客様のグラフィックスとトレーニングの必要性
の四半期ごとの見直し、および四半期ごとに最大 2 日間にわたる、リモートからの実装およびトレーニ
ングが含まれます。
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2.

データ処理およびデータ保護に関するデータ・シート
IBM のデータ処理補足契約書 (http://ibm.com/dpa に公開。「DPA」) のほか、以下のリンクの「データ処
理およびデータ保護に関するデータ・シート」 (データ・シートまたは 「DPA 別表」) にも、「クラウ
ド・サービス」およびそのオプション (処理対象の「コンテンツ」の種類、対象となる処理活動、データ
保護機能、および「コンテンツ」の保存および返却についての仕様に関連) に関する追加的なデータ保護
情報が記載されています。DPA は、i) EU 一般データ保護規則 (EU/2016/679) (GDPR)、または ii)
http://ibm.com/dpa/dpl に記載されているその他のデータ保護法が適用される場合に、その適用範囲に限り、
「コンテンツ」に含まれる個人データに適用されます。
適用される「データ・シート」へのリンク:
Weather Company Max Solution Data
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=3A4E10A0F4A311E6A4D1A0107E2821F7
Weather Company Max Social
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=7CA07C40C3EC11E78F8FA93481EF6122
Weather Company Max Engage for Enterprise
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=F39780A0C3EC11E78F8FA93481EF6122

3.

サービス・レベルおよびテクニカル・サポート

3.1

サービス・レベル・アグリーメント
本「クラウド・サービス」について利用可能な「サービス・レベル・アグリーメント」はありません。

3.2

テクニカル・サポート
「クラウド・サービス」のテクニカル・サポート (サポート窓口の連絡先情報、重大度レベル、サポート
利用可能時間、応答時間、その他のサポート情報およびサポート・プロセスなど) を参照するには、IBM
サポート・ガイド (https://www.ibm.com/support/home/pages/support-guide/) の「クラウド・サービス」を選
択します。
ソフトウェア・オファリングおよびワークステーション・ハードウェアに対するテクニカル・サポート
もお客様に提供されます。ソフトウェア・オファリングおよびワークステーション・ハードウェアに対
するテクニカル・サポートを得る方法についての詳細は、IBM Software as a Service Support Handbook に
記載されています。

4.

エンタイトルメントおよび課金情報

4.1

課金単位
ソフトウェア機能は、「取引文書」に記載された課金単位に基づいて提供されます。
a.

「人口」とは、特定の地域において、お客様の組織に帰属し、オファリングを使用している全住民
をいいます。
これらのオファリングにおいて、「人口」とは、お客様からの放送信号を受信できる Broadcast
Area Population (BAP) になります。

b.

「アイテム」とは、オファリングの利用により管理、処理される、またはオファリングの利用に関
連する特定のアイテムが 1 回発生することをいいます。
「ワークステーション・ハードウェア」 (第 1.2 項) において、「アイテム」は「クライアント・デ
バイス」に該当します。「クライアント・デバイス」とは、単一ユーザーのコンピューター・デバ
イスまたは特定目的のセンサーもしくは遠隔測定デバイスのうち、一般的にサーバーと称される別
のシステムまたはそれ以外の場合にはサーバーで管理される別のシステムから、一連のコマンド、
プロシージャー、またはアプリケーションを実行することを要求するか、当該の一連のコマンド、
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プロシージャー、またはアプリケーションを受けるものをいいます。複数の「クライアント・デバ
イス」で共通のサーバーへのアクセスを共有できます。「クライアント・デバイス」は、ユーザー
が作業を実施できるように、何らかの処理機能を有するか、プログラムで制御することが可能な場
合があります。
Max Engage for Enterprise Event Monitor オファリングにおいて、「アイテム」は、気象状況の監視対
象である、緯度/経度または郵便番号で定義される地理的場所に該当します。
Weather Company Max 3D City Package オファリングにおいて、「アイテム」は対象範囲 1 平方キロ
メートルに該当します。
Weather Company Max Engage Weather Call in Service において、「アイテム」は気象に関する相談 1
件に該当します。
Weather Company Max Engage for Enterprise Configuration Service において、「アイテム」は 15 分間
に該当します。

4.2

c.

「ロケーション」は、Weather Company Max Solution – Peripherals Maintenance を取得する際の課金
単位です。「ロケーション」とは単一の物理サイトであり、かかる物理サイトのお客様のビジネ
ス・アドレスと一致します。お客様の「取引文書」に定める課金期間中に周辺装置が常駐する「ロ
ケーション」の数をカバーするのに十分なエンタイトルメントを取得しなければならないものとし
ます。

d.

「アクティブ・ユーザー」は、直接または間接のいかなる方法においても (例えば、多重化プログ
ラム、デバイスまたはアプリケーション・サーバーを通じて) オファリングにアクセスする特定の
個人をいいます。

e.

「エンゲージメント」とは、「クラウド・サービス」に関するプロフェッショナル・サービスまた
はトレーニング・サービスです。

f.

「インストール」とは、コンピューター上で実行できるように提供された物理ディスクまたは仮想
ディスク上にオファリングのコピーをインストールした状態をいいます。お客様は、オファリング
の各「インストール」についてエンタイトルメントを取得するものとします。

g.

「アクセス」とは、オファリングを利用するための権利です。

確認
お客様は、i) IBM およびその独立監査人がお客様の本契約の遵守状況を確認するために合理的に必要と
なる記録、システム・ツールの出力を保管し、要求に応じて提供するものとします。また、ii) かかる確
認の結果必要と判断されたエンタイトルメントを、IBM のその時点における最新の料金ですみやかに注
文して支払うほか、その他の料金および債務を、IBM の請求書の記載に従い支払うものとします。これ
らの遵守状況の確認義務は、該当する「クラウド・サービス」の有効期間中および期間後の 2 年間有効
に存続します。

5.

保証

5.1

プログラム保証
IBM は、「プログラム」が所定稼働環境で使用される場合、「プログラム」が正式公開された仕様に合
致することを保証します。「プログラム」の保証期間は、付随文書または TD に別の保証期間が記載さ
れる場合を除き、1 年間、また 1 年に満たない場合は初期ライセンス期間とします。「プログラム」の保
証期間中、IBM は「ソフトウェア・サブスクリプション サポート (以下「S&S」といいます。)」を提供
し、障害修正情報、制限、回避措置の情報のほか、IBM により一般出荷可能になる新規のリリースおよ
びバージョンの提供を受ける権利をお客様に与えます。お客様が S&S の中断を選択した場合を除き、
バージョンまたはリリースの S&S が終了するまで、年間 S&S は毎年、その時点の最新の料金で自動更新
されます。お客様が、特定のお客様サイトで「プログラム」の S&S の継続を選択する場合、お客様は、
かかるサイトに導入したすべての「プログラム」の使用に対応する S&S を維持するものとします。
「プログラム」が保証期間中に保証どおり稼働しない場合、かつ、IBM が誤りを修正すること、または
同等の機能のものと交換することができない場合、お客様は、IBM にそれを返却してお客様が支払った
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金額 (定期払料金の場合には最大 12 か月分の料金) の返金を受けることができるものとし、かかる場合、
お客様の使用権およびそれを使用するための権利は終了します。
IBM は、「IBM 製品」の実行が中断しないこと、もしくはその実行に誤りがないこと、または、IBM が
すべての誤りを修正すること、もしくは「IBM 製品」の第三者による中断または無断を含む不正な第三
者アクセスを防ぐことを保証しません。これらの保証は、IBM による保証のすべてを規定したもので、
法律上の瑕疵担保責任、満足すべき品質保証、商品性の保証、第三者権利の不侵害の保証および特定目
的適合性の保証を含むすべての明示または黙示の保証責任にかわるものとします。IBM の保証は、誤用、
修正、IBM に起因しない破損、IBM の提供した指示に従わなかった場合、または、その他付随文書もし
くは TD に定める場合には適用されません。本契約により販売される他社製品については、特定物とし
て現状有姿で販売され、いかなる保証責任も適用されません。
他社製品の提供者が、独自の保証をお客様に提供することがあります。
5.2

