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XDT PTY LTD.エンドユーザーソフトウェアライセンス契約 
 
（「XDT」）は、お客様が本ライセンスに含まれる条件を受諾されることを条件としてのみ、ライ

センシーであるお客様に対し、本ソフトウェアをライセンス付与する用意があります。「同意する」

ボタンをクリックすることにより、お客様は、ご自身が本契約の条件のすべておよび本契約に記載

されるあらゆる追加条件を読み、これらを理解し、これらに拘束されることに同意されたことを示

すことになります。 
 
お客様がこれら条件すべてに同意されないか、または了解されない場合には、XDT はお客様に対

する本ソフトウェアのライセンス付与に応じません。かかる場合、お客様に「同意しない」ボタン

をクリックしていただくと、インストールは開始されません。お客様がこれら条件に同意されない

か、または了解されない場合、お客様は、購入日から 7 日以内に、全額返金のため、本ソフトウ

ェアをご自身がこれを取得した場所に返却しなければなりません。 
 
 
1. 定義（本契約で使用する場合） 
 
(a) 「本ソフトウェア」とは、オブジェクトコードのみで、お客様に提供されるすべてのファーム

ウェア、回路基板に搭載される技術、ライセンスファイルに含まれる認証キーおよびすべての

XDT 認証のアップデート、代替版または修正版とともに、XDT がお客様に提供するすべてのソフ

トウェアを意味します。本ソフトウェアには、第三者から XDT にライセンス付与されるソフトウ

ェアを含む場合があります。 
 
(b) 「本ハードウェア」とは、XDT 由来のあらゆる機器であって、本ソフトウェアと合わせた販売

用に XDT によってパッケージされているものを意味します。本ハードウェアには、リファビッシ

ュパーツ（refurbished parts）が含まれることがあります。本ハードウェアは、XDT 由来ではなく、

本ソフトウェアと合わせた販売用に XDT によってパッケージされていない機器については除外さ

れます。 
 
(c) 「本ドキュメンテーション」とは、本システムに関するユーザーガイド、参考マニュアル、イ

ンストール資料およびその他の資料（電子またはハードコピー等、形式を問いません）であって、

XDT がお客様に提供するものを意味します。 
 
(d) 「本システム」とは、XDT が提供するシステムを意味し、本ハードウェアおよび/または本ソフ

トウェアならびに関連する本ドキュメンテーションで構成されます。 
 
 
2. 限定使用ライセンス 
 
(a) 本契約に記載される条件に従い、XDT は以下の権利とともに、サブライセンスの権利を除き、

非独占的、譲渡不能のライセンスを許諾し、お客様はこれを受け入れます。すなわち、(i) XDT 認

証のシステム上で、またはこれによってのみ、本ソフトウェアを使用する権利、および(ii) 各場合

においてお客様の社内目的に限定して、本ドキュメンテーションを使用する権利。お客様は XDT
によって発行されるライセンスの対象ではないいずれの者にも、本ソフトウェアまたは同封の本ド

キュメンテーションのコピーを配布することはできず、本ソフトウェアまたは本ドキュメンテーシ

ョンを修正または翻訳することもできません。お客様は、本ソフトウェアまたは本ライセンスを譲
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渡することはできません。 
 
(b) お客様はあらゆる合理的措置を講じて本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーションを保護し、

