別紙２
ソフトウェア使用許諾

Terms of Use
Vidyo End User License Agreement including Limited Warranty, and
Disclaimer of Warranty.
This End User License Agreement will apply to you if you download,
install or use the Vidyo software in the Vidyo products. Please do
not download, install or use the Vidyo software and products before
you understand and agree with the terms of this End User License
Agreement.
Vidyo End User License Agreement including Limited Warranty, and
Disclaimer of Warranty.
End User License Agreement
VIDYO, Inc. is a Delaware corporation with a principal place of
business 433 Hackensack Ave., 6th floor, Hackensack, NJ 07601
(“Vidyo”).
IMPORTANT: PLEASE READ THIS END USER LICENSE
AGREEMENT CAREFULLY. DOWNLOADING, INSTALLING OR
USING VIDYO OR VIDYO-SUPPLIED SOFTWARE CONSTITUTES
ACCEPTANCE OF THIS AGREEMENT.
THIS LICENSE OF THE SOFTWARE IS VALID ONLY UPON THE
CONDITION THAT YOU ACCEPT ALL OF THE TERMS
CONTAINED IN THIS LICENSE AGREEMENT. YOUR
ACCEPTANCE WILL BE BY INSTALLING OR DOWNLOADING THE
SOFTWARE, OR USING THE EQUIPMENT THAT CONTAINS THIS
SOFTWARE. YOU ARE BINDING YOURSELF AND THE BUSINESS
ENTITY THAT YOU REPRESENT (COLLECTIVELY, "CUSTOMER")
TO THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE TO ALL OF THE
TERMS OF THIS AGREEMENT, THEN VIDYO IS UNWILLING TO
LICENSE THE SOFTWARE TO YOU AND (A) DO NOT DOWNLOAD,
INSTALL OR USE THE SOFTWARE, (B) YOU MAY RETURN THE
SOFTWARE FOR A FULL REFUND, OR, IF THE SOFTWARE IS
SUPPLIED AS PART OF ANOTHER VIDYO PRODUCT, YOU MAY
RETURN THE ENTIRE PRODUCT FOR A FULL REFUND. YOUR
RIGHT TO RETURN AND REFUND EXPIRES 30 DAYS AFTER
YOUR RECEIPT OF THE SOFTWARE FROM VIDYO OR AN
AUTHORIZED VIDYO RESELLER, AND APPLIES ONLY IF YOU
ARE THE ORIGINAL END USER PURCHASER.
Vidyo's technology is covered by U.S Pat. Nos. 7,593,032 B3 and
7,643,560, as well as additional International patents or pending U.S.
or International patent applications owned by Vidyo, Inc.
Conditioned upon compliance with the terms and conditions of this
Agreement, Vidyo grants to Customer a nonexclusive and
nontransferable license to use for Customer's internal business
purposes the Software and the Documentation for which Customer
has paid the required license fees. "Documentation" means written
information (whether contained in user or technical manuals, training
materials, specifications or otherwise) specifically pertaining to the
Software and made available by Vidyo with the Software in any
manner (including on CD-Rom, or on-line). Customer's license to
use the Software shall be limited to, and Customer shall not use the
Software in excess of, a single Vidyo Product as set forth in the
applicable Purchase Order which has been accepted by Vidyo and
for which Vidyo has been paid the required license fee. Unless
otherwise expressly provided in the Documentation, Customer shall
use the Software solely as embedded in, for execution on, or (where
the applicable documentation permits installation on non-Vidyo
equipment) for communication with Vidyo equipment owned or
leased by Customer and used for Customer's internal business
purposes. No other uses of the Software are authorized by this
Agreement and any unauthorized use of the Software shall be a

サービス規約
限定保証および免責条項を含むVidyoエンドユーザライセンス契約
このエンドユーザライセンス契約は、Vidyo製品でVidyoソフトウェアを
ダウンロード、インストール、または使用する場合に適用されます。本
エンドユーザライセンス契約の条件を理解してこれに合意するまでは、
Vidyoソフトウェアや製品をダウンロード、インストール、または使用し
ないでください。
Vidyo, Inc. は、主たる事業所を433 Hackensack Ave., 6th floor,
Hackensack, NJ 07601に置くデラウェア法人です(「Vidyo」)。
重要: 本エンドユーザ契約をよくお読みください。 VidyoまたはVidyoが
提供するソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用すると、
本契約を受諾したものとみなされます。 ソフトウェアの本ライセンスは、
本ライセンス契約に含まれる全ての条項を受諾した場合のみ有効で
す。 ソフトウェアのインストールまたはダウンロード、または本ソフト