他社製機械の保証および免責事項
IBM は、他社製機械の実行が中断しないこと、もしくはその実行に誤りがないことを保証するものでは
ありません。本 SD により販売される他社製機械については、特定物として現状有姿で販売され、TD に
別途記載のある場合を除き、いかなる保証責任も適用されません。他社製品の提供者が、独自の保証を
お客様に提供することがあります。
上記に関わらず、新規 HP ワークステーションには、HP によって提供される翌営業日 (祝日を除きま
す。) のサービスによる 5 年の保証が含まれます。
前述の規定に関わらず、LENOVO ベースの新規サーバーには、必要に応じて、現場交換可能部品または
システム全体の翌営業日の交換が付随する、5 年間の保証が含まれます。

6.

クラウド・サービスの追加条件
2019 年 1 月 1 日よりも前に締結されるクラウド・サービス契約書 (または同等のクラウド基本契約) につ
いては、https://www.ibm.com/acs に掲載されている条件を適用します。

6.1

クラウド・サービスの使用の制限
「クラウド・サービス」は、全体的な Weather Company Max Solution オファリング・コンポーネントでの
み使用できます。

6.2

データの利用に関する制限
a.

お客様は、i) 商業上合理的な努力をもって、「データ」の部分がお客様のコンピューター・システ
ム、製品または管理下 (以下、「お客様による管理」といいます。) から収集または抽出されること
を防止し、ii) 「お客様による管理」から「データ」が収集または抽出されたことが明らかになった
か、またはその合理的な疑いが生じた場合は、速やかに書面にて IBM に通知するものとします。
この場合、両当事者は、かかる行為をお客様が防止するための商業的に合理的な計画を誠実に協議
するものとします。両当事者がかかる計画に合意できなかった場合には、IBM は、「お客様による
管理」に属する「データ」を保護するために必要な措置が講じられるまで、「データ」の提供を停
止する権利を有します。

b.

お客様は、「データ」内に、特定の第三者データ要素がある可能性があることを了承し、かかる
データを IBM が受け取ったことが何らかの理由で終了した場合には、IBM がかかるデータの伝送
を終了する権利ならびに本書に基づいて代替製品を提供する権利を有することに同意します。

c.

お客様は、「データ」の使用により、またはそれに関連して収集された情報に対するお客様のアク
セス、それらの使用、共有および保存に関連するお客様のプライバシー・ポリシーを公表し、これ
を遵守するものとします。

d.

お客様は、IBM が、自己の裁量で、「データ」のスタイル、形式、または「データ」を随時変更し
たり、「データ」の部分を除外または中止したりできることを了承します。ただし、IBM は、
「データ」の重大な変更に関して、同様の立場にある顧客に連絡する際には、連絡先にお客様を含
めるものとします。
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e.

お客様が第三者 (お客様の取引先、ビジネス・パートナー、または製品のエンド・ユーザーなど) が
アクセスできる形式または方法で、「データ」を表示、転送、提示、配布、実演またはその他の方
法で発信する場合 (以下「第三者が接するアプリケーション」といいます。) は、お客様は以下のこ
とに同意します。
(1)

お客様は、「第三者が接するアプリケーション」または製品もしくはサービスに掲載される、
「データ」に隣接するその他の「データ」について、IBM が提供、是認、資金援助、保証、
または承認したことを示唆することを、直接的にも間接的にも行わないものとします。

(2)

お客様による「データ」の伝送および表示は、中断なく行われ、下記の技術仕様およびパ
フォーマンス基準 (随時、変更される場合があります。) に準拠していなければなりません。
(a)

IBM は、データ・セットを要求する任意のロケーション ID に対してお客様がデータ・
フィードを呼び出す頻度の上限を設定し、制限する権利を留保します。データが更新さ
れるまでの間に、データをキャッシュに保存しておくことはお客様の責任です。

(b)

データの表示
お客様は、「第三者が接するアプリケーション」に対して、またはこれを通じて「デー
タ」を提供する 5 営業日前までに、お客様による「データ」の利用を確認する機会を、
IBM に提供するものとします。IBM は、「第三者が接するアプリケーション」内に
「データ」が表示される方法を却下する権利を有します。ただし、IBM の確認および承
認は、不合理に留保または遅延しないものとします。「第三者が接するアプリケーショ
ン」については、お客様は、観察された影響を評価し、速やかに通知し、是正すること
ができるように、「データ」の機能、パフォーマンスおよび体裁を監視するものとしま
す。

6.3

f.

本ソリューションへのアクセスの終了と同時に、お客様はすべての「データ」をシステムから削除
しなければなりません。

g.

「クラウド・サービス」に入力されたソーシャル・メディア・データはすべて「コンテンツ」とみ
なされ、お客様のみが責任を負うものとします。

国別の利用制限
お客様は、お客様による「データ」の使用が許可されるか否かを自ら判断し、必要な場合は、「データ」
を実行または使用する国において、必要なすべての使用許諾、許可、承認もしくは認可を政府機関から
取得する責任を負います。また IBM の本 SD に基づく義務は、上記のことを条件とします。

7.

ソフトウェア・オファリングの追加条件

7.1

プログラム・ライセンス
「プログラム」とは、IBM ブランドを有するコンピューター・プログラムおよび関連資料であり、その
料金を支払うことを条件に使用許諾されるものをいいます。「プログラム」には、付随文書にその条件
を定義する「機械コード」や「プロジェクト資料」は含まれません。「プログラム」は、著作権として
保護され、使用許諾されるものであって、売買の対象となるものではありません。IBM が「プログラム」
の注文を承諾した場合、お客様は、a) 許諾範囲内および本 SD、本契約および関連する TD の条件で「プ
ログラム」を使用すること、b) かかる許諾された範囲での使用のために複製物を作成、導入すること、
かつ c) バックアップ目的で複製物を作成することができる非独占的使用権を許諾されます。お客様、お
客様が許可した自己の従業員および従契約者が、お客様の「エンタープライズ」内でのみ「プログラム」
を使用できるものとし、第三者に対してホスティングまたはタイム・シェアリング・サービスを提供す
るために「プログラム」を使用する権限はないものとします。お客様は、いかなる「プログラム」の使
用権も再使用許諾、譲渡または移転することはできません。追加料金または異なる条件のもとで、追加
の権利が提供される場合があります。お客様は、「プログラム」を使用するための無制限の権利を付与
されておらず、またお客様は、「プログラム」の経済的価値のすべての支払いを行ったものでもありま
せん。一部の「プログラム」は、以下に指定される別契約に基づき使用許諾される第三者コードを含む
場合があります。
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「プログラム」に対してお客様に付与される使用権は、お客様が以下のすべてを行うことを条件としま
す。
a.

著作権表示およびその他のマーキングを複製物に行うこと。

b.

「プログラム」を使用するすべての者が、お客様の許諾された範囲でこれを使用し、その他の使用
条件を遵守するための必要な手当てを行うこと。

c.