無権限者が本ソフトウェアまたは本ドキュメンテーションにアクセスしないよう、またかかるアク

セス権限を受けた者が、お客様がとった場合に本契約が禁止し得るいかなる行動もとることのない

よう確保します。お客様は、直接的または間接的に、ソフトウェアのリバースエンジニアリング、

逆アセンブル、逆コンパイルまたはその他の方法での変更を行いません。お客様は、本システム

（本ソフトウェアまたは本ドキュメンテーションを含みます）上またはこれらの中に記載されるあ

らゆる著作権、特許、営業秘密、所有権に関する表示および/またはその他の法的表示を含めると

ともに、これらを変更または除去しません。 
 
(c) お客様は、ご自身による本ソフトウェアの使用が本契約の条件を遵守するよう確保する機能が

本ソフトウェアに含まれている場合があることを認識します。 
 
(d) 本ソフトウェアには、「認証キー」を含むドングルが同梱されることがあります。認証キーは、

データ要素の特有の系列であり、これによってお客様はご自身にライセンス付与された本ソフトウ

ェアのバージョンにアクセスすることができ、またこれを使用することができます。かかるキーは、

機密かつ譲渡不能のものであり、第 10 条において規定するとおり、本契約の終了時にお客様によ

って返却または破棄されなければなりません。 
 
(e) 本ライセンスは、適用される XDT 構成のドングル（または XDT 認証の代替版）を通じてアク

セスされる、当初に XDT によるお客様へのライセンスが承認された本ソフトウェアのバージョン

（機能を含みます）に限定されます。本ライセンスは、その他いかなるバージョンにも及ぶことは

なく、たとえこのような他のバージョンが本ソフトウェアの一部となりうる場合であっても同様で

す。また、かかる他のバージョンへのアクセスは、別個の XDT 認証のドングルまたは他の認証キ

ーが同梱される別個の XDT 認証のライセンスを通じてのみ実現することができます。お客様は、

当初にお客様にライセンス付与されていない本ソフトウェアのバージョンにアクセスするために、

または当初に本ソフトウェア（もしくは XDT 認証の代替版）とともに供給されていない他のドン

グルもしくは認証キーを本ソフトウェアとともに使用するために、ドングルの構成を修正または変

更することが、お客様またはお客様に代わって行為するいずれかの者にとっての本ライセンスの違

反であることを認識します。 
 
 
(f) お客様が XDT から本システムを取得したライセンシーから同システムを借り受ける場合、お客

様は当該ライセンシーと同範囲まで、本契約のすべての条件に拘束されるものとします。ただし、

(i) XDT は、下記第 6 条に基づき、お客様に対して何らの保証も行わず、(ii) お客様は、下記第 7 条

に基づき、XDT が提供するいかなる本ソフトウェアのメンテナンスおよびサポート（もしあれば）

についても、これらを受ける権利を有するものではなく、かつ(iii) お客様は、その他いかなる当事

者に対しても、本システムを貸与する権利を何ら有するものではないことを条件とします。 
 
(g) 本ソフトウェアに加え、XDT は、お客様の選択に応じて使用される特定のサードパーティソフ

トウェア（プラグイン等）（以下、「サードパーティソフトウェア」）を、本システムとともに提

供する場合があります。お客様がかかるサードパーティソフトウェアの使用を決定された場合、お

客様による使用は、お客様に提供される適用可能なサードパーティのライセンス契約に準拠するも

のとし、その電子形式のコピーが、サードパーティソフトウェアのインストールと同時にお客様の

コンピュータ上の適切なプロダクトフォルダにインストールされます。XDT およびその再販業者、

販売店、ライセンサーは、かかるサードパーティソフトウェアについての責任を負わず、お客様に
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よるその使用についても何ら責任を負わないものとします。このような契約が別途お客様に提供さ

れない場合、お客様による使用は本契約に準拠するものとします。 
 
 
3. 権原 
 
本契約は本ソフトウェア、本ドキュメンテーションまたはこれらのコピーの売買契約ではありませ

ん。XDT およびそのライセンサーは、本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーションのすべての

権利、権原、権益および所有権（特許、著作権、商標、営業秘密およびこれらに適用可能なその他

の財産権を含みます）ならびに形式を問わないすべてのコピーまたは原本もしくはあらゆるコピー

が存在することのある媒体を保有します。本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーションは、オー