ウェアを含む機器を使用することにより、受諾したことになります。お
客様自身またはお客様が代表する企業体(集合的に「お客様」)は、本
契約により拘束されます。 本契約の全ての条項に合意しない場合は、
Vidyoはお客様にソフトウェアのライセンスを許諾することはできませ
ん。
(A) ソフトウェアをダウンロード、インストール、または使用しないでくだ
さい。
(B) ソフトウェアを返却していただければ全額払い戻しいたします。ソフ
トウェアが他のVidyo製品の一部として提供される場合は、製品全体を
返却していただければ全額払い戻しいたします。 返却および返金の
権利は、VidyoまたはVidyo認定再販業者からソフトウェアを受け取っ
てから30日後に期限切れとなります。また、お客様自身がエンドユー
ザーとして購入した場合に限ります。
Vidyoのテクノロジーは、米国特許(7,593,032 B3と7,643,560)その他の
国際特許、またはVidyo, Inc.の所有する申請中の米国特許や国際特
許により保護されています。
Vidyoは、本契約の条項への準拠を条件として、お客様が必要なライ
センス料を支払ったソフトウェアおよび文書を、お客様の内部的なビジ
ネスの目的で使用する、非排他的かつ譲渡不能のライセンスをお客
様に許諾します。 「文書」とは、特にソフトウェアに関係し、任意の方法
(CD-ROMまたはオンラインを含む)でソフトウェアと共にVidyoが提供
する、書面による情報(ユーザーマニュアルまたはテクニカルマニュア
ル、トレーニング資料、仕様書またはその他に含まれる)を意味します。
お客様がソフトウェアを使用するライセンスは、Vidyoが受け付け、必
要なライセンス料の支払いを受けた該当する注文書に記載される単
独のVidyo製品に限られ、お客様はそれ以上のソフトウェアを使用する
ことはできません。 文書に明示的に示される場合を除き、お客様が
所有またはリースし、お客様の内部的なビジネスの目的で使用する
Vidyo機器に内蔵または同機器上で実行、または(該当する文書で
Vidyo以外の機器にインストールすることが許可される場合)同機器を
使用する通信にのみ使用するものとします。 ソフトウェアのそれ以外
の使用は本契約で認められず、ソフトウェアの不正な使用は本来セン
スおよび契約の条項への違反となります。
Vidyoがライセンス料を請求しない評価版またはベータ版については、
上記のライセンス料の支払い要件は適用されません。

Note For evaluation or beta copies for which Vidyo does not charge
a license fee, the above requirement to pay license fees does not
apply.
Use of Products. Products are not authorized for use in critical
safety or other applications where any failure may reasonably be
anticipated to result in bodily injury, loss of life, or catastrophic
damage to property. If Customer uses or sells the Products for use
in any such applications, Customer acknowledges that such sale or
use is at Customer’s sole risk. Customer will indemnify, defend and
hold Vidyo and its suppliers harmless from and against any and all
liabilities and costs arising out of or in connection with such sale or
use.
Limited Warranty
Express Warranty – Vidyo warrants that for a period of one (1) year
following shipment of the Product (i) the Product hardware shall be
free from defects in materials and workmanship and (ii) the
Licensed Software substantially conforms to its published
specification. For instructions to make and process claims under
this warranty, please contact the Vidyo authorized reseller from
whom you acquired the Product
Except for the foregoing, the Software is provided AS IS. This
limited warranty extends only to the Customer who is the original
licensee. Customer's sole and exclusive remedy and the entire
liability of Vidyo and its suppliers and licensors under this limited
warranty will be, at Vidyo's option, repair, replacement, or refund of
the Product if reported (or, upon request, returned) to Vidyo or the
party supplying the Product to Customer. In no event does Vidyo
warrant that the Software is error free or that Customer will be
able to operate the Software without problems or interruptions. In
addition, due to the continual development of new techniques for
intruding upon and attacking networks, Vidyo does not warrant that
the Software or any equipment, system or network on which the
Software is used will be free of vulnerability to intrusion or attack.
Restrictions. This warranty does not apply if the Software, Product
or any other equipment upon which the Software is authorized to be
used (a) has been altered, except by Vidyo or its authorized
representative, (b) has not been installed, operated, repaired, or
maintained in accordance with instructions supplied by Vidyo, (c)
has been subjected to abnormal physical or electrical stress, misuse,
negligence, or accident; or (d) is licensed, for beta, evaluation,
testing or demonstration purposes. This warranty also does not
apply to (e) any temporary Soft-ware modules; (f) any Software for
which Vidyo does not receive a license fee.
