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サポートされているすべての言語でのマニュアルは、www.lifesize.comの Customer Supportページからダウンロ

ードできます。 

 

 

LIFESIZE DESKTOP、CLEARSEA、MCS、SOFTPHONE  ソフトウェアのエンドユーザー ライセンス同意書 

重要－よくお読みください。 

 

本ソフトウェアを使用またはインストールする前にご利用規約をよくお読みください。   
本エンドユーザー ライセンス同意書（以下「同意書」）は、お客様やお客様の代理人、いかなる事業体（お客様が

上記の製品をその事業体のために取得した場合）と Logitech Europe S.A.（「Logitech」）の間で取り交わされる上

記の製品に関する法的な契約です。上記の製品には、オンラインまたは電子的に提供されるコンピュータソフトウェ

ア、該当する関連データ、媒体、印刷物（以下「ソフトウェア」）が含まれます。Logitech やその同盟会社、ライ

センサー、代理人は、米国著作権法および国際条約で保護されている、ソフトウェアとすべてのコピー（ソフトウェ

アに含まれる画像、ビデオ、オーディオ テキストを含むがこれらに限定されない）と付属メディア、印刷物に含ま

れるすべての財産権、著作権を含む権利を所有するものとします。ソフトウェアやそのいかなる部分も複写すること

は、法律や条項によって厳しく禁じられています。  
 

密封されたソフトウェアの CDケースを開封、またはソフトウェアを使用することやインストールすること、ユーザ

ー情報を入力すること、以下の「同意します」ボタンをクリックすることによって、お客様は本ライセンス同意書に

同意し、その条項に従うことに同意したことになります。それには、以下に述べる保証の免責、責任の制限、契約の

解除を含むのものとします。本同意書の規約に同意しない場合は、「キャンセル」ボタンをクリックしてソフトウェ

アをインストールせずにディスクおよび付属品（印刷物やバインダなどを含む）を、その入手元に製品を受領した日

から 10日以内に返却してください。 
 

製品に含まれる特許については、http://www.lifesize.com/support/legal を参照してください。 

 

 

ライセンス規約 

1. 使用。 

1.1 本同意書の規約にお客様が同意することによって、Logitech はライセンシーに組織内においてのみソフト

ウェアを使用することを認める、個人的かつ非排他的、譲渡不可の制限付き権利を許諾します。本同意書でライセン

シーに許諾が明示されていないすべての権利は Logitech に帰属します。  
1.2 本同意書により、ライセンシーは支払ったソフトウェア数のみ使用することを許可されます。「数」の単位

は、1 台のパーソナル コンピュータにインストールされる 1 つのソフトウェアとします。ClearSea 製品のソフトウ

ェアは、ライセンスされた ClearSea サーバーとのみ使用できます。MCS 製品のソフトウェアは、ライセンスされ

た MCS サーバーとのみ使用できます。Softphone の各ライセンスは、1 台のワークステーションにインストールさ

れ、複数のユーザーが同じに使用しないものとします。明確性を維持するため、Softphone のライセンスは、同時使

用ライセンスではありません。ライセンスされた各 Softphone には、ネットワークを通して Softphone にアクセス

するために、各ワークステーションでライセンスされた数を使用する権利を購入することで、ネットワークからアク

セスできます。たとえば、8 台の異なるワークステーションが、ネットワークの Softphone にアクセスする場合、8 

台のステーションが同時または別々の時間に Softphone にアクセスするかどうかにかかわらず、8 つのライセンスを

購入する必要があります。この同意書で明確に示されている以外の使用や不正使用など認められた範囲外のいかなる

使用も厳しく禁じるものとします。  
1.3 ライセンシーは、ソフトウェアは Logitech および Logitech のライセンサーの独占的な財産であること、お

よびソフトウェアに貴重な企業秘密が含まれていることを認めるものとします。ライセンシーは、この同意書の規約

に従って、ソフトウェアを厳秘扱いすることに同意するものとします。ライセンシーは、ライセンシーによってソフ

トウェアが極秘に扱われない場合、Logitech に回復不能な損害を与えること、またそれにより Logitech は回復不能

な損害を示したり約定を掲載することなく、衡平法上の救済を受ける権利を有することに同意するものとします。 
 

http://www.lifesize.com/
http://www.lifesize.com/support/legal
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2. 制限。ライセンシーは、ソフトウェアの全体および一部に関わらず、賃貸、リース、貸与することはでき