「プログラム」の逆アセンブル、逆コンパイル、翻案またはリバース・エンジニアリングを行わな
いこと。

d.

「プログラム」に含まれる構成要素または関連資料を「プログラム」の本体から切り離して使用し
ないこと。

「プログラム」の使用権の基となる課金単位は付随文書または TD に記載されます。サーバー・ベース
課金単位またはキャパシティー・ベース課金単位のすべての使用権については、「プログラム」が導入
されているサーバーのフルキャパシティーに対して使用許諾されなければなりません。ただし、IBM か
らサブキャパシティーが提供される場合で、お客様が該当のサブキャパシティー要件を遵守する場合は
その限りではありません。
お客様の「契約」で別途記載のある場合を除き、以下が適用されます。
a.

料金、税金、支払いおよび検査
お客様は、i) IBM およびその独立した監査人がお客様の本契約 (「プログラム」の許諾範囲および
サブキャパシティーの使用等の課金単位の条件を含みます。) の遵守状況を確認するために合理的
に必要となる記録、システム・ツールからの出力、およびお客様の施設へのアクセスを維持するも
のとし、IBM からの要求に応じてこれらを提供すること、また ii) 当該確認の結果、お客様の状況
が準拠していないと判明した場合、必要となる許諾範囲または許諾数量を速やかに注文し、その時
点で最新の料金および検査結果に基づくその他の料金もしくは債務を IBM の請求書に従い支払う
ものとします。これらの遵守状況確認義務は、該当する TD の有効期間中、およびその後の 2 年間
有効に存続します。

b.

責任の制限
当該請求の根拠が、「他社製品」および IBM が提供していない品目に基づく場合、またはお客様
の「コンテンツ」、あるいはお客様の資料、設計もしくは仕様に起因して、あるいはお客様が IBM
製品の最新バージョンまたはリリースを使用していたならばその侵害を避けられたにもかかわらず
IBM 製品の旧バージョンもしくはリリースを使用したことに起因して生じた法令違反や第三者の権
利侵害に基づく場合、IBM は、かかる請求について責任を負わないものとします。

c.

解約
IBM は、お客様が本契約を遵守していない場合、「プログラム」のお客様の使用権を解約できるも
のとします。お客様は、いずれかの当事者がかかる使用権を解約した場合、「プログラム」のすべ
ての複製物を速やかに破棄するものとします。

7.2

別途使用許諾されるコード
本項の規定は、このライセンスに適用される法律に基づき無効または実行不能と判示された場合は、適
用されません。下記の各コンポーネントは「別途使用許諾されるコード」とみなされます。「IBM の別
途使用許諾されるコード」は、本サービス記述書の最後に記載された「別紙」に定める、該当する第三
者の使用条件に基づいて、「ライセンシー」にお客様に使用許諾されます。本契約またはライセンシー
が IBM と締結される他の如何なる契約にかかわらず、以下に別途特記事項がない限り、かかる第三者の
使用条件のすべての規定が「別途使用許諾されるコード」の使用に適用されます。
将来の「プログラム」の更新または修正には、追加的なまたは更新された「別途使用許諾されるコード」
を含めることができるものとします。かかる「別途使用許諾されるコード」および関連ライセンスは、
適用中の更新または修正に先立って「ライセンシー」に提供されます。「ライセンシー」は、「ライセ
ンシー」が提供された使用条件を読み、合意したことを了承します。これらの第三者の使用許諾契約の
規定に同意することができない場合、ライセンシーは「別途使用許諾されるコード」を使用することは
できません。
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本サービス記述書に定義される「プログラム」条件に基づいて取得された「プログラム」において、か
つ「ライセンシー」が「プログラム」の最初の「ライセンシー」である場合に、「ライセンシー」が第
三者の使用条件に同意しない場合、「ライセンシー」は、「PoE」が「ライセンシー」に発行された日か
ら 30 日以内に「ライセンシー」が「プログラム」を取得した相手方当事者に「プログラム」を返却しな
ければなりません。使用権の更新が必要となる期限付使用権の場合、ライセンシーは本件プログラムお
よびその PoE の初回の使用権が付与された期日から 30 日以内に返却される場合のみ、返金を受けること
ができます。
注: 第三者の使用許諾契約、本契約またはライセンシーが IBM と締結された他の契約にもかかわらず、
以下の規定が適用されます。
a.

IBM はライセンシーにこの「別途使用許諾されるコード」をいかなるなる保証も適用せず提供しま
す。

b.

IBM は、別途使用許諾されるコードについて、権原の保証、第三者の権利の非侵害または非抵触、
ならびに商品性および特定目的適合性に関する黙示の保証および条件を含む (これらに限定されま
せん。) 明示または黙示のあらゆる保証および条件を否認します。

c.

IBM は、「別途使用許諾されるコード」に起因または関連して生じたいかなる請求についてもライ
センシーに対して責任を負わず、またライセンシーを防御、免責または補償をしないものとします。

d.

IBM は、「別途使用許諾されるコード」に関して、データ損失、節約すべかりし費用または逸失収
益を含むが、これに限らず、いかなる直接損害、間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害ま
たは結果的損害について責任を負わないものとします。

これらの免責事項に関わらず、IBM はドイツおよびオーストリアにおいて「別途使用許諾されるコード」
に対する IBM の保証および賠償責任は、IBM 使用許諾契約書におけるドイツおよびオーストリアに該当
するそれぞれの条項にのみが適用されます。
注: IBM は、「別途使用許諾されるコード」に対して限定的なサポートを提供する場合があります。かか
るサポートが提供される場合、そのサポートに関わる詳細および追加条件は所定のライセンス情報に記
載されます。
「別途使用許諾されるコード」は以下のとおりです。

8.

●

Microsoft

●

HP

●

クリエイティブ・コモンズ

他社製機械
他社製機械とはデバイスのことで、IBM がお客様に提供するその機能、アップグレード、およびアクセ
サリーを含みます。かかる他社製機械には IBM ブランドは付されず、他社のブランドが付されます。
IBM がお客様の注文を承諾した場合、IBM は他社製機械の所有権を、すべての代金が完済された時に、
お客様またはお客様の賃貸人に移転します。ただし、米国の場合は出荷と同時に所有権が移転します。
IBM は、機械を発送するために運送業者に引き渡すまで、滅失破損のリスクを負います。IBM は、お客
様の施設へ納入するまで、お客様の代わりに保険を支払います。お客様は機械の滅失破損について、引
渡日を含めて 10 営業日以内に IBM に書面で通知し、かつ IBM の保険請求手続きに従う必要があります。
お客様は、他社製機械を取得した国においてお客様の「エンタープライズ」内でのみ使用するものとし、
再販、リース、移転のために取得することはできません。ただし、リースバックのファイナンシングを
することはできます。

8.1

免責および責任
一部であれ全部であれ、他社製機械、IBM が提供していない品目に基づく請求、お客様の資料、設計、
または仕様に起因して生じた法令違反や第三者の権利侵害に関して、IBM は一切責任を負いません。
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各当事者は、以下に、記名押印するかまたは法律で認められている場合は電子的に署名することにより、本サー
ビス記述書 (または参照により本サービス記述書を組み込むその他の文書) の条件に同意するものとします。記名
押印された場合には、信頼できる手段 (例えば、電子画像、フォトコピーまたはファクシミリ) により作成された
本サービス記述書の複製は、原本とみなされます。

同意します。

同意します。

お客様 (法人名)