DISCLAIMER OF WARRANTY
EXCEPT AS SPECIFIED IN THIS WARRANTY, ALL EXPRESS OR
IMPLIED CONDITIONS, REPRESENTATIONS, AND WARRANTIES
INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY IMPLIED WARRANTY OR
CONDITION OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, SATISFACTORY
QUALITY, NON-INTERFERENCE, ACCURACY OF INFORMATIONAL CONTENT, OR ARISING FROM A COURSE OF
DEALING, LAW, USAGE, OR TRADE PRACTICE, ARE HEREBY
EXCLUDED TO THE EXTENT ALLOWED BY APPLICABLE LAW
AND ARE EXPRESSLY DISCLAIMED BY VIDYO, ITS SUPPLIERS
AND LICENSORS.TO THE EXTENT AN IMPLIED WARRANTY
CANNOT BE EXCLUDED, SUCH WARRANTY IS LIMITED IN
DURATION TO THE EXPRESS WARRANTY PERIOD. BECAUSE
SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW
LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS,
THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY. THIS WARRANTY
GIVES CUSTOMER SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND CUSTOMER
MAY V3.29.2012

製品の使用
障害により、身体傷害、人命の喪失、または器物の壊滅的破損をもた
らすことが妥当に予想されるような、重大な安全性またはその他の用
途で製品を使用することはできません。 お客様がこのような用途で製
品を使用または販売した場合、当該の販売または使用はお客様自身
の責任であることを認めます。お客様は、当該の販売または使用から
生じるまたは関係する全ての責任と費用から、Vidyoおよびそのサプラ
イヤを補償、弁護、および保護します。
限定保証
明示的保証 - Vidyoは、製品の出荷後1年間、
(i) 製品ハードウェアの材料および加工に欠陥がないことおよび
(ii) ライセンスソフトウェアが、公開された仕様書に十分準拠することを
保証します。 本保証に基づいて申し立てを行い処理する方法につい
ては、製品をお求めのVidyo認定再販業者にお問い合わせください。
前述の場合を除き、ソフトウェアは現状のままで提供されます。 本限
定保証は、元のライセンシーであるお客様に限られます。 本限定保証
に基づくお客様の唯一かつ排他的な救済およびVidyoおよびそのサプ
ライヤおよびライセンサーの全責任は、Vidyoに報告(または要請また
は返却)された場合に、Vidyoの判断で製品の修正、交換、または返金
を行うことです。 いかなる場合も、ソフトウェアにエラーがないこと、お
客様がソフトウェアを問題や中断なく操作できることをVidyoは保証し
ません。 さらに、ネットワークへの侵入および攻撃の新しいテクニック
が継続的に開発されるため、Vidyoはソフトウェアが使用されるいかな
る機器、システム、またはネットワークも、侵入または攻撃に対して脆
弱性がないことを保証しません。
制約
ソフトウェア、製品、またはソフトウェアの使用が認められたその他の
任意の機器が、
(a) Vidyoまたはその正式な代表以外の者によって変更された場合、
(b) Vidyoが提供する指示に従ってインストール、操作、修理、または
保守が行われなかった場合、
(c) 異常な物理的ストレスまたは電気的ストレス、誤使用、過失、また
は事故の影響を受けた場合、または
(d) ベータ版、評価版、テスト、またはデモの目的でライセンス供与さ
れた場合には、本保証は適用されません。 また本保証は、
(e) 一時的なソフトウェアモジュール、
(f) Vidyoがライセンス料を受け取っていないソフトウェアについても適
用されません。
免責条項
本保証に定める場合を除き、全ての明示的または暗黙的条件、表明、
および保証(商品性、特定の目的への適合性、権利を侵害していない
こと、満足な品質、不干渉、情報の内容の正確性の暗黙的保証また
は条件を含むがこれに限らない)、または取引の過程で生じる事項、
法、使用法、または取引慣行は、適用法で許される範囲においてここ
に除外され、Vidyo、そのサプライヤおよびライセンサーは明示的にこ
れを放棄します。暗黙的な保証が除外できない範囲においては、当該
の保証の期間は明示的保証の期間に限られます。 州または管轄区
域によっては暗黙的保証の存続期間の制限を許可しないため、上記
の制限は適用されない場合があります。 本保証は、お客様に特定の
法的権利を与え、お客様は管轄区域ごとに異なるその他の権利を持
つ場合があります。 本免責および除外条項は、前述の明示的保証が
その本質的目的を達成できない場合でも適用されるものとします
一般的な制限
本書はソフトウェアおよび文書の所有権の譲渡ではなくライセンスであ
り、Vidyoおよび/またはそのライセンサーはソフトウェアおよび文書の
全てのコピーの所有権および製品およびソフトウェアの知的財産権を
保有します。 お客様は、製品、ソフトウェア、および文書が、Vidyo、そ
のサプライヤ、またはライセンサーの知的財産権(国際的および米国
における企業秘密、著作権、特許、および出願中の特許など)を含む
ことを認めます。これには個々のプログラムの特定の内部設計および
構造および関連するインターフェース情報が含まれますがこれに限り
ません。 しがって、他に本契約に明示的に示されない限り、お客様に
はいかなる権利もなく、お客様は特に以下を行わないことに合意しま
す。
(i) ライセンス権を任意の他者または実態に移譲、譲渡、またはサブラ
イセンスの付与を行うこと、または認定されていない機器または中古
のVidyo機器上でソフトウェアを使用すること。お客様は、移譲、譲渡、
サブライセンスまたは使用が無効であることを認めます。
(ii) 製品、ソフトウェアのエラーの修正またはその他の方法による変更
または改作、またはソフトウェアに基づく派生物の作成、または第三者
がそれを行うのを許可すること。