ストラリア法により、また国際協定の規定により、保護されます。本契約において記述するものを

除き、本契約は、本ソフトウェア、本ハードウェアおよび本ドキュメンテーションについての特許、

著作権、営業秘密、商標に対する権利またはその他いかなる権利も、お客様に許諾するものではあ

りません。 
 
 
4. コピーにかかる規制 
 
お客様は、本契約によって、バックアップ目的に限り、本ソフトウェアのコピー1 部を機械可読形

式で作成するためのライセンスが付与されます。ただし、お客様は、本ソフトウェアまたは本ドキ

ュメンテーション上またはこれらの中に記載されるあらゆる著作権、特許、営業秘密、所有権に関

する表示および/またはその他の法的表示を含めるとともに、これらを変更または除去しません。

本ソフトウェアまたは本ドキュメンテーションのすべてのコピーまたは部分的なコピーは、印刷さ

れたものか、機械可読のものか、その他形式を問わず、本ソフトウェアまたは本ドキュメンテーシ

ョンの一部とみなされるものとし、本契約に従うものとします。本契約において明示に定める場合

を除き、お客様は、本ソフトウェアまたは本ドキュメンテーションをコピーすることはできず、ま

た、これらのコピーを奨励することも許容することもできません。お客様は、XDT の書面による

事前の同意を得ずに、いかなる方法または形式によっても、本ソフトウェアまたは本ドキュメンテ

ーションの開示、コピー、ライセンス供与、サブライセンス供与、リース、頒布またはその他の配

布をさせることはできず、また、これらを許可することもできません。お客様は、第三者の利益の

ため、サービスビューロー、ASP 事業または類似の事業を実施するために本ソフトウェアを使用

することはできません。 
 
 
5. 秘密保持 
 
お客様は、本システムが、営業秘密を具現化する XDT および/または XDT のライセンサーの専有

かつ秘密の財産（以下総称して、「秘密情報」）を含むことを認識します。お客様は、お客様の従

業員および/またはコンサルタントであって、自身の職務を遂行するために当該秘密情報にアクセ

スする必要のある者、また、適切な秘密保持または非開示の合意によって拘束される者以外のいか

なる者に対しても、かかる秘密情報を、開示、提供せず、またはその他の方法でかかる者が利用で

きるようにはしません。 
 
 
6. 限定保証 
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(a) XDT は、本システムがお客様によって修正されずに、通常の、適切かつ意図された用途で付与