ません。また、ライセンシーは本同意書に記載のいかなる権利も譲渡することはできません。本同意書に無関係の第

三者がアクセスすることを認めることはできません。ライセンシーは本ソフトウェアを、リバースエンジニアリング、

逆コンパイル、逆アセンブル、修正、トランスレーション、ソースコードを解明しようとすること、および派生物の

作成はできません。ただし、この制限にかかわらず、適用される法律によって明示的にそれらの行為が許可されてい

る場合を除きます。ライセンシーは、ソフトウェアを他のソフトウェアやソフトウェアに関連する製品に取り入れる

ことはできません。ライセンシーは、Logitech の書面による事前の承諾なしに、いかなるベンチマークテストも行

うことはできません。またかかる承諾なしに、該当製品のベンチマークテストの結果を第三者に公表しないことに同

意するものとします。ライセンシーは、サービス ビューロ、アプリケーション サービス プロバイダ、または類似の

企業と組み合わせて、他のユーザーに利用可能となるソフトウェアにアクセスを行う、またはこれを許可することは

できません。 
 

3. 保守。Logitech および Logitech の正規再販業者はライセンシーにソフトウェアに関連する保守サービスを

第 4.1に記載された当初の保証期間を過ぎた後に追加料金にて提供することがあります。  
 
 