(iii) ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、暗号の復
号、逆アセンブル、またはその他の方法で人間が読める形式にするこ
と。ただし、本制約にかかわらず適用法により明示的に許可される場

と。ただし、本制約にかかわらず適用法により明示的に許可される場
合を除きます。

ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM JURISDICTION
TO JURISDICTION. This disclaimer and exclusion shall apply even if
the express warranty set forth above fails of its essential purpose.
General Limitations.
This is a license, not a transfer of title, to the Software and
Documentation, and Vidyo and/or its licensor(s), retain(s) ownership
of all copies of the Software and Documentation and intellectual
property rights of the Product and Software. Customer
acknowledges that the Products, Software and Documentation
contain intellectual property rights (such as international and united
states trade secrets, copyrights, patents, and patents pending) of
Vidyo, its suppliers or licensors including but not limited to the
specific internal design and structure of individual programs and
associated interface information. Accordingly, except as otherwise
expressly provided under this Agreement, Customer shall have no
right and Customer specifically agrees not to: (i) transfer, assign or
sublicense its license rights to any other person or entity, or use
the Software on unauthorized or secondhand Vidyo equipment, and
Customer acknowledges that any attempted transfer, assignment,
sublicense or use shall be void; (ii) make error corrections to or
otherwise modify or adapt the Product, Software or create
derivative works based upon the Software, or permit third parties to
do the same;(iii) reverse engineer or decompile, decrypt,
disassemble or otherwise reduce the Software to human-readable
form, except to the extent otherwise expressly permitted under
applicable law notwithstanding this restriction; (iv) use or permit the
Software to be used to perform services for third parties, whether
on a service bureau or time sharing basis or otherwise, without the
express written authorization of Vidyo; or (v) disclose, provide, or
otherwise make available trade secrets contained within the
Products, Software and Document-ation in any form to any third
party without the prior written consent of Vidyo. Customer shall
implement reasonable security measures to protect such trade
secrets. To the extent required by law, and at Customer's written
request, Vidyo shall provide Customer with the interface information
needed to achieve interoperability between the Software and
another independently created program, on payment of Vidyo's
applicable fee, if any. Customer shall observe strict obligations of
confidentiality with respect to such information and shall use such
information in compliance with any applicable terms and conditions
upon which Vidyo makes such information available.
Unless otherwise expressly specified all taxes and duties relating to
this Agreement, the Products, or Software are excluded and shall
be Customer’s responsibility.
Software, Upgrades and Additional Copies.