IBM 法人:

責任者___________________________________________ 責任者___________________________________________
記名・押印

記名・押印

役職:

役職:

氏名 (活字体):

氏名 (活字体):

日付:

日付:

お客様番号:

契約書番号:

企業番号:
住所:
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別紙 A
Microsoft ソフトウェア・ライセンス条項
最終更新 2018 年 11 月
MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS
WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE & MOBILE (ALL EDITIONS)
IF YOU LIVE IN (OR IF YOUR PRINCIPAL PLACE OF BUSINESS IS IN) THE UNITED STATES, PLEASE
READ THE BINDING ARBITRATION CLAUSE AND CLASS ACTION WAIVER IN SECTION 8. IT AFFECTS
HOW DISPUTES ARE RESOLVED.
Thank you for choosing Microsoft!
Depending on how you obtained the Windows software, this is a license agreement between (i) you and the
device manufacturer or software installer that distributes the software with your device; or (ii) you and Microsoft
Corporation (or, based on where you live or if a business where your principal place of business is located, one of
its affiliates) if you acquired the software from a retailer. Microsoft is the device manufacturer for devices
produced by Microsoft or one of its affiliates, and Microsoft is the retailer if you acquired the software directly from
Microsoft.
This agreement describes your rights and the conditions upon which you may use the Windows software. You
should review the entire agreement, including any supplemental license terms that accompany the software and
any linked terms, because all of the terms are important and together create this agreement that applies to you.
You can review linked terms by pasting the (aka.ms/) link into a browser window.
By accepting this agreement or using the software, you agree to all of these terms, and consent to the
transmission of certain information during activation and during your use of the software as per the
privacy statement described in Section 3. If you do not accept and comply with these terms, you may not
use the software or its features. You may contact the device manufacturer or installer, or your retailer if you
purchased the software directly, to determine its return policy and return the software or device for a refund or
credit under that policy. You must comply with that policy, which might require you to return the software with the
entire device on which the software is installed for a refund or credit, if any.

1.

Overview.
a.

Applicability. This agreement applies to the Windows software that is preinstalled on your device,
or acquired from a retailer and installed by you, the media on which you received the software (if
any), any fonts, icons, images or sound files included with the software, and also any Microsoft
updates, upgrades, supplements or services for the software, unless other terms come with them. It
also applies to Windows apps developed by Microsoft that provide functionality such as mail,
calendar, contacts, music and news that are included with and are a part of Windows. If this
agreement contains terms regarding a feature or service not available on your device, then those
terms do not apply.

b.

Additional terms. Depending on your device's capabilities, how it is configured, and how you use it,
additional Microsoft and third party terms may apply to your use of certain features, services and
apps.
(1)

Some Windows apps provide an access point to, or rely on, online services, and the use of
those services is sometimes governed by separate terms and privacy policies, such as the
Microsoft Services Agreement at (aka.ms/msa). You can view these terms and policies by
looking at the service terms of use or the app's settings, as applicable; please read them. The
services may not be available in all regions.

(2)

The manufacturer or installer may also preinstall apps, which will be subject to separate
license terms.

(3)

The software may include third party software such as Adobe Flash Player that is licensed
under its own terms. You agree that your use of Adobe Flash Player is governed by the
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license terms for Adobe Systems Incorporated at (aka.ms/adobeflash). Adobe and Flash are
either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the United
States and/or other countries.
(4)

2.

The software may include third party programs that are licensed to you under this agreement,
or under their own terms. License terms, notices and acknowledgements, if any, for the third
party program can be view at (aka.ms/thirdpartynotices).

Installation and Use Rights.
a.

License. The software license is permanently assigned to the device with which you acquired the
software. You many only use the software on that device.

b.

Device. In this agreement, "device" means a physical hardware system) with an internal storage
device capable of running the software. A hardware partition or blade is considered to be a device.

c.

Restrictions. The manufacturer or installer and Microsoft reserve all rights (such as rights under
intellectual property laws) not expressly granted in this agreement. For example, this license does
not give you any right to, and you may not:

d.

(1)

use or virtualize features of the software separately;

(2)

publish, copy (other than the permitted backup copy), rent, lease, or lend the software;

(3)

transfer the software;

(4)

work around any technical restrictions or limitations in the software;

(5)

use the software as server software, for commercial hosting, make the software available for
simultaneous use by multiple users over a network, install the software on a server and allow
users to access it remotely, or install the software on a device for use only by remote users;

(6)

reverse engineer, decompile, or disassemble the software, or attempt to do so, except and
only to the extent that the foregoing restriction is (a) permitted by applicable law; (b) permitted
by licensing terms governing the use of open source components that may be included with
the software; or (c) required to debug changes to any libraries licensed under the GNU Lesser
General Public License which are included with and linked to by the software; and

(7)

when using Internet-based features you may not use those features in any way that could
interfere with anyone else's use of them, or to try to gain access to or use any service, data,
account, or network, in an unauthorized manner.

Multi use scenarios.
(1)

Multiple versions. If when acquiring the software, you were provided with multiple versions
(such as 32-bit and 64-bit versions), you may install and activate only one of those versions at
a time.

(2)

Multiple or pooled connections. Hardware or software you use to multiplex or pool
connections, or reduce the number of devices or users that access or use the software, does
not reduce the number of licenses you need. You may only use such hardware or software if
you have a license for each instance of the software you are using.

(3)

Device connections. You may allow up to 20 other devices to access the software installed
on the licensed device for the purpose of using the following software features: file services,
print services, Internet information services, and Internet connection sharing and telephony
services on the licensed device. The 20 connection limit applies to devices that access the
software indirectly through "multiplexing" or other software or hardware that pools
connections. You may allow any number of devices to access the software on the licensed
device to synchronize data between devices. This section does not mean, however, that you
have the right to install the software, or use the primary function of the software (other than the
features listed in this section), on any of these other devices.

(4)

Remote access. Users may access the licensed device from another device using remote
access technologies, but only on devices separately licensed to run the same or higher edition
of this software.

(5)

Remote assistance. You may use remote assistance technologies to share an active session
without obtaining any additional licenses for the software. Remote assistance allows one user
to connect directly to another user's computer, usually to correct problems.
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e.

f.

3.

(6)

POS application. If the software is installed on a retail point of service device, you may use
the software with a point of service application ("POS Application"). A POS Application is a
software application which provides only the following functions: (i) process sales and service
transactions, scan and track inventory, record and/or transmit customer information, and
perform related management functions, and/or (ii) provide information directly and indirectly to
customers about available products and services. You may use other programs with the
software as long as the other programs: (i) directly support the manufacturer's specific use for
the device, or (ii) provide system utilities, resource management, or anti-virus or similar
protection. For clarification purposes, an automated teller machine ("ATM") is not a retail point
of service device.

(7)

Cloud Computing Devices. If your device uses Internet browsing functionality to connect to
and access cloud hosted applications: (i) no desktop functions may run locally on the device,
and (ii) any files that result from the use of the desktop functions may not be permanently
stored on the system. "Desktop functions," as used in this agreement, means a consumer or
business task or process performed by a computer or computing device. This includes but is
not limited to email, word processing, spreadsheets, database, scheduling, network or internet
browsing and personal finance.

(8)

Desktop Functions. If your system performs desktop functions, then you must ensure that
they: (i) are only used to support the application, and (ii) operate only when used with the
application.