された際、ライセンス時に有効な適用される保証ポリシーに定める期間、実質的に XDT が発行す

る仕様書に従って機能することを、お客様に対してのみ保証します。ただし、お客様が、それ以前

に XDT がお客様に提示したすべてのリリース、改良版および修正版を実行することを条件としま

す。本保証は、これらに限定されませんが、コンピュータディスケット、テープ等の消耗用コンポ

ーネントには適用されません。本限定保証の違反に対するお客様の唯一の救済手段および XDT の

排他的責任は、XDT の選択により、不適合な本システムの修理または交換とします。XDT および

その再販業者、販売店、ライセンサーは、お客様による本システムの使用について中断またはエラ

ーがないことを保証しません。 
 
(b) お客様が保証サービスを要請した本システムまたはその構成部品が保証サービスに適していな

いと XDT が判断する場合、お客様は、XDT の現行の実費（工数/材料）率にて、当該要請について

の調査および対応にかかるすべての合理的費用について、XDT に支払いまたは弁済を行います。

XDT が本条において規定する保証の対象とされていない修理サービスまたは交換部品を提供する

場合、お客様は、XDT の現行の実費（工数/材料）率にて、XDT に支払いを行います。 
 
 
(c) XDT は、(i) 大災害、過誤または過失、(ii) 本システムの不適切な使用もしくは修理または不正

な使用もしくは修理、(iii) 指定外の方法における本システムの使用、(iv) これらに限定されません

が、停電または電力の急激な変化等、本システムの外的要因、あるいは(v) XDT によって供給また

は承認されていない機器またはソフトウェアとの併用での本システムの使用に、全部または一部に

おいて起因するクレームに関する保証またはメンテナンスサービスを提供する義務を何ら負わない

ものとします。 
 
(d) 上記の規定にかかわらず、「ベータ版」、「限定リリース版」、「プレリリース版」として指

定されるハードウェア、ソフトウェアもしくはドキュメンテーション、またはその他保証対象とし

て指定されていないハードウェア、ソフトウェアもしくはドキュメンテーションには、何らの保証

も適用されないものとします。かかるハードウェア、ソフトウェアおよびドキュメンテーションす

べては、「現状有姿」かつ瑕疵を問わない条件で提供されます。さらに、紛失したドングルまたは

盗難されたドングルには何らの保証も適用されません。お客様は、ご自身のドングルが紛失するこ

とのないよう、または盗難に遭わないよう確保することが求められます。 
 
(e) 上述する場合を除き、XDT およびその再販業者、販売店、ライセンサーは、各々、法によって

許容される最大範囲まで、明示的または黙示的、書面または口頭、法令上またはその他を問わず、

本システム（またはその構成部品）、一切の権原保証を含むサードパーティソフトウェア、第三者

の権利の非侵害、品質、性能、商品性および特定目的適合性について、すべての保証または条件の

責任を否認します。黙示の保証または条件の責任否定にかかる制限が認められていない法域もあり、

その場合には上記の制限がお客様に対して適用されないことがあります。 
 
(f) 本製品の性能または本限定保証について疑義がある場合、お客様は、XDT 1/10 Westall Road, 
Clayton South、カスタマーサポート気付（または XDT が随時利用可能にすることのあるその他の

宛先）にて XDT と連絡を取ることができます。または、www.xdt.com.au にアクセスして限定保

証の運用にかかる情報を入手することができます。 
 
(g) 本限定保証によってお客様には特定の法的権利が付与され、お客様はまた、法域によって異な

るその他の権利を有することがあります。救済または付随的もしくは派生的損害賠償の排除または

http://www.xdt.com.au/
http://www.xdt.com.au/
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制限が認められていない法域もあり、その場合には上記の制限または排除がお客様に対して適用さ

れないことがあります。 
 
 
7. ソフトウェアメンテナンス 
 
（本条は XDT がメンテナンスを提供する場合に限り、適用可能です）。XDT は随時、ソフトウェ

アメンテナンスの料金およびオプションを明示します。お客様が本ソフトウェアのメンテナンスを

購入する場合、かかるメンテナンスは当該購入日に有効な条件に従うものとし、XDT は、適用さ

れる保証期間の満了と同時に直ちに効力を生じるものとして、お客様が購入する以下のメンテナン

ス、加えてオプション（もしあれば）を提供するものとします。 
 
(a) XDT ソフトウェアメンテナンスを購入した XDT の顧客に何らの追加料金を課すことなく、一

般に利用可能である場合、お客様は、本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーションに対するメン