For purposes of this Agreement, "Software" shall include (and the
terms and conditions of this Agreement shall apply to) computer
programs, including firmware, as provided to Customer by Vidyo or
an authorized Vidyo reseller, and any upgrades, updates, bug fixes
or modified versions thereto (collectively, "Upgrades") or backup
copies of the Software licensed or provided to Customer by Vidyo
or an authorized Vidyo reseller. NOTWITHSTANDING ANY OTHER
PROVISION OF THIS AGREEMENT: (1) CUSTOMER HAS NO
LICENSE OR RIGHT TO USE ANY ADDITIONAL COPIES OR
UPGRADES UNLESS CUSTOMER, AT THE TIME OF ACQUIRING
SUCH COPY OR UPGRADE, ALREADY HOLDS A VALID LICENSE
TO THE ORIGINAL SOFTWARE AND HAS PAID THE APPLICABLE
FEE FOR THE UPGRADE OR ADDITIONAL COPIES; (2) USE OF
UPGRADES IS LIMITED TO VIDYO EQUIPMENT FOR WHICH
CUSTOMER IS THE ORIGINAL END USER PURCHASER OR
LESSEE OR WHO OTHERWISE HOLDS A VALID LICENSE TO USE
THE SOFTWARE WHICH IS BEING UPGRADED; AND (3) THE
MAKING AND USE OF ADDITIONAL COPIES IS LIMITED TO
NECESSARY BACKUP PURPOSES ONLY. V3.29.2012

(iv) Vidyoの明示的な書面による許可なく、サービス期間またはタイ
ムシェアリングベースにかかわらず、第三者に対するサービスを実
施するために使用または使用を許可すること。または、
(v) Vidyoの事前の書面による同意なく、製品、ソフトウェア、および
文書に含まれる企業秘密を、任意の形式で第三者に開示、提供、
またはその他の方法で利用可能にすること。 お客様は、このような
企業秘密を保護するために妥当なセキュリティ対策を実施するもの
とします。 法により義務付けられる範囲において、およびお客様の
書面による要求に応じて、Vidyoはお客様に対し、ソフトウェアと、独
立して作成されたほかのプログラムとの間の相互利用を達成する
ために必要なインターフェース情報を提供するものとします。ただし、
Vidyoの該当する料金がある場合はその支払いを条件とします。 お
客様は、当該情報に関して厳格な守秘義務を順守するものとし、
Vidyoが当該情報を利用可能とするための適用条項を順守して当
該情報を使用するものとします。
他に明示的に示されない限り、本契約、製品、またはソフトウェアに
関係する全ての税は除外され、お客様の責任とします。
ソフトウェア、アップグレード、追加コピー
本契約において、「ソフトウェア」には、VidyoまたはVidyo認定再販
業者が提供する、ファームウェアを含むコンピュータプログラム、任
意のアップグレード、更新、バグ修正、またはその修正バージョン
(集合的に「アップグレード」)または、VidyoまたはVidyo認定再販業
者がお客様に提供する、ライセンス供与されたソフトウェアのバック
アップコピーが含まれ(本契約の条項が適用され)ます。 本契約の
他の条項にかかわらず、
(1) お客様は、追加のコピーまたはアップグレードに関して、入手時
に既にオリジナルのソフトウェアの有効なライセンスを保持し、アッ
プグレードまたは追加コピー に適用される料金を支払い済みでな
い場合は、当該追加コピーまたはアップグレードのライセンスまた
は使用権はありません。
(2) アップグレードの使用は、お客様自身がVidyo機器をエンドユー
ザーとして購入した場合、借主である場合、またはアップグレードす
るソフトウェ追加コピーの作成および使用は、必要なバックアップ目
的のみに限ります。
所有権に関する通告
お客様は、全ての著作権およびその他の所有権に関する注記を、
当該著作権およびその他の所有権に関する注記がソフトウェアに
含まれているのと同じ形式および方法で、ソフトウェアの任意の形
式の全てのコピーに維持および複製することに合意します。 本契
約で明示的に認められる場合を除き、お客様はVidyoの事前の書
面による許可なしに、ソフトウェアのいかなるコピーまたは複製も作
成しないものとします。
期間と終了
本契約およびここに供与されるライセンスは、関係する命令で指定
されるように、または本セクションに従って終了するまで有効に存続
するものとします。 お客様は、ソフトウェアおよび文書の全てのコ
ピーを破棄することにより、随時本契約およびライセンスを終了でき
ます。 お客様が本契約の条項を順守しなかった場合は、本契約に
基づくお客様の権利は、Vidyoからの通知なく直ちに終了します。
終了時に、お客様は保有または管理するソフトウェアと文書の全て
のコピーを破棄するものとします。 お客様のすべての守秘義務お
よび全ての限定責任および免責および保証の制限は、本契約の終
了後も有効に存続するものとします。 さらに、「合衆国政府限定権
利」および「限定保証表明およびエンドユーザーライセンスに適用さ
れる一般条項」というタイトルのセクションの条項は、本契約の終了
後も有効に存続するものとします。 その他の条項で、その条件によ
り本契約の実施に必要とされる条項は終了後も有効に存続するも
のとします。
輸出
製品、ソフトウェア、および文書(技術データを含む)は、合衆国輸出
管理法および関連規制を含む合衆国の輸出管理法の対象になる
ことがあり、他の国の輸出入規制の対象になることがあります。 お
客様は、これら全ての規制に厳密に従うことに合意し、製品、ソフト
ウェア、および文書を輸出、再輸出、または輸入するためのライセ
ンスを取得する責任を負うことを認めます。

Proprietary Notices. Customer agrees to maintain and reproduce all
copyright and other proprietary notices on all copies, in any form, of
the Software in the same form and manner that such copyright and
other proprietary notices are included on the Software. Except as
expressly authorized in this Agreement, Customer shall not make
any copies or duplicates of any Software without the prior written
permission of Vidyo.
