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エンドユーザーライセンス契約は、MOG Technologies 社 mxfSPEEDRAIL S/F/P/O/Iシリー

ズの、すべての MOG Technologiesのソフトウェアを対象とします。 
 
重要事項 – よくお読みください。本エンドユーザーライセンス契約（以下、「契約」）

は、上記で特定する MOG Technologies ソフトウェアに関するお客様（個人または単一の

企業実体のいずれか）（以下、「ライセンシー」）と MOG Technologies（以下、

「MOG」）との間の法的合意です。MOG ドングルをインストールすることにより、およ

び/または上記で特定されるソフトウェアをインストールもしくは使用することにより、

お客様は本契約の条件に拘束されることに同意されたことになります。お客様がこれに

同意されない場合は、MOG ドングルエンベロープを開かず、またはドングルをインスト

ールもしくは使用せず、または上記で特定されるソフトウェアをインストールもしくは

使用しないでください。 
 
 
1. 定義（本契約で使用する場合） 
 
(a) 「本ソフトウェア」とは、本書の上記表題節において列挙される MOG のソフトウェ

アであって、オブジェクトコードのみで MOG からライセンシーに引き渡され、本契約の

条件に基づく使用を目的としてライセンシーに提供される、ドングル内に含まれる認証

キー、および MOG のソフトウェアのすべての MOG 認証のメンテナンスアップデート、

代替版または修正版を意味します。本ソフトウェアにはサードパーティソフトウェアま

たは Windows ソフトウェアは含まれず、これらは MOG 供給の本サーバー上でライセン

シーに提供されている場合があります。 
 
「サードパーティソフトウェア」とは、MOG 以外の第三者の商業主体からライセンスさ

れるべき本システムとともに MOG によって引き渡されるソフトウェアを意味し、これら

に限定されませんが、Black magic 社の Deck linkソフトウェア、Microsoft Windows オペレ

ーティングシステムのあらゆるバージョンを含みます。MOG ドングルエンベロープを開

くことにより、またはその他の方法で MOG のソフトウェアを使用することにより、ライ

センシーは本システムとともに引き渡されるサードパーティソフトウェアのライセンス

条件に受諾したことになります。ライセンシーがサードパーティソフトウェアライセン

ス契約の条件を受諾しない場合、ライセンシーは MOG ドングルエンベロープを開くべき

ではなく、または本システムを使用するべきではありません。また、ライセンシーは、

全額返金のため、本システムをライセンシーの購入場所に返却するべきです。 
 
(b) 「本サーバー」とは、本ソフトウェアと併せてライセンシーが MOG から購入した

Windowsベースの MOG を意味します。本サーバーには、本サーバーケース内のすべての

ハードウェアコンポーネント（マザーボード、CPU、メモリ、ディスクドライブ、シリ

アル ATA コントローラカード等）が含まれます。本サーバーには、本サーバー内のハー

ドドライブまたは ROM チップのいずれかにプリインストールされることのあるその他ハ

ードウェアまたは何らかのソフトウェアもしくはファームウェアは含まれません。 
 
(c) 「その他ハードウェア」とは、本ソフトウェアおよび本サーバーと併せてライセンシ

ーが MOG から購入した本サーバー以外の機器を意味し、Black Magic または APC 無停電

電源装置、DELL が含まれる場合があります。その他ハードウェアは、本ソフトウェアお

よび本サーバーと合わせた販売用に MOG によってパッケージされていない機器について
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は除外されます。 
 