Windows 10 IoT Enterprise Features for Development and Testing Only
(1)

Windows 10 Containers. You may only use Windows 10 Containers for commercial
purposes and activities with Microsoft Azure IoT Edge. You may use any number of virtual
operating system environments instantiated as Windows 10 Containers by the Microsoft Azure
IoT Edge Runtime on the device.

(2)

Device Health Attestation. You may only implement Device Health Attestation in a
commercial use if you execute a Microsoft Windows IoT Core Services Agreement at:
https://azure.microsoft.com/en-us/services/windows-10-iot-core/.

Specific Use. The manufacturer designed the licensed device for a specific use. You may only use
the software for that use.

Privacy; Consent to Use of Data.
Your privacy is important to us. Some of the software features send or receive information when using
those features. Many of these features can be switched off in the user interface, or you can choose not to
use them. By accepting this agreement and using the software you agree that Microsoft may collect, use,
and disclose the information as described in the Microsoft Privacy Statement available at
(aka.ms/privacy), and as may be described in the user interface associated with the software features.

4.

Authorized Software and Activation.
You are authorized to use this software only if you are properly licensed and the software has been
properly activated with a genuine product key or by other authorized method. When you connect to the
Internet while using the software, the software will automatically contact Microsoft or its affiliate to confirm
the software is genuine and the license is associated with the licensed device. You can also activate the
software manually by Internet or telephone. In either case, transmission of certain information will occur,
and Internet, telephone and SMS service charges may apply. During activation (or reactivation that may
be triggered by changes to your device's components), the software may determine that the installed
instance of the software is counterfeit, improperly licensed or includes unauthorized changes. If activation
fails the software will attempt to repair itself by replacing any tampered Microsoft software with genuine
Microsoft software. You may also receive reminders to obtain a proper license for the software.
Successful activation does not confirm that the software is genuine or properly licensed. You may not
bypass or circumvent activation. To help determine if your software is genuine and whether you are
properly licensed, see (aka.ms/genuine). Certain updates, support, and other services might only be
offered to users of genuine Microsoft software.

5.

Updates.
You may obtain updates only from Microsoft or authorized sources, and Microsoft may need to update
your system to provide you with those updates. The software periodically checks for system and app
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updates, and may download and install them for you. To the extent automatic updates are enabled on
your device, by accepting this agreement, you agree to receive these types of automatic updates without
any additional notice.

6.

Geographic and Export Restrictions.
If your software is restricted for use in a particular geographic region, then you may activate the software
only in that region. You must also comply with all domestic and international export laws and regulations
that apply to the software, which include restrictions on destinations, end users, and end use. For further
information on geographic and export restrictions, visit (aka.ms/exporting).

7.

Support and Refund Procedures.
For the software generally, contact the device manufacturer or installer for support options. Refer to the
support number provided with the software. For updates and supplements obtained directly from
Microsoft, Microsoft may provide limited support services for properly licensed software as described at
(aka.ms/mssupport). If you are seeking a refund, contact the manufacturer or installer to determine its
refund policies. You must comply with those policies, which might require you to return the software with
the entire device on which the software is installed for a refund.

8.

Binding Arbitration and Class Action Waiver if You Live in (or if a Business Your
Principal Place of Business is in) the United States.
We hope we never have a dispute, but if we do, you and we agree to try for 60 days to resolve it
informally. If we can't, you and we agree to binding individual arbitration before the American
Arbitration Association ("AAA") under the Federal Arbitration Act ("FAA"), and not to sue in court
in front of a judge or jury. Instead, a neutral arbitrator will decide and the arbitrator's decision will be
final except for a limited right of appeal under the FAA. Class action lawsuits, class-wide arbitrations,
private attorney-general actions, and any other proceeding where someone acts in a
representative capacity aren't allowed. Nor is combining individual proceedings without the
consent of all parties. "We," "our," and "us" includes Microsoft, the device manufacturer, and software
installer.
a.

Disputes covered – everything except IP. The term "dispute" is as broad as it can be. It includes
any claim or controversy between you and the manufacturer or installer, or you and Microsoft,
concerning the software, its price, or this agreement, under any legal theory including contract,
warranty, tort, statute, or regulation, except disputes relating to the enforcement or validity of
your, your licensors', our, or our licensors' intellectual property rights.

b.

Mail a Notice of Dispute first. If you have a dispute and our customer service representatives can't
resolve it, send a Notice of Dispute by U.S. Mail to the manufacturer or installer, ATTN: LEGAL
DEPARTMENT. If your dispute is with Microsoft, mail it to Microsoft Corporation, ATTN: LCA
ARBITRATION, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399. Tell us your name, address, how
to contact you, what the problem is, and what you want. A form is available at (aka.ms/disputeform).
We'll do the same if we have a dispute with you. After 60 days, you or we may start an arbitration if
the dispute is unresolved.

c.

Small claims court option. Instead of mailing a Notice of Dispute, and if you meet the court's
requirements, you may sue us in small claims court in your county of residence (or if a business
your principal place of business) or our principal place of business – King County, Washington USA
if your dispute is with Microsoft. We hope you'll mail a Notice of Dispute and give us 60 days to try
to work it out, but you don't have to before going to small claims court.

d.

Arbitration procedure. The AAA will conduct any arbitration under its Commercial Arbitration
Rules (or if you are an individual and use the software for personal or household use, or if the value
of the dispute is $75,000 USD or less whether or not you are an individual or how you use the
software, its Consumer Arbitration Rules). For more information, see (aka.ms/adr) or call 1-800-7787879. To start an arbitration, submit the form available at (aka.ms/arbitration) to the AAA; mail a
copy to the manufacturer or installer (or to Microsoft if your dispute is with Microsoft). In a dispute
involving $25,000 USD or less, any hearing will be telephonic unless the arbitrator finds good cause
to hold an in-person hearing instead. Any in-person hearing will take place in your county of
residence (of if a business your principal place of business) or our principal place of business – King
County, Washington if your dispute is with Microsoft. You choose. The arbitrator may award the
same damages to you individually as a court could. The arbitrator may award declaratory or
injunctive relief only to you individually to satisfy your individual claim.
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e.

9.

Arbitration fees and payments.
(1)

Disputes involving $75,000 USD or less. The manufacturer or installer (or Microsoft if your
dispute is with Microsoft) will promptly reimburse your filing fees and pay the AAA's and
arbitrator's fees and expenses. If you reject our last written settlement offer made before the
arbitrator was appointed, your dispute goes all the way to an arbitrator's decision (called an
"award"), and the arbitrator awards you more than this last written offer, the manufacturer or
installer (or Microsoft if your dispute is with Microsoft) will: (1) pay the greater of the award or
$1,000 USD; (2) pay your reasonable attorney's fees, if any; and (3) reimburse any expenses
(including expert witness fees and costs) that your attorney reasonably accrues for
investigating, preparing, and pursuing your claim in arbitration. The arbitrator will determine
the amounts unless you and we agree on them.

(2)

Disputes involving more than $75,000 USD. The AAA rules will govern payment of filing
fees and the AAA's and arbitrator's fees and expenses.

(3)

Disputes involving any amount. If you start an arbitration we won't seek our AAA or
arbitrator's fees and expenses, or your filing fees we reimbursed, unless the arbitrator finds
the arbitration frivolous or brought for an improper purpose. If we start an arbitration we will
pay all filing, AAA, and arbitrator's fees and expenses. We won't seek our attorney's fees or
expenses from you in any arbitration. Fees and expenses are not counted in determining how
much a dispute involves.

f.

Must file within one year. You and we must file in small claims court or arbitration any claim or
dispute (except intellectual property disputes – see Section 9.a). within one year from when it first
could be filed. Otherwise, it's permanently barred.

g.