テナンスリリースのコピー1 部を受領します。メンテナンスリリースには、軽微な機能上の改良版

および修正版が含まれる場合があります。メンテナンスリリースには、アップグレードまたは主要

製品のリリースは含まれません。 
 
(b) XDT は、お客様から不実行についての通知を受けた後、XDT による保証の対象外である本ソフ

トウェアを実質的に仕様に従って実行させるべく、ワークアラウンドまたは電話ホットラインサポ

ートを用いる等、合理的努力を尽くします。XDT が実質的にかかる仕様に従って当該本ソフトウ

ェアを実行させることができない場合には、お客様の唯一の救済手段および XDT の排他的責任は、

現行メンテナンス期間の残余期間に対するメンテナンスのためにお客様が支払った料金を按分で返

金することとします。 
 
(c) XDT は、本ソフトウェアの最新バージョンおよび 1 つ前のバージョンに限定して、メンテナン

スを提供します。XDT によるメンテナンス提供義務は、お客様が以下を行うことを条件とします。

すなわち、XDT 承認の製品のみを使用し、適用される本システムの仕様書に規定される要件に従

った正しい運用環境を維持すること、各現場でお客様の従業員 1 名を指名して XDT 専属の連絡担

当とし、本システムおよび必要なデータへの妥当なアクセス権を XDT に認めること、XDT によっ

てまたはこれに代わって提供されるすべての変更版および/またはアップデートを速やかにインス

トールすること、その時点で本システムがインストールされている現場以外の許可された場所に本

システムを再配置する前に書面にて XDT に通知すること、かつ XDT に対するすべての支払いを行

っていること。 

 
(d) お客様がメンテナンスまたは保証サービスを実施するための実地調査を要請する場合、お客様

は、実地調査に伴う現行料金を XDT に支払うことに同意します。 
 
(e) 上述する場合を除き、XDT およびその再販業者、販売店、ライセンサーは、各々、法によって

許容される最大範囲まで、明示的または黙示的、書面または口頭、法令上またはその他を問わず、

第三者の権利の非侵害、品質、性能、商品性および特定目的適合性の一切の保証を含め、かかるメ

ンテナンスについてのすべての保証または条件の責任を否認します。 
 
 
8. 責任の制限 
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本システムの売却/ライセンス供与もしくはその使用またはメンテナンスの提供から生じる、XDT
およびその再販業者、販売店、ライセンサーの責任の最高限度額は、保証、契約、不法行為、その

他のいずれに基づくかを問わず、以下を超えないものとします。 
 
(A) クレームが本システムのみに関係している場合、本システムのためにお客様が支払った実費、 
 
(B) クレームがメンテナンスのみに関係している場合、クレーム日前の 12 か月の期間におけるメ

ンテナンスのためにお客様が支払った金額、または 
 
(C) クレームが本システムとメンテナンスの双方に関係している場合、本システムおよびメンテナ

ンスについてのクレーム日前の直近 12 か月の期間中にお客様が支払った金額。一定の金額に対す

る責任の制限が認められていない法域もあり、その場合には上記の制限がお客様に対して適用され

ないことがあります。 
 
 
9. 損害賠償責任の排除 
 
いかなる場合も、XDT およびその再販業者、販売店、ライセンサーは、本契約に基づき生じるか、

あるいは本システムの売却、本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーションのライセンス供与、も

しくはこれらいずれかの使用、またはメンテナンスの提供、本システムもしくはメンテナンス引渡

しの遅延もしくは不履行から生じる、特別、付随的、懲罰的、間接的もしくは派生的損害、または

データの損失もしくは使用不能損失による損害（これに限定されませんが、「ダウンタイム」を含

みます）および逸失利益について、責任を負いません。これは、XDT または XDT のライセンサー

がかかる損害発生の可能性を通知されていた場合であっても同様です。付随的、派生的、特別、懲

罰的または間接的損害の排除または制限が認められていない法域もあり、その場合には上記の制限

または排除がお客様に対して適用されないことがあります。 
 
 
10. 契約期間 
 
本契約は解除されるまで有効となります。お客様は、本ソフトウェアおよびすべての本ドキュメン

テーションを XDT に返却することにより、また、本ソフトウェアおよびそのすべてのコピーを本

ソフトウェアが移されたコンピュータのメモリから除去することにより、いつでもライセンスを解

除することができます。お客様が本契約に記載するいずれかの条件を遵守することを怠った場合、

本契約は自動的に終了するものとします。XDT による本契約の解除時から 7 日以内に、お客様は

本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーションの原本およびすべてのコピーを XDT に返却します。

本契約に基づきお客様による返却が義務づけられる本ソフトウェアには、XDT 専有のソフトウェ

ア、ファームウェアまたはその他の技術が搭載される回路基板が含まれます。ドングル（専有の認

証キーが含まれます）もまた、XDT に返却するものとし、または XDT の選択において、お客様は

これを破棄することができ、破棄された旨を XDT に証明します。 
 
 
11. 輸出 
 
(a) お客様は、本ソフトウェア、本ハードウェア、本ドキュメンテーションおよび/またはこれらに

付随する技術データ（以下、「本技術データ」）がオーストラリアビクトリア州の輸出管理法に従
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うことを認識します。お客様は、ご自身がすべての適用されるオーストラリアの輸出管理法令を遵