Term and Termination. This Agreement and the license granted
herein shall remain effective until terminated as specified in the
related order or under this section. Customer may terminate this
Agreement and the license any time by destroying all copies of
Software and any Documentation. Customer's rights under this
Agreement will terminate immediately without notice from Vidyo if
Customer fails to comply with any provision of this Agreement.
Upon termination, Customer shall destroy all copies of Software and
Documentation in its possession or control. All confidentiality
obligations of Customer and all limitations of liability and disclaimers
and restrictions of warranty shall survive termination of this
Agreement. In addition, the provisions of the sections titled " United
States Government Restricted Rights." and "General Terms
Applicable to the Limited Warranty Statement and End User
License" shall survive termination of this Agreement. Any other
clauses which by their terms are required for the enforcement of
this Agreement shall survive termination.
Export. Products, Software and Documentation, including technical
data, may be subject to U.S. export control laws, including the U.S.
Export Administration Act and its associated regulations, and may
be subject to export or import regulations in other countries.
Customer agrees to comply strictly with all such regulations and
acknowledges that it has the responsibility to obtain licenses to
export, re-export, or import Products, Software and Documentation.
United States Government Restricted Rights.
The Software and Documentation are provided with Restricted
Rights and qualify as “commercial items” consisting of “commercial
computer software” and “computer software documentation” as
such terms are defined and used at FAR (48 C.F.R.) 2.101 and FAR
12.212 . Use, duplication, or disclosure by the government is subject
to restrictions as set forth in subparagraph (c)(f)(ii) of the Rights in
Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.2277013 or subparagraphs (c) (1) and (2) of the Commercial Computer
Software-Restricted Rights at 48 C.F.R. S:52.227-19, as applicable.
General Terms Applicable to the End User License
Limited Warrant Statement and Disclaimer of Liabilities.
REGARDLESS WHETHER ANY REMEDY SET FORTH HEREIN
FAILS OF ITS ESSENTIAL PURPOSE OR OTHERWISE, IN NO
EVENT WILL VIDYO OR ITS SUPPLIERS BE LIABLE FOR ANY
LOST REVENUE, PROFIT, OR LOST OR DAMAGED DATA,
BUSINESS INTERRUPTION, LOSS OF CAPITAL, OR FOR
SPECIAL, INDIRECT, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR
PUNITIVE DAMAGES HOWEVER CAUSED AND REGARDLESS OF
THE THEORY OF LIABILITY OR WHETHER ARISING OUT OF THE
USE OF OR INABILITYTO USE SOFTWARE OR OTHERWISE AND
EVEN IF VIDYO OR ITS SUPPLIERS OR LICENSORS HAVE BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. In no event
shall Vidyo's or its suppliers' or licensors' liability to Customer,
whether in contract, tort (including negligence), breach of
warranty,or otherwise, exceed the price paid by Customer for the
Software that gave rise to the claim or if the Software is part of
another Vidyo Product, the price paid for such other Vidyo Product.
BECAUSE SOME STATES OR JURISDICTIONS DO NOT ALLOW
LIMITATION OR EXCLUSION OF CONSEQUENTIAL OR
INCIDENTAL DAMAGES, THE ABOVE LIMITATION MAY NOT
APPLY TO YOU.
Customer agrees that the limitations of liability and disclaimers set
forth herein will apply regardless of whether Customer has accepted
the Software or any other product or service delivered by Vidyo.