Severability. If the class action waiver is found to be illegal or unenforceable as to all or some parts
of a dispute, those parts won't be arbitrated but will proceed in court, with the rest proceeding in
arbitration. If any other provision of Section 9 is found to be illegal or unenforceable, that provision
will be severed but the rest of Section 9 still applies.

h.

Conflict with AAA rules. This agreement governs if it conflicts with the AAA's Commercial
Arbitration Rules or Consumer Arbitration Rules.

i.

Microsoft as party or third-party beneficiary. If Microsoft is the device manufacturer or if you
acquired the software from a retailer, Microsoft is a party to this agreement. Otherwise, Microsoft is
not a party but is a third-party beneficiary of your agreement with the manufacturer or installer to
resolve disputes through informal negotiation and arbitration.

Governing Law.
The laws of the state or country where you live (or if a business where your principal place of business is
located) govern all claims and disputes concerning the software, its price, or this agreement, including
breach of contract claims and claims under state consumer protection laws, unfair competition laws,
implied warranty laws, for unjust enrichment, and in tort, regardless of conflict of law principles. In the
United States, the FAA governs all provisions relating to arbitration.

10.

Consumer Rights, Regional Variations.
This agreement describes certain legal rights. You may have other rights, including consumer rights,
under the laws of your state or country. You may also have rights with respect to the party from which you
acquired the software. This agreement does not change those other rights if the laws of your state or
country do not permit it to do so. For example, if you acquired the software in one of the below regions, or
mandatory country law applies, then the following provisions apply to you:
a.

Australia. References to "Limited Warranty" are references to the express warranty provided by
Microsoft or the manufacturer or installer. This warranty is given in addition to other rights and
remedies you may have under law, including your rights and remedies in accordance with the
statutory guarantees under the Australian Consumer Law.
In this section, "goods" refers to the software for which Microsoft or the manufacturer or installer
provides the express warranty. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the
Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and
compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have
the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not
amount to a major failure.
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b.

Canada. You may stop receiving updates on your device by turning off Internet access. If and when
you re-connect to the Internet, the software will resume checking for and installing updates.

c.

European Union. The academic use restriction in Section 12.d(i) below does not apply in the
jurisdictions listed on this site: (aka.ms/academicuse).

d.

Germany and Austria.
(1)

Warranty. The properly licensed software will perform substantially as described in any
Microsoft materials that accompany the software. However, the manufacturer or installer, and
Microsoft, give no contractual guarantee in relation to the licensed software.

(2)

Limitation of Liability. In case of intentional conduct, gross negligence, claims based on the
Product Liability Act, as well as, in case of death or personal or physical injury, the
manufacturer or installer, or Microsoft is liable according to the statutory law.
Subject to the preceding sentence, the manufacturer or installer, or Microsoft will only be liable
for slight negligence if the manufacturer or installer or Microsoft is in breach of such material
contractual obligations, the fulfillment of which facilitate the due performance of this
agreement, the breach of which would endanger the purpose of this agreement and the
compliance with which a party may constantly trust in (so-called "cardinal obligations"). In
other cases of slight negligence, the manufacturer or installer or Microsoft will not be liable for
slight negligence.

e.

11.

Other regions. See (aka.ms/variations) for a current list of regional variations

Additional Notices.
a.

Networks, data and Internet usage. Some features of the software and services accessed through
the software may require your device to access the Internet. Your access and usage (including
charges) may be subject to the terms of your cellular or internet provider agreement. Certain
features of the software may help you access the Internet more efficiently, but the software's usage
calculations may be different from your service provider's measurements. You are always
responsible for (i) understanding and complying with the terms of your own plans and agreements,
and (ii) any issues arising from using or accessing networks, including public/open networks. You
may use the software to connect to networks, and to share access information about those
networks, only if you have permission to do so.

b.

H.264/AVC and MPEG-4 visual standards and VC-1 video standards. The software may include
H.264/MPEG-4 AVC and/or VC-1 decoding technology. MPEG LA, L.L.C. requires this notice:
THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE AVC, THE VC-1, AND THE MPEG-4 PART 2 VISUAL
PATENT PORTFOLIO LICENSES FOR THE PERSONAL AND NON-COMMERCIAL USE OF A
CONSUMER TO (i) ENCODE VIDEO IN COMPLIANCE WITH THE ABOVE STANDARDS ("VIDEO
STANDARDS") AND/OR (ii) DECODE AVC, VC-1, AND MPEG-4 PART 2 VIDEO THAT WAS
ENCODED BY A CONSUMER ENGAGED IN A PERSONAL AND NON-COMMERCIAL ACTIVITY
AND/OR WAS OBTAINED FROM A VIDEO PROVIDER LICENSED TO PROVIDE SUCH VIDEO.
NO LICENSE IS GRANTED OR SHALL BE IMPLIED FOR ANY OTHER USE. ADDITIONAL
INFORMATION MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, L.L.C. SEE WWW.MPEGLA.COM

c.

12.

Malware protection. Microsoft cares about protecting your device from malware. The software will
turn on malware protection if other protection is not installed or has expired. To do so, other
antimalware software will be disabled or may have to be removed.

Entire Agreement.
This agreement (together with the printed paper license terms or other terms accompanying any software
supplements, updates, and services that are provided by the manufacturer or installer, or Microsoft, and
that you use), and the terms contained in web links listed in this agreement, are the entire agreement for
the software and any such supplements, updates, and services (unless the manufacturer or installer, or
Microsoft, provides other terms with such supplements, updates, or services). You can review this
agreement after your software is running by going to (aka.ms/useterms) or going to Settings – System –
About within the software. You can also review the terms at any of the links in this agreement by typing
the URLs into a browser address bar, and you agree to do so. You agree that you will read the terms
before using the software or services, including any linked terms. You understand that by using the
software and services, you ratify this agreement and the linked terms. There are also informational links in
this agreement. The links containing notices and binding terms are:
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●

Windows 10 Privacy Statement (aka.ms/privacy)

●

Microsoft Services Agreement (aka.ms/msa)

●

Adobe Flash Player License Terms (aka.ms/adobeflash)
***********************************************************************
NO WARRANTY