守するものとし、オーストラリア法によって認められる場合を除き、本ソフトウェア、本ハードウ

ェア、本ドキュメンテーションおよび/または本技術データ、あるいはこれらの直接製品を輸出ま

たは再輸出しないものとすることに同意します。 
 
(b) 上記を制限することなく、お客様は、ご自身が、オーストラリアの輸出品の受領を禁止されて

いる人もしくは企業体ではなく、またはミサイル、核兵器、化学兵器もしくは生物兵器の開発、製

造もしくは備蓄に従事する人もしくは企業体ではないことを認めます。お客様はさらに、(i) お客

様がオーストラリア政府によって規制もしくは通商禁止されている国、またはオーストラリア商務

省が公布した規則に基づき輸出ライセンスが義務づけられる国に所在しておらず、かつ(ii) お客様

がかかる国の国民ではないことを認めます。 
 
(c) お客様は、上記で列挙された国のいかなる国民、またはオーストラリアの輸出品の受領を禁止

されているその他いかなる人もしくは企業体、またはミサイル、核兵器、化学兵器もしくは生物兵

器の開発、製造もしくは備蓄に従事するいかなる企業体に対しても、本ソフトウェア、本ハードウ

ェア、本ドキュメンテーションおよび/または本技術データを、輸出、再輸出または別途開示しな

いことに同意します。 
 
(d) 上記のいずれも制限することなく、お客様が本ソフトウェア、本ハードウェア、本ドキュメン

テーションまたは本技術データを、ご自身がこれらを最初に受領した国から輸出する場合、お客様

は、場合によって、すべての適用される輸出および再輸出規則を遵守する責任を負います。 
 
 
12. 権利の尊重および免責 
 
お客様は、これらに限定されませんが、著作権およびその他の知的財産権に関して適用される規制

を含め、お客様が本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーションを使用する法域におけるすべての

適用法を遵守する様態に限り、本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーションを使用するものとす

ることに同意します。本ソフトウェアは、適切にライセンス付与された媒体、コンテンツおよびコ

ンテンツ作成ツールでの用途に限ります。いずれかの著作権、特許またはライセンスが必要か否か

を確認すること、また、かかる媒体、コンテンツまたはツールを複製、修正、移送、配布および/
または作成もしくは圧縮するためにかかるいずれかのライセンスを取得することは、お客様の責任

において行うものとします。お客様は、他の当事者の権利を侵害するか、またはいずれかの法に違

反して、コンテンツもしくは素材の複製、修正、移送もしくは配布、またはコンテンツもしくは素

材に関するその他の行動に関連して、お客様が本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーションを使

用したとのあらゆる主張から生じる、またはこれに関する損失、損害、費用（合理的な弁護士報酬

を含みます）、罰金または主張に対して、XDT およびその役員、取締役、従業員、子会社、部門

の各々を免責し、防御し、これらに損害を被らせないことに同意します。お客様は、いずれかの法

域の著作権法によって保護されるコンテンツファイルまたはその他の著作物へのアクセスまたはこ

れらにおける権利を制御するために用いられる技術的手段を回避するよう設計されたいずれかのデ

バイスまたはサービスと併用して、本ソフトウェアを使用することはできません。 
 
 
13. 法の選択、裁判管轄、言語 
 
(a) 本契約はオーストラリアビクトリア州における現行法に準拠し、本契約に基づくあらゆる訴訟

は同法を適用するものとします。 
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(b) お客様および XDT は、専属的裁判籍がオーストラリアビクトリア州における連邦裁判所および