4. 保証。  

4.1 限定保証。Logitech は、Logitech または Logitech の正規再販業者によってソフトウェアがライセンシーに

発送された日より 1 年間は公表されている仕様通りに十分に機能することを保証します。Logitech は、オリジナル

のライセンシーの後でソフトウェアを使用するユーザーにいかなる保証も提供しません。Logitech は、ソフトウェ

アが中断しないことや、操作にエラーがないことを保証しません。Logitech または Logitech の正規再販業者は、ソ

フトウェアの保証期間中、エラーの修正目的やソフトウェアの欠陥など、必要に応じて、無料でアップデート、パッ

チ、バグ修正、ソフトウェアの交換を提供することがあります。いかなる交換されたソフトウェアも、オリジナルの

保証の残り期間あるいは、30 日間のいずれか長い方による保証が受けられます。この保証は以下は対象外となりま

す。ソフトウェアが Logitech によって公表されている仕様を満たしていないために生じた欠陥以外の欠陥、ソフト

ウェアの誤用、怠慢、事故、乱用に関連する欠陥、改ざんされたいかなるソフトウェアの欠陥、本同意書に遵守して

いない使用によるものと思われる欠陥。 

4.2 唯一の保証。ライセンシーは、目的を達成するためのソフトウェアの選定、ソフトウェアのインストール

および使用、ソフトウェアから得られた結果に対してすべて責任を負うことを前提とします。LOGITECH は、ソフ

トウェアの使用により得られる性能や結果について保証しません。また、（第 4 項 1 に記載の限定保証を除き）商

品性や特定の目的に対する適合性の黙示的保証、およびソフトウェアと付随する印刷物に関する、サードパーティの

権利に対する非侵害行為の黙示的保証を含むが、それに限定されない保証を明示であると黙示であるとを問わず、保

証するものではありません。州/裁判管轄区域によっては、明示的または黙示的保証の除外を認めないところがあり

ます。そのような区域では、上記のような除外がライセンシーに適用されないことがあります。その場合は、かかる

保証は保証期間内に制限されます。保証期間終了後は保証は一切適用されません。州/裁判管轄区域によっては、黙

示的保証の期限を認めないところがあります。そのような区域では、上記の制限がライセンシーに適用されないこと

があります。 
 

5. 免責。ライセンシーは、ソフトウェアによってコンパイルされた情報あるいはソフトウェアに含まれる情

報に起因する損害に対して全額負担することを前提とします。LOGITECH と LOGITECH の販売店は、ソフトウェ

アの使用また使用不可の状態から生じる、利益の損失、ビジネスの中断、情報の消失やその他の金銭的な損失を含む

がそれに限定されない、偶発的、懲罰的、特別、間接的、あるいは典型的な損害に対して、LOGITECH と

LOGITECH の販売店はそのような損害の可能性を知らされていたとしても、一切責任を負わないものとします。法

域によっては付随的または派生的な損害の除外または制限を認めていません。この場合、上記の制限または除外が適

用されない場合があります。原因の如何によらず、LOGITECH の全責任は、契約、不法行為、その他に基づくいか

なる申し立てに対しても、ソフトウェアに対してライセンシーが支払った金額を超えないものとします。これは、い

かなる制限付き救済法の本質的目的の不履行に関わらず適用されます。法域によっては、人身事故不動産や有形動産

の破損に関連する請求に責任または制限の除外を認めていません。このような場合には、ここに付属している補完に

規定されていない限り、LOGITECH は、適用される法律によって認められる場合、次に限定される責任のみを負う

ものとします。(i)かかる損害が怠慢によって引き起こされたものである限り、(ii)その他の実際の損害に対しては、申

し立ての対象となる、あるいは申し立ての原因となるソフトウェアに対してライセンシーが支払った金額まで、適用

される法律が認める範囲で責任を負うものとします。      
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6. 賠償。  

6.1 著作権侵害の訴えに対する Logitech の弁護。ライセンシーと無関係の第三者によって、Logitech のソフト

ウェアが著作権を侵害しているとライセンシーが訴えられた場合は、いかなる訴えに対しても Logitech はライセン

シーを弁護し、不利な最終判決で命じられた支払（あるいは Logitech の同意に基づく和解金）も負担するものとし

ます。これは本同意書の適用される規約に従うものとします。ライセンシーは、訴訟に関して Logitech に書面にて

早急に通知しなければなりません。また、弁護あるいは和解に関して Logitech に独占的に決定権を与えるものとし

ます。訴訟の弁護において、ライセンシーは、Logitech に合理的な援助を提供するものとします。Logitech は、い

かなる訴訟または不利な最終判決が以下に基づいている限りは責任を負う義務はありません。(i)Logitech がライセン

シーにかかる訴訟により使用を中止するように通知した後にソフトウェアが使用された場合、(ii)他のコンピュータ

ソフトウェアや素材など、他の技術とソフトウェアが組み合わされた場合、(iii)本同意書で認められたライセンシー

以外の個人あるいは事業体がソフトウェアにアクセス、使用した場合、(iv)Logitech または Logitech の契約業者以外

によってソフトウェアが改ざんされた場合。ライセンシーはライセンシー、ライセンシーの取締役、役員、従業員、

契約人、エージェント、受託者の過失による限りは、上記が原因の出費や損害を Logitech に補償するものとします。   
Logitech が著作権侵害の主張に関する情報を受け取った場合、その費用で、(i)侵害を犯しているとされるソフトウェ

アを継続して使用する権利をライセンシーに与える、または（ii）侵害を犯さないようソフトウェアを変更する権利

を与える、（iii）侵害を犯していない同等品と交換し、直ちに侵害を犯しているとされるソフトウェアのライセンシ

ーによる使用を停止する場合がありますが、これを義務とすることはありません。ただし、著作権侵害請求の結果と

して、ソフトウェアの使用が管轄権を有する裁判所により差し止めされた場合、Logitech は、その使用を継続する

権利を与える商業上合理的な努力をする、侵害しないように変更する、または侵害しない同等の機能と交換するもの

とします。 
6.2 ライセンシーが、Logitech に対して第三者（政府を含む）が請求を行う原因となった方法で、そ

の行動または行動しなかったことによるおおよその結果として、ソフトウェアの誤用に関わった場合、

ライセンシーは、そのような損失、負債、損害、クレーム、費用および経費（合理的な弁護士費用を含

む）について補償し、Logitech をそのような損失、負債、損害、クレーム、費用および経費（合理的な

弁護士費用を含む）から保護するものとします。 。  

 
 