THE SOFTWARE ON YOUR DEVICE (INCLUDING THE APPS) IS LICENSED "AS IS". TO THE
MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY YOUR LOCAL LAWS, YOU BEAR THE ENTIRE RISK AS TO THE
SOFTWARE'S QUALITY AND PERFORMANCE. SHOULD IT PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE
ENTIRE COST OF ALL SERVICING OR REPAIR. NEITHER THE DEVICE MANUFACTURER NOR
MICROSOFT GIVES ANY EXPRESS WARRANTIES, GUARANTEES, OR CONDITIONS FOR THE
SOFTWARE. TO THE EXTENT PERMITTED UNDER YOUR LOCAL LAWS, THE MANUFACTURER
AND MICROSOFT EXCLUDE ALL IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS, INCLUDING THOSE
OF MERCHANTABILITY, QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NONINFRINGEMENT. YOU MAY HAVE ADDITIONAL CONSUMER RIGHTS OR STATUTORY
GUARANTEES UNDER LOCAL LAWS THAT THESE TERMS CANNOT CHANGE.
IF YOUR LOCAL LAWS IMPOSE A WARRANTY, GUARANTEE, OR CONDITION EVEN THOUGH THIS
AGREEMENT DOES NOT, ITS TERM IS LIMITED TO 90 DAYS FROM WHEN THE FIRST USER
ACQUIRES THE SOFTWARE. IF THE MANUFACTURER OR MICROSOFT BREACHES SUCH A
WARRANTY, GUARANTEE, OR CONDITION, YOUR SOLE REMEDY, AT THE MANUFACTURER'S
OR MICROSOFT'S ELECTION, IS (I) REPAIR OR REPLACEMENT OF THE SOFTWARE AT NO
CHARGE, OR (II) RETURN OF THE SOFTWARE (OR AT ITS ELECTION THE DEVICE ON WHICH
THE SOFTWARE WAS INSTALLED) FOR A REFUND OF THE AMOUNT PAID, IF ANY. THESE ARE
YOUR ONLY REMEDIES FOR BREACH OF A WARRANTY, GUARANTEE, OR CONDITION YOUR
LOCAL LAWS IMPOSE.
TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY YOUR LOCAL LAWS, IF YOU HAVE ANY BASIS FOR
RECOVERING DAMAGES, YOU CAN RECOVER FROM THE MANUFACTURER OR MICROSOFT
ONLY DIRECT DAMAGES UP TO THE AMOUNT YOU PAID FOR THE SOFTWARE (OR UP TO $50
USD IF YOU ACQUIRED THE SOFTWARE FOR NO CHARGE). YOU WILL NOT, AND WAIVE ANY
RIGHT TO, SEEK TO RECOVER ANY OTHER DAMAGES OR REMEDY, INCLUDING LOST PROFITS
AND DIRECT, CONSEQUENTIAL, SPECIAL, INDIRECT, OR INCIDENTAL DAMAGES, UNDER ANY
PART OF THIS AGREEMENT OR UNDER ANY THEORY. THIS LIMITATION APPLIES TO (I)
ANYTHING RELATED TO THIS AGREEMENT, THE SOFTWARE (INCLUDING THE APPS), THE
DEVICE, SERVICES, CORRUPTION OR LOSS OF DATA, FAILURE TO TRANSMIT OR RECEIVE
DATA, CONTENT (INCLUDING CODE) ON THIRD PARTY INTERNET SITES OR THIRD PARTY
PROGRAMS, AND (II) CLAIMS FOR BREACH OF CONTRACT, WARRANTY, GUARANTEE, OR
CONDITION; STRICT LIABILITY, NEGLIGENCE, OR OTHER TORT; VIOLATION OF A STATUTE OR
REGULATION; UNJUST ENRICHMENT; OR UNDER ANY OTHER THEORY.
THE DAMAGE EXCLUSIONS AND REMEDY LIMITATIONS IN THIS AGREEMENT APPLY EVEN IF
YOU HAVE NO REMEDY (THE SOFTWARE IS LICENSED "AS IS"), IF REPAIR, REPLACEMENT, OR
A REFUND (IF REQUIRED BY YOUR LOCAL LAW) DOES NOT FULLY COMPENSATE YOU FOR ANY
LOSSES, IF THE MANUFACTURER OR MICROSOFT KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN ABOUT
THE POSSIBILITY OF THE DAMAGES, OR IF THE REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.
Check with your device manufacturer to determine if your device is covered by a warranty.
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別紙 B
HP エンド・ユーザー・ライセンス契約書
READ CAREFULLY BEFORE USING THIS EQUIPMENT
This End-User license Agreement ("EULA") is a legal agreement between (a) you (either an individual or a single
entity) and (b) HP Inc. ("HP") that governs your use of any Software Product, installed on or made available by
HP for use with your HP product ("HP Product"), that is not otherwise subject to a separate license agreement
between you and HP or its suppliers. Other software may contain a EULA in its online documentation. The term
"Software Product" means computer software and may include associated media, printed materials and "online"
or electronic documentation.
An amendment or addendum to this EULA may accompany the HP Product.
RIGHTS IN THE SOFTWARE PRODUCT ARE OFFERED ONLY ON THE CONDITION THAT YOU AGREE TO
ALL TERMS AND CONDITIONS OF THIS EULA. BY INSTALLING, COPYING, DOWNLOADING, OR
OTHERWISE USING THE SOFTWARE PRODUCT, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS
EULA. IF YOU DO NOT ACCEPT THESE LICENSE TERMS, YOUR SOLE REMEDY IS TO RETURN THE
ENTIRE UNUSED PRODUCT (HARDWARE AND SOFTWARE) WITHIN 14 DAYS FOR A REFUND SUBJECT
TO THE REFUND POLICY OF YOUR PLACE OF PURCHASE.

1.

GRANT OF LICENSE.
HP grants you the following rights provided you comply with all terms and conditions of this EULA:

2.

a.

Use. You may use the Software Product on a single computer ("Your Computer"). If the Software
Product is provided to you via the internet and was originally licensed for use on more than one
computer, you may install and use the Software Product only on those computers. You may not
separate component parts of the Software Product for use on more than one computer. You do not
have the right to distribute the Software Product. You may load the Software Product into Your
Computer's temporary memory (RAM) for purposes of using the Software Product.

b.

Storage. You may copy the Software Product into the local memory or storage device of the HP
Product.

c.

Copying. You may make archival or back-up copies of the Software Product, provided the copy
contains all of the original Software Product's proprietary notices and that it is used only for back-up
purposes.

d.

Reservation of Rights. HP and its suppliers reserve all rights not expressly granted to you in this
EULA.

e.

Freeware. Notwithstanding the terms and conditions of this EULA, all or any portion of the Software
Product which constitutes non-proprietary HP software or software provided under public license by
third parties ("Freeware"), is licensed to you subject to the terms and conditions of the software
license agreement accompanying such Freeware whether in the form of a discrete agreement,
shrink wrap license or electronic license terms accepted at time of download. Use of the Freeware
by you shall be governed entirely by the terms and conditions of such license.

f.

Recovery Solution. Any software recovery solution provided with/for your HP Product, whether in
the form of a hard disk drive-based solution, an external media-based recovery solution (e.g. floppy
disk, CD or DVD) or an equivalent solution delivered in any other form, may only be used for
restoring the hard disk of the HP Product with/for which the recovery solution was originally
purchased. The use of any Microsoft operating system software contained in such recovery solution
shall be governed by the Microsoft License Agreement.

UPGRADES.
To use a Software Product identified as an upgrade, you must first be licensed for the original Software
Product identified by HP as eligible for the upgrade. After upgrading, you may no longer use the original
Software Product that formed the basis for your upgrade eligibility. By using the Software Product, you
also agree that HP may automatically access your HP Product when connected to the internet to check
the version or status of certain Software Products and may automatically download and install upgrades
or updates to such Software Products on to your HP Product to provide new versions or updates required
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to maintain the functionality, performance, or security of the HP Software and your HP Product and
facilitate the provision of support or other services provided to you. In certain cases, and depending on
the type of upgrade or update, notifications will be provided to you (via pop-up or other means), which
may require you to initiate the upgrade or update.

3.

ADDITIONAL SOFTWARE.
This EULA applies to updates or supplements to the original Software Product provided by HP unless HP
provides other terms along with the update or supplement. In case of a conflict between such terms, the
other terms will prevail.

4.

5.

TRANSFER.
a.

Third Party. The initial user of the Software Product may make a one-time transfer of the Software
Product to another end user. Any transfer must include all component parts, media, printed
materials, this EULA, and if applicable, the Certificate of Authenticity. The transfer may not be an
indirect transfer, such as a consignment. Prior to the transfer, the end user receiving the transferred
product must agree to all the EULA terms. Upon transfer of the Software Product, your license is
automatically terminated.

b.