州裁判所であるものとし、両者各々がかかる裁判所の専属的管轄権に服することに同意します。本

項のいかなる規定も、お客様または XDT のいずれかが、適宜、法域の如何を問わず、差止命令等

の衡平法上の救済措置を求めることを妨げるものではないものとします。 
 
 
14. 一般条項 
 
(a) 本契約は、本契約における主題事項に関する両当事者間のすべての従前に行われた合意および

了解に優先し、両当事者の契約の条件の完全かつ排他的な言明であることが当該両当事者により意

図されています。本契約は、お客様が提示するいかなる発注書またはその他の証書によっても、改

正、修正または変更されないものとします。XDT が本ソフトウェアの修正版、改良版、代替版ま

たはアップデートをお客様に提供する場合、かかる修正版、改良版、代替版またはアップデートは、

本契約の条件、またはお客様がかかる修正版、改良版、代替版もしくはアップデートを使用する条

件として XDT が要求することのある、いずれかの追加のもしくは異なる条件に準拠するものとし

ます。本契約のいずれかの規定が何らかの理由で執行不能と判断された場合であっても、かかる規

定はこれを執行可能とするのに必要な範囲でのみ訂正されるものとし、本契約のその他いかなる規

定の執行可能性にも影響しないものとします。何らかの場合に、いずれかの当事者が、本契約のい

ずれかの規定に基づく違反もしくは不履行につき、またはかかる当事者が本契約に基づくその権利

を行使しなかったことにつき、権利放棄した場合であっても、これによって継続的な権利放棄また

は以後の違反もしくは不履行の権利放棄としての効果は生じず、またはそのようには解釈されない

ものとします。本契約の規定のいずれかの何らの権利放棄も、本契約のその他の規定（類似してい

るか否かを問いません）の権利放棄とはみなされないものとし、またはそれを構成しないものとし

ます。 
 
(b) XDT が売上税、使用税、商品サービス税（GST）、消費税またはその他の税金（XDT の純利益

に基づく税金を除きます）、賦課金、公課、関税、またはいずれかの政府当局により本システムに

賦課されるその他あらゆる種類もしくは性質の手数料もしくは料金の支払いを要求される場合、お

客様はこれらに対する責任を負って支払いを行うものとし、また要請に応じて XDT に弁済するも

のとします。 
 
(c) 本契約において別途明示的に規定される場合を除き、本契約に記載される救済手段は累積的な

ものであって、コモンロー上または衡平法上のあらゆるその他の救済手段に追加されるものです。

XDT が本契約のいずれかの規定を強制執行しなかった場合、またはその違反につき権利放棄した

場合であっても、かかる規定のその他いかなる違反についての権利放棄も構成しないものとします。

お客様は、お客様による本契約第 2 条、4 条または 5 条の違反が XDT に修復不能な被害を与える

可能性があり、かかる場合についてはコモンロー上の救済手段が不十分である可能性があるため、

XDT に保証金の支払いを要求することなくかかる違反の（衡平法上の）差止命令に同意すること

を認めます。 
 
(d) XDT は、本契約に基づくその義務の履行について、それが天災、政府の行為、戦争、暴動、騒

擾、労働争議、輸送もしくは電気通信の障害もしくは遅滞により、またはベンダーもしくは下請業

者により、またはその合理的制御を超えるその他類似の事由により、妨害または遅延される場合は、

不履行に陥ったとはみなされないものとします。 
 
(e) 本契約の条件は、本契約両当事者によって秘密として保持されるものとします。ただし、XDT
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はお客様が本システムのユーザーであることに言及することができます。 
 
(f) 本システムは、フォールトトレラント（耐故障性）のものではなく、かつフェイルセーフ（二

重安全）もしくは中断のない運用を要求する危険環境における使用を目的として設計、認証、試験、

製造または意図されてはいません。かかる環境には、これらに限定されませんが、核施設、航空ナ

ビゲーションもしくは通信システム、航空交通管制、直接的生命維持装置、武器システムまたは危

険廃棄物の処分の運用における環境であって、本システムの故障が直接的または間接的に、死亡、

人身傷害または深刻な物理的もしくは環境的損害につながる可能性があるものを含みます（以下、

「ハイリスク活動」）。XDT およびその再販業者、販売店、ライセンサーは、いかなる明示的保

証も行っておらず、また特にすべての黙示的保証（これに限定されませんが、ハイリスク活動への

適合性の保証を含みます）の責任を否認します。お客様は、ハイリスク活動のための本システムの

使用に起因または関連して生じることのある、損失、費用、損害、経費または責任に対するあらゆ

る請求から、XDT、そのライセンサーおよび再販業者を免責し、本契約によってこれらに損害を被

らせないことに同意します。 
 
Copyright © 2001-2011、XDT およびそのライセンサー。無断複写・転載を禁じます。「XDT」は

XDT Pty Ltd. Australia の登録商標です。 
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