(d) 「本ドキュメンテーション」とは、MOG からライセンシーに引き渡される完全な本

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）を意味します。 
 
(e) 「ドングル」とは、すべての Windows ベースの本ソフトウェア（またはライセンシー

に提供される MOG 認証の代替版）と合わせて MOG によってパッケージされた本ハード

ウェア/本ソフトウェアの「認証キー」を意味し、本ソフトウェアの使用を可能にするデ

ータ要素の特有の系列を含み、本ソフトウェアとともに一定量の RAID ハードディスクス

トレージの使用権限を与えます。 
 
(f)「本システム」とは、MOG からライセンシーに引き渡される、本ソフトウェア、本サ

ーバー、その他ハードウェア、ドングルおよび本ドキュメンテーションの集合体を意味

します。 
 
(g) 「限定保証期間」とは、ライセンシーが MOG システムを最初にインストールまたは

使用した日から 90 日間を意味します。本エンドユーザーライセンス契約が MOG ソフト

ウェアの複数コンポーネントのインストール段階の間に発効された場合であっても、新

たな限定保証期間が、ライセンシーがシステムに含まれるソフトウェアをインストール

する度に許諾されることはなく、また、ライセンシーがメンテナンスまたはアップデー

トリリースをインストールするときに許諾されることもありません。 
 
2. ライセンスの許諾 
 
MOG は、本契約の条件に従い、ライセンシーに対し、サブライセンスの権利を除き、以

下の非独占的、譲渡不能（下記で定める場合を除きます）のライセンス権を許諾します。 
 
※使用、MOG サーバー製品上でのみ（かつ MOG 供給の認証済みハードディスクストレ

ージと合わせてのみ）、またその他ハードウェアと併せて、MOG ソフトウェアを使用す

るための非独占的ライセンス。さらに、サーバーとのネットワーク接続を介してリンク

されるクライアントのワークステーション上でのみ、MOG クライアントソフトウェアを

使用するための非独占的ライセンス。 
 
※ドキュメンテーション。本システムと併せて本ドキュメンテーションを使用するため

の非独占的ライセンス。 
 
※バックアップ用コピー。ハードドライブの不具合発生時に本ソフトウェアを修復また

は再インストールすることを目的としてのみ、本ソフトウェアのバックアップ用コピー1
部を作成し、保存するための非独占的ライセンス。 
 
※権利の留保。MOG は、本契約でライセンシーに明示的に許諾されていないすべての権

利を留保します。 
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3. ライセンスにはハードウェアは含まれない 
 
 
本契約は、本サーバーおよびその他ハードウェアを使用するためのライセンス契約では

ありません。すなわち、ライセンシーは本システムのこれらコンポーネントを購入しよ

うとしており（または購入しており）、一旦売買が完了すれば、ライセンシーはこれら

コンポーネントの所有者となります。しかしながら上記のとおり、本ソフトウェアを使

用するためのライセンシーの権利は、ライセンシーがこれを本サーバーおよびその他ハ

ードウェアとともに使用することを条件とするものです。ライセンシーが MOG サーバー

上で本ソフトウェアを維持し、かつ本契約が有効に存続する限り、MOG による明示的な

認証を受けていない本サーバーおよびその他ハードウェアに対するいかなる修正（MOG
によって承認されていない他のソフトウェアのインストールを含みます）も、本契約の

条件に違反するものとなります。 
 
 
4. ソフトウェアのアップデート 
 
本契約は、ライセンシーによる当初の本システム取得日以後、MOG がライセンシーに費

用を負担させることなく、ライセンシーに提供し、または同人が利用できるようにする

ことがある本ソフトウェアのあらゆるメンテナンスアップデートに適用されます。ただ

し、MOG がメンテナンスアップデートに応じて他の条件を提示する場合を除きます。 
 
 
5. 権原 
 
本システムに含まれる本ソフトウェアおよび本ドキュメンテーションは、特許、著作権

およびその他の知的財産に関する法および協定によって保護され、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。MOG
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、米国、カナダ、ヨーロッパおよびその他の適用法により、

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、ライセンシーに許

諾するものではありません。 
 
 
 
6. 契約期間 
 
本契約は解除されるまで有効となります。ライセンシーは、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 MOG に返却することにより、また、本ソフトウェアおよ
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びそのすべてのコピーを本サーバーおよびクライアントのワークステーションから除去

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。ライセンシーが本契

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、MOG は本契約を解除するこ

とができます。MOG による本契約の解除時から 7 日以内に、ライセンシーは本ソフトウ

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 MOG に返却します。

ドングル（専有の認証キーが含まれます）もまた、MOG に返却するものとします。 
 
 
 
7. 第三者への譲渡 
 
a) 本システムの当初のエンドユーザーであるライセンシーは、第三者（以下、「譲受

人」）に対し、譲渡を行うことができません。 
 
 
8. リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルおよびコピープロテクト解

除の制限 
 
サーバーソフトウェアは、ソフトウェアの不正コピー防止のため、USB ドングル、ソフ

トウェアライセンスキー（Windows ベースのソフトウェア）のいずれかを搭載していま

す。サーバーソフトウェアは、本サーバーにドングルが接続されていなければ実行され

ないよう設計されています。同様に、ソフトウェアライセンスキーの改竄を試みた場合、

キーを無効化させ、また Windows ベースのサーバーソフトウェアの実行を停止させるこ

とになります。ライセンシーは、いかなる方法であってもこのプロテクト解除を試みな

いことに同意します。 
 
 
ライセンシーは、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、ライセンシー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。 
 
 
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、逆コンパイルまたは逆

アセンブルすることはできませんが、次の事項を条件とします。すなわち、(i) ライセン

シーが欧州連合またはノルウェーに所在する場合であって、コードの複製およびその形

式の翻訳が本ソフトウェアとその他のプログラムとの相互運用性を達成するために要求

される情報を取得するのに必要であるとき、ライセンシーはそれに応じて書面にて MOG
にこれを知らせるものとし、MOG はライセンシーによる要請の受領から 20 営業日以内

にライセンシーに通知するものとします。かかるライセンシーによる要請とは、(A) 
MOG が当該相互運用性を達成するために作業を実施し、当該作業のための合理的な費用/
手当をライセンシーに請求すること、または(B) ライセンシー自身がこのような行動を請

け負う権限を与えられること（本ソフトウェアとその他のプログラムとの相互運用性を

達成するために要求される範囲に限ります）を指します。また(ii) ライセンシーが欧州連

合またはノルウェーに所在しない場合、本条によってライセンシーは特定の法的権利が

付与され、ライセンシーはまた、法域によって異なるその他の権利を有することがあり
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ます。ライセンシーは、本システム（本ソフトウェア、ドングル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。 
 