Restrictions. You may not rent, lease or lend the Software Product or use the Software Product for
commercial timesharing or bureau use. You may not sublicense, assign or transfer the license or
Software Product except as expressly provided in this EULA.

PROPRIETARY RIGHTS.
All intellectual property rights in the Software Product and user documentation are owned by HP or its
suppliers and are protected by law, including but not limited to United States copyright, trade secret, and
trademark law, as well as other applicable laws and international treaty provisions. You shall not remove
any product identification, copyright notices or proprietary restrictions from the Software Product.

6.

LIMITATION ON REVERSE ENGINEERING.
You may not reverse engineer, decompile, or disassemble the Software Product, except and only to the
extent that the right to do so is mandated under applicable law notwithstanding this limitation or it is
expressly provided for in this EULA.

7.

TERM.
This EULA is effective unless terminated or rejected. This EULA will also terminate upon conditions set
forth elsewhere in this EULA or if you fail to comply with any term or condition of this EULA.

8.

CONSENT TO COLLECTION/USE OF DATA.
a.

HP will use cookies and other web technology tools to collect anonymous technical information
related to HP Software and your HP Product. This data will be used to provide the upgrades and
related support or other services described in Section 2. HP will also collect personal information
including your Internet Protocol address or other unique identifier information associated with your
HP Product and data provided by you on registration of your HP Product. As well as providing the
upgrades and related support or other services, this data will be used for sending marketing
communications to you (in each case with your express consent where required by applicable law).
To the extent permitted by applicable law, by accepting these terms and conditions you consent to
the collection and use of anonymous and personal data by HP, its subsidiaries, and affiliates as
described in this EULA and as further described in HP's privacy policy www.hp.com/go/privacy

b.

Collection/Use by Third Parties. Certain software programs included in your HP Product are
provided and separately licensed to you by third party providers ("Third Party Software"). Third
Party Software may be installed and operational on your HP Product even if you choose not to
activate/purchase such software. Third Party Software may collect and transmit technical
information about your system (i.e., IP address, unique device identifier, software version installed,
etc.) and other system data. This information is used by the third party to identify technical system
attributes and ensure that the most current version of the software has been installed on your
system. If you do not want the Third Party Software to collect this technical information or
automatically send you version updates, you should uninstall the software prior to connecting to the
Internet.
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9.

DISCLAIMER OF WARRANTIES.
TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, HP AND ITS SUPPLIERS PROVIDE
THE SOFTWARE PRODUCT "AS IS" AND WITH ALL FAULTS, AND HEREBY DISCLAIM ALL OTHER
WARRANTIES, GUARANTEES, AND CONDITIONS, EITHER EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF TITLE AND NON-INFRINGEMENT, ANY
IMPLIED WARRANTIES, DUTIES, GUARANTEES, OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, OF
SATISFACTORY QUALITY, OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND OF LACK OF
VIRUSES ALL WITH REGARD TO THE SOFTWARE PRODUCT. Some states/jurisdictions do not allow
exclusion of implied warranties or limitations on the duration of implied warranties, so the above
disclaimer may not apply to you in its entirety.
IN AUSTRALIA AND NEW ZEALAND, THE SOFTWARE COMES WITH GUARANTEES THAT CANNOT
BE EXCLUDED UNDER AUSTRALIAN AND NEW ZEALAND CONSUMER LAWS. AUSTRALIAN
CONSUMERS ARE ENTITLED TO A REPLACEMENT OR A REFUND FOR A MAJOR FAILURE AND
COMPENSATION FOR OTHER REASONABLY FORESEEABLE LOSS OR DAMAGE. AUSTRALIAN
CONSUMERS ARE ALSO ENTITLED TO HAVE THE SOFTWARE REPAIRED OR REPLACED IF IT
FAILS TO BE OF ACCEPTABLE QUALITY AND THE FAILURE DOES NOT AMOUNT TO A MAJOR
FAILURE. NEW ZEALAND CONSUMERS WHO ARE PURCHASING GOODS FOR PERSONAL,
DOMESTIC OR HOUSEHOLD USE OR CONSUMPTION AND NOT FOR THE PURPOSE OF A
BUSINESS ("NEW ZEALAND CONSUMERS") ARE ENTITLED TO REPAIR, REPLACEMENT OR
REFUND FOR A FAILURE AND COMPENSATION FOR OTHER REASONABLY FORESEEABLE LOSS
OR DAMAGE.

10.

LIMITATION OF LIABILITY.
Subject to local law, notwithstanding any damages that you might incur, the entire liability of HP and any
of its suppliers under any provision of this EULA and your exclusive remedy for all of the foregoing shall
be limited to the greater of the amount actually paid by you separately for the Software Product or U.S.
$5.00. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL HP OR
ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES WHATSOEVER, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS
OR CONFIDENTIAL OR OTHER INFORMATION, FOR BUSINESS INTERRUPTION, FOR PERSONAL
INJURY, FOR LOSS OF PRIVACY ARISING OUT OF OR IN ANY WAY RELATED TO THE USE OF OR
INABILITY TO USE THE SOFTWARE PRODUCT, OR OTHERWISE IN CONNECTION WITH ANY
PROVISION OF THIS EULA, EVEN IF HP OR ANY SUPPLIER HAS BEEN ADVISED OF THE
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES AND EVEN IF THE REMEDY FAILS OF ITS ESSENTIAL
PURPOSE. Some states/jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or
consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

11.

U.S. GOVERNMENT CUSTOMERS.
Consistent with FAR 12.211 and 12.212, Commercial Computer Software, Computer Software
Documentation, and Technical Data for Commercial Items are licensed to the U.S. Government under
HP's standard commercial license.

12.

COMPLIANCE WITH EXPORT LAWS.
You shall comply with all laws and regulations of the United States and other countries ("Export Laws") to
assure that the Software Product is not (1) exported, directly or indirectly, in violation of Export Laws, or
(2) used for any purpose prohibited by Export Laws, including, without limitation, nuclear, chemical, or
biological weapons proliferation.

13.

CAPACITY AND AUTHORITY TO CONTRACT.
You represent that you are of the legal age of majority in your state of residence and, if applicable, you
are duly authorized by your employer to enter into this contract.

14.

APPLICABLE LAW.
This EULA is governed by the laws of the country in which the equipment was purchased.

15.

ENTIRE AGREEMENT.
This EULA (including any addendum or amendment to this EULA which is included with the HP Product)
is the entire agreement between you and HP relating to the Software Product and it supersedes all prior
or contemporaneous oral or written communications, proposals and representations with respect to the
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Software Product or any other subject matter covered by this EULA. To the extent the terms of any HP
policies or programs for support services conflict with the terms of this EULA, the terms of this EULA shall
control.
© Copyright 2015 HP Development Company, L.P.
The information contained herein is subject to change without notice. All other product names mentioned herein
may be trademarks of their respective companies. To the extent permitted by applicable law, the only warranties
for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and
services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. To the extent permitted by
applicable law, HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.
First Edition: August 2015
817678-001
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別紙 C
クリエイティブ・コモンズ・ライセンス条項
Creative Commons License
This Program includes some or all or the following that IBM obtained under Creative Commons Attribution-Share
Alike 3.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode.
System.Windows.PrintDialog, Sep 30th, 2009, Copyright © 2016 Pastebin,
http://pastebin.com/f1a411397
END OF CREATIVE COMMONS CC-BY-SA 3.0 LICENSE
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