7. 監査。書面で通知した上で、Logitech は、本同意書でライセンシーのコンプライアンスを監査

する権利を有します。ライセンシーは、すべての帳簿、記録、システム、および Logitech によって要求

されたマテリアルへの完全かつ自由なアクセスを提供するものとします 。不一致がある場合、法律または所

有権により認められる Logitech のほかのあらゆる権利や救済法を制限することなく、ライセンシーは、本同意書の

規約に従うために必要なすべての処置をただちに実践するものとします。また、ライセンシーは、Logitech に借金

の全額と監査費用をただちに支払うものとします。 
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8. 総則。  

8.1. 権利放棄。本同意書に記載のいかなる義務もその不履行に対する当事者いずれかの権利放棄は、継続ある

いは将来の不履行の権利放棄として認められません。 

8.2 通知。Logitechに対して本同意書に基づいて与えられることを必要または許可されるすべての通

知、要求、要望、権利放棄、その他の通信は書面で行うものとし、そのウェブサイト www.lifesize.com 

（または通知で指定される当事者のその他の所在地、ファックス番号または電子メール アドレス）に示

された現在の本社の所在地に、送料前払いで個人的に配送、郵送、証明付きまたは書留郵便で提供され

た場合に正式なものと見なされます。 

8.3. 法律と責任の統制。ライセンシーが米国内に在住している場合は、この同意書は、法律の法則や原理の選

択や適用にかかわらず、米国およびカリフォルニア州の法律に従って、統制および解釈されます。ライセンシーが米

国外に在住している場合は、この同意書はスイスの法律によって統制されます。何らかの理由により、管轄の裁

判所が、本同意書のいずれかの条項、または一部が執行不能であると判断した場合、本同意書の当該条

項は、当事者の意図を達成するように許容される最大限の範囲において適用され、残りの条項は完全な

効力を継続します。 

8.4 契約の解除。ライセンシーが本同意書の規約に遵守しない場合は、ライセンスは自動的に解除されます。

ライセンス同意書の解除にあたっては、ソフトウェアのすべてのコピーおよびソフトウェアに含まれるものをすべて

破棄しなければなりません。 

8.5 譲渡。第三者による受益の否定。本同意書は、Logitechの書面による同意なくライセンシーが譲渡するこ

とはできません。当事者は、第三者が本同意書の受益人として認められないこと、および、第三者が本同意書の条項

に基づいて権利の申し立てや施行の訴訟を起こすことができないことに同意するものとします。 

8.6 完全な同意、言語の統制。本同意書は、本ソフトウェアの使用に関して当事者間の完全なる合意を構成し、

そのような主題に関して、すべての従前の理解、連絡、合意、書面または口頭による同意に優先します。本同意書へ

の修正または変更は、Logitechによる署名入り書面による場合でない限り、拘束力を持たないものとします。本同

意書の翻訳は、地域の必要に応じて行われ、英語と英語以外のバージョンの間で不一致が生じた場合には、本同意書

の英語版が効力を持つものとします。   

 
9. 輸出の制限。ライセンシーは、アメリカ合衆国、欧州連合、スイスおよび/または本製品が取得される管轄

の法律および規制を含むがそれに限定されない適用法規に違反して、本製品を輸出または再輸出しないことに同意す

るものとします。 

 

10. 米国政府のエンドユーザー。製品は、48 C.F.R. 2.101で定義されている用語として、「商業コンピュータ 

ソフトウェア文書」および「商用コンピュータ ソフトウェア」で構成される「市販品」です。ライセンシーが政府

機関、あるいは、政府機関に代わってソフトウェアのライセンスを取得するエンティティである場合、本製品は、

(a) 市販品としてのみ、(b) 本同意書の契約条件に従ってその他のエンドユーザーすべての付与されている権利のみで

ライセンスされます。非公開の権利は、アメリカ合衆国の著作権法によって保護されています。 
 

 

ソフトウェアのインストール、複製、および使用することは、ライセンシーは本同意書の規定による拘束を受ける

ことに同意することになります。それには、上記の保証の免責、責任の制限、契約の解除を含むのものとします。  

同意します 

 

http://www.lifesize.com/
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資料 A 

各国ごとの条項 

 