9. 秘密保持 
 
ライセンシーは、本システムが、営業秘密を具現化する MOG および/または MOG 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。秘密情報には、これらに限定されませんが、次のものが含まれます。すなわち、(a) 
本ソフトウェアの GUI の形式と内容、(b) 本ソフトウェアの動作方法を解明し得る情報、

(c) 本ドキュメンテーション。ライセンシーは、ライセンシーの従業員、借受人、譲受人

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。 
 
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、ライセンシーは、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。ライセンシーは、MOG 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。 
 
 
10. 輸出規制 
 
ライセンシーは、本システムが米国由来のものであること、かつ米国輸出管理の管轄に

服することを認識します。ライセンシーは、米国輸出管理規則ならびに米国およびその

他の政府によって発せられるエンドユーザー、エンドユースおよび仕向地の規制を含め、

本製品に適用されるすべての国際法および国内法を遵守することに同意します。 
 
 
11. 限定保証 
 
(a) EditShare は、ライセンシーによって修正されておらず、通常の、適切かつ意図された

状況下で運用され、EditShare によって引き渡されるすべてのメンテナンスリリースまた

は修正版にてアップデートされている本システムが実質的に限定保証期間のあいだ

EditShare が発行する仕様書に従って機能することを、ライセンシーに対してのみ保証し

ます。ライセンシーの州/法域によって黙示の保証または条件が生成され、かつ連邦また

は州/地域の法がその責任否定を禁止する場合は、ライセンシーも黙示の保証または条件

を有しますが、限定保証期間中に発見された瑕疵についてのものに限ります。限定保証

期間後に発見された瑕疵については、いかなる種の保証も条件も存在しません。黙示の
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保証または条件が持続する期間についての制限が認められていない州/法域もあり、その

場合には上記の制限がライセンシーに対して適用されないことがあります。 
 
 
本限定保証の違反に対するライセンシーの唯一の救済手段および MOG の排他的責任は、

MOG の選択により、不適合な本システムのコンポーネントの修理または交換とします。

MOG 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) ライセンシーは、保証サービスの評価を目的として本システムを MOG に送付するた

めの配送費について責任を負います。ライセンシーが保証サービスを要請する本システ

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 MOG が判断する場合、ライセン

シーは、MOG 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、MOG に支払いまたは弁済を行います。MOG 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、ライセンシーは、MOG の現行の実費（工数/材料）率にて、MOG に支払いを行い

ます。 
 
 
(c) MOG 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、(v) MOG
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、あるいは(vi) サードパーティソフトウェアの使用に、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」、「プレリリース版」として指定された本ハ

ードウェア、本ソフトウェアもしくは本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本ハードウェア、本ソフトウェアもしくは本ドキュメンテーシ

ョンには、何らの保証も適用されないものとします。かかる本ハードウェア、本ソフト

ウェアおよび本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。 
 
(e) 限定保証期間の満了後に MOG によって引き渡されるアップデートまたはメンテナン

スリリースは、明示的、黙示的または法令上のものであるかを問わず、いかなる保証ま

たは条件の対象にもなりません。 
 
(f) 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。 
 
(g) 上述する場合を除き、MOG 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
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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ラ

イセンシーに対して適用されないことがあります。 
 
 
 
12. 責任の制限 
 
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 MOG 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、本システムのためにお客様が支払った

実費を超えないものとします。（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ライセンシーに対して適用されないことがありま

す。） 
 
 
 
13. 損害賠償責任の排除 
 
いかなる場合も、MOG 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、MOG または MOG 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

限または排除がライセンシーに対して適用されないことがあります。 
 
 
14. 米国政府のライセンス権 
 
1995 年 12 月 1 日以降（同日を含む）に発せられた引合いに基づき米国政府に提供される

すべての本製品は、本契約の他の箇所に記述される商用ライセンス権および制約が伴い

ます。1995年 12 月 1 日より前に発せられた引合いに基づき米国政府に提供されるすべて

の本製品は、場合に応じて、連邦規則集（CFR）第 48 巻連邦調達規則（FAR）52.227-14
（1987 年 6 月）または連邦規則集第 48 巻国防省調達規則（DFAR）252.227-7013（1988
年 10 月）において規定する「制限付権利（Restricted Rights）」が伴います。 
 
 
15. 準拠法 
 
ライセンシーが米国で本製品を取得する場合、本契約はアメリカ合衆国マサチューセッ
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ツ州法に準拠します。本製品が米国外で取得される場合には、現地法の適用を受けるこ

とがあります。 
 
 
16. 完全合意 
 
本契約（本契約の追補または改正を含み、これらはメンテナンスアップデートに含まれ

ることがあります）は、本システムに関するライセンシーと MOG との間の完全な合意で

あり、本システムまたは本契約が対象とするあらゆるその他の主題事項についてのすべ

ての従前または同時に行われた口頭または書面による通信、提案および表明に取って代

わります。サポートサービスのためのいずれかの MOG ポリシーまたはプログラムの条件

が本契約の条件と矛盾する範囲において、本契約の条件が優先するものとします。 
 
会社名                   
 
氏名                             
 
ご署名                            
 
日付       年  月  日 