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United States Government Restricted Rights. ソフトウェアおよび文
書は、権利を限定して提供され、米国の連邦調達規則(FAR)(48
C.F.R.) 2.101およびFAR 12.212で定義および使用されている用語
「市販品(commercial item)」に該当し、「商用コンピュータソフトウェ
ア(commercial computer software)」および「コンピュータソフトウェ
ア文書(computer software documentation)」で構成されています。
合衆国政府による使用、複製、または開示は、DFARS 252.2277013の「技術データおよびコンピュータソフトウェアの権利」条項の
サブパラグラフ(c)(f)(ii)、または48 C.F.R. S:52.227-19の「商用コン
ピュータソフトウェア限定権利」のサブパラグラフc) (1)および(2)に
規定した限定内容が適用できる場合、それに従います。
エンドユーザーライセンスに適用される一般条項
限定保証表明および免責。 本契約に示す救済がその本質的な目
的を達成できないかどうかにかかわらず、どのように生じたかおよ
び責任の法理にかかわらず、ソフトウェアの使用または使用できな
いことに起因するかどうかにかかわらず、Vidyoまたはそのサプライ
ヤまたはライセンサが当該損失の可能性に関して助言を受けた場
合でも、いかなる場合もVidyoまたはそのサプライヤはいかなる逸
失収益、利益、またはデータの損失または破壊、営業の中断、資本
の喪失、または特殊、間接的、結果的、偶発的、またな懲罰的損害
も負いません。 いかなる場合も、契約または不法行為(過失を含む)、
保証違反、またはその他にかかわらず、お客様に対するVidyoまた
はそのサプライやまたはライセンサの責任は、申し立てを引き起こ
したソフトウェアに対してお客様が支払った価格、またはソフトウェ
アが他のVidyo製品の一部である場合はその他のVidyo製品に対し
て支払った価格を超えることはありません。 州または管轄区域に
よっては結果的または偶発的損害の制限または排除が許可されな
いため、前述の制限は適用されない場合があります。
お客様は、本書に前述の責任の限定と免責はお客様がソフトウェ
アまたはVidyoが提供する他の製品またはサービスを受け入れた
かどうかにかかわらず適用されることに合意します。 お客様は、
Vidyoが本書に前述の保証免責条項および限定責任に頼って、エ
ンドユーザーおよびVidyo認定再販業者への価格を設定し本契約
を締結したこと、同事項は契約当事者間のリスク分担(契約の救済
事項がその本質的目的を達成できないリスクおよび間接損害を生
じるリスクを含む)に反映されること、および同事項が契約当事者間
の取引の本質的基盤を構成することを認め、合意します。 本契約
の正当性、解釈および履行は、法の規則または原理の選択または
適用にかかわらず、合衆国ニュージャージー州の法律に準拠し同
法に従って解釈されるものとします。 本契約から生じる全ての紛争
の排他的裁判地は、アメリカ合衆国ニュージャージー州の管轄裁
判所内にあるものとします。 国際物品売買に関する国連条約は適
用されません。 本契約の一部が無効または実施不能であることが
分かった場合、本契約の残りの条項は有効に存続するものとしま
す。 本契約に明示的に示されない限り、本契約は本契約の条項お
よび文書に関する契約当事者間の完全合意をなし、注文書または
その他の場所に含まれるすべての矛盾する条項または追加条項
に優先し、それら全ての条項は除外されます。 本契約は英語で作
成され、契約当事者は英語バージョンが支配します。
侵害の賠償
(a) Vidyoは、ソフトウェアまたは製品が、本契約に基づき供与され
たライセンスの範囲内で使用された場合に、合衆国、欧州連合、イ
ギリス連邦の登録特許または著作権を直接侵害するという申し立
てに基づいてお客様に対して起こされたすべての訴訟に対して、自
らの経費負担で、お客様を弁護し和解します。ただし、
(i) お客様はVidyoに対し、直ちにこのような申し立てを書面で通知
するものとします。
(ii) お客様はVidyoの事前の書面による同意なしに、申し立てに対し
和解または妥協を行わないものとします。
(iii) Vidyoはこのような訴訟および和解交渉を単独で管理するもの
とします。
(iv) お客様はVidyoの要求に応じて、このような申し立ての和解また
は弁護に必要な情報と支援をVidyoに提供するものとします。
Vidyoは、このような申し立てに起因してお客様に最終的に裁定さ
れたすべての損害および費用を支払うことに合意します。 前記は、
製品または本契約に基づきVidyoが提供するその他の物品による
知的財産権の侵害に関する、Vidyoの唯一の責任おおよびお客様
の排他的救済です。

Customer acknowledges and agrees that Vidyo has set its prices to
end users and to Vidyo’s authorized resellers and entered into this
Agreement in reliance upon the disclaimers of warranty and the
limitations of liability set forth herein, that the same reflect an
allocation of risk between the parties (including the risk that a
contract remedy may fail of its essential purpose and cause
consequential loss), and that the same form an essential basis of
the bargain between the parties. The validity, construction and
performance of this Agreement shall be governed by and construed
in accordance with the laws of the State of New Jersey, United
States, without reference to or application of choice of law rules or
principles. The exclusive venue for any dispute arising under this
Agreement shall be within the competent courts in the State of
New Jersey, USA. The United Nations Convention on the
International Sale of Goods shall not apply. If any portion hereof is
found to be void or unenforceable, the remaining provisions of the
Agreement shall remain in full force and effect. Except as expressly
provided herein, this Agreement constitutes the entire agreement
between the parties with respect to the terms herein and
Documentation and supersedes any conflicting or additional terms
contained in any purchase order or elsewhere, all of which terms
are excluded. This Agreement has been written in the English
language, and the parties agree that the English version will govern.