ここに記載される各国ごとの条項は、本同意書の該当する条項を補足あるいは修正するものであり、そのような国で

の利用あるいは法人組織であるライセンシーに限定して適用されます。この資料 A は、Logitech とライセンシー間

の契約の一部となります。本同意書とこの添付 A の条件間に矛盾がある場合は、この添付 A の条件は、矛盾を解決

するためにのみ適用され、本同意書の条項より優先されるものではありません。本同意書の条項は、適用される法律

によって許可される最大範囲で効力を持ち続けるものとします。 
 

オーストラリア 

第 4.1 条で指定された保証条件は、1974 年の取引慣行法またはその他の法律に基づくユーザーの権利に追加される

ものであり、適用される法規によって認められる範囲に限定されます。Logitech が、1974 年の取引慣行法に基づく

黙示の条件または保証に違反する場合、Logitech の責任は、修理もしくは交換または同等の製品との交換に制限さ

れます。条件または保証が権原または販売する権利に関係する場合、または物品が個人的または家庭用に使用または

消費のために取得される場合は、本条記載の責任制限は適用されません。 
 

オーストリア 

本同意書の第 4.1 条に関して、保証期間は、本ソフトウェアの納入日から 12 ヶ月となります。保証申し立ての侵害

を主張する消費者への制限期間は、法定期間とします。該当する場合、ソフトウェアの保証は、その通常の使用に関

して、ソフトウェアの機能およびその仕様へのソフトウェアの適合性をカバーしています。本同意書に定める保証は、

適用法によって義務付けられている場合を除き、ユーザーに対する当社の唯一の義務です。 
 

オーストリア、フランス、ギリシャ、イタリア、ポルトガル、スペイン、スイス 

本同意書の第 5 条を補完するものとして、本同意書またはその他の原因により、その義務の履行の結果として生じ

るすべての損害および損失について、Logitech の賠償責任は、そのような義務の不履行（つまり障害）の即時およ

び直接の結果として実際に生じた、証明された損害の補償に限定され、その額は、ソフトウェアの購入時に支払われ

た売買価格相当額を限度額までとします。上記制限は、Logitech が法的責任を負う可能性のある人身への損害や不

動産および有形動産への損害に対しては適用されないものとします。これらが損害を発生させた事象の直接的結果と

して発生した場合でも、Logitechが逸失利益に対する責任をとることはありません。 
 

ベラルーシとロシア 

法を制御する本同意書の第 8.3 条の要件は、無効ないし実施不可能となります。オーストリアの法律が本同意書に適

用され、すべての争議の管轄については、オーストリア、ウィーン（インナーシティ）の法律管轄裁判所とします。

本同意書の第 8.6 条に定められている他の要件は、完全な効力を有し、適用法で認められている範囲で有効となりま

す。 
 

カナダ 

法を制御する本同意書の第 8.3 条の要件が無効または実施不可能である場合、本同意書は、オンタリオ州と当州に適

用されるカナダの法律に準拠し、各当事者は、本同意書に起因するすべての争議は、オンタリオ州の裁判所管轄に決

定的に提出されるものとします。 

 

欧州連合 

欧州連合では、消費者は、消費商品の販売を統制する適用国内法に基づく権利を有します。このような権利は、同意

書書の第 4.2条に定める保証の放棄による影響を受けません。 
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フランス 

法を制御する本同意書の第 8.3 条の要件は、無効ないし実施不可能となります。本同意書から発生するすべての争議

またはその違反に関する争議は、パリの法律管轄裁判所によって排他的に解決されるものとします。 

 

ドイツ 

本同意書の第 4.1条に関して、保証期間は、本ソフトウェアの納入日から 6ヶ月となります。該当する場合、ソフト

ウェアの保証は、その通常の使用に関して、ソフトウェアの機能およびその仕様へのソフトウェアの適合性をカバー

しています。本同意書の第 5 条に関して、通常の過失責任は、重要な同意書条件の違反に限定されます。責任の制

限および除外は、Logitechの故意または重大な過失行為によって生じた損害には適用されません。   
 

ギリシャ 

法を制御する本同意書の第 8.3 条の要件は、無効ないし実施不可能となります。本同意書から発生するすべての法的

争議は、アテネの法律管轄裁判所により排他的に解決されるものとします。 

 

香港 (中国) 

法を制御する本同意書の第 8.3 条の要件は、無効ないし実施不可能となります。中華人民共和国香港特別行政区の法

律が本同意書に適用されます。 

 

アイルランド 

本同意書で明示的に提供されたものを除き、第 4.2 条での暗示保証の免責の一般性を制限することなく、1893 年の

商品販売法または 1980 年の商品販売およびサービス提供法で暗示されている保証を含むすべての法定条件はここで

除外されます。Logitech の全責任およびユーザーの唯一の救済は、契約または不法行為、怠慢のあるなしを問わず、

損害に限定されます。 
 

イスラエル 

法を制御する本同意書の第 8.3 条の要件は、無効ないし実施不可能となります。本同意書から発生するすべての法的

争議は、テルアビブの法律管轄裁判所により排他的に解決されるものとします。 

 

イタリア 

法を制御する本同意書の第 8.3 条の要件は、無効ないし実施不可能となります。本同意書から発生するすべての法的

争議は、ミラノの法律管轄裁判所により排他的に解決されるものとします。 

 

マレーシア  
「特別な」という用語は、本同意書の第 5条の損害条項の制約から削除されるものとします。 

 

ニュージーランド 

本同意書の第 4.1 条で指定された保証条件は、1993 年の消費者保証法またはその他の法律に基づくユーザーの権利

に追加されるものであり、これらを除外または制限することはできません。同法で定義するビジネスの目的で商品を

必要とする場合、消費者保証法は適用されません。プログラムが、1993 年の消費者保証法で定義されているビジネ

スの目的で取得されていない場合には、本同意書の第 7 条に定められている責任の制限は当該法律の適用の対象と

なります。 
 

中華人民共和国 

中華人民共和国で発生したすべての銀行手数料は、ライセンシーの負担となり、中華人民共和国外で発生したものは、

Logitechが負担するものとします。 
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ポルトガル 

法を制御する本同意書の第 8.3 条の要件は、無効ないし実施不可能となります。本同意書から発生するすべての法的

争議は、リスボンの法律管轄裁判所により排他的に解決されるものとします。 

 

シンガポール 

「特別な」という用語は、本同意書の第 5条の損害条項の制約から削除されるものとします。本同意書の第 8.5条補

足として、本同意書の当事者でない人物は、その条項のいずれかを強制する契約（第三者の権利）法に基づく何らの

権利もないものとします。 
 

南アフリカ共和国 

法を制御する本同意書の第 8.3 条の要件は、無効ないし実施不可能となります。南アフリカの法律が本同意書に適用

され、本同意書に関するすべての争議の管轄については、ヨハネスブルグの高等裁判所になります。ソフトウェアの

選択の前に Logitech がユーザーに提供する助言または援助にもかかわらず、本同意書の第 4.2 条で説明されている

ように、Logitechは、得られた結果について責任を負うものではありません。 
 

スペイン 

法を制御する本同意書の第 8.3 条の要件は、無効ないし実施不可能となります。本同意書から発生するすべての法的

争議は、マドリードの法律管轄裁判所により排他的に解決されるものとします。 

 

イギリス 

法を制御する本同意書の第 8.3 条の要件は、無効ないし実施不可能となります。イギリスの法律が本同意書に適用さ

れ、本同意書に関するすべての争議の管轄については、イギリスの裁判所に提出されるものとします。本同意書の第

5条の条項にかかわらず、Logitechは、以下を超える責任を負わないものとします。(i) Logitechの過失によってのみ

引き起こされる範囲で、死亡または身体傷害、不動産または有形動産への損害に対する賠償責任、または (ii) 請求の

対象となる、または請求となる可能性のあるソフトウェアの料金を最高額とする、直接的損害の金額、(iii) 1979 年

の商品販売法の第 12 項または 1982 年の商品およびサービスの提供法によって暗示される Logitech の義務違反。こ

の段落は、Logitech の全責任を定義し、ユーザーの唯一の救済は、契約または不法行為、怠慢のあるなしを問わず、

損害に限定されます。   
 

 

 

 

 

 

 