Infringement Indemnification.(a) Vidyo will defend or settle, at its
expense, any action brought against Customer based upon the claim
that the Software or Product, if used within the scope of the
License granted under this Agreement, directly infringe a registered
United States, European Union or Commonwealth patent or
copyright; provided, however, that: (i) Customer shall notify Vidyo
promptly in writing of any such claim; (ii) Customer shall not enter
into any settlement or compromise any claim without Vidyo's prior
written consent; (iii) Vidyo shall have sole control of any such
action and settlement negotiations; and (iv) Customer shall provide
Vidyo with information and assistance, at Vidyo's request,
necessary to settle or defend such claim. Vidyo agrees to pay all
damages and costs finally awarded against Customer attributable to
such claim. The foregoing states the sole liability of Vidyo and the
exclusive remedy of Customer for any infringement of intellectual
property rights by the Product or any other items provided by Vidyo
hereunder.(b) If the Product or Software becomes, or in the opinion
of Vidyo may become, the subject of a claim of infringement of any
third party right, Vidyo may, at its option and in its discretion: (i)
procure for Customer the right to use the Product free of any
liability; (ii) replace or modify the Product to make it non-infringing;
or (iii) repurchase the applicable licenses or Products. (c) Customer
will defend or settle, at its expense, any action brought against
Vidyo based upon the claim that any modifications to the Product
or combination of the Product with products infringes or violates
any third party right; provided, however, that: (i) Vidyo shall notify
Customer promptly in writing of any such claim; (ii) Vidyo shall not
enter into any settlement or compromise any such claim without
Customer's prior written consent; iii) Customer shall have sole
control of any such action and settlement negotiations; and (iv)
Vidyo shall provide Customer with information and assistance, at
Customer's request and expense, necessary to settle or defend
such claim. Customer agrees to pay all damages and costs finally
awarded against Vidyo attributable to such claim.(d)
Notwithstanding Subsection (a) above, Vidyo assumes no liability
hereunder for, and shall have no obligation to defend Customer or
to pay costs, damages or attorney's fees for, any claim based upon
any modifications to the Product not provided by Vidyo or
combination of the Product with other products

(b) 製品またはソフトウェアが、第三者の権利侵害の申し立ての対
象になった場合、またはなる可能性があるとVidyoがみなす場合、
Vidyoは独自の判断と裁量により、
(i) お客様のために、いかなる責任も負わずに製品を使用する権利
を調達、
(ii) 製品が侵害のないように交換または修正、または
(iii) 該当するライセンスまたは製品を再購入するものとします。
(c) お客様は、製品の変更または製品と他の製品との組み合わせ
にが第三者の権利を侵害するという申し立てに基づく、Vidyoに対し
て行われる訴訟を、お客様の費用負担で弁護し和解します。ただし、
(i) Vidyoはお客様に対し、直ちにこのような申し立てを書面で通知
するものとします。
(ii) Vidyoはお客様の事前の書面による同意なしに、申し立てに対し
和解または妥協を行わないものとします。
(iii) お客様はこのような訴訟および和解交渉を単独で管理するもの
とします。
(iv) Vidyoはお客様の要求に応じて、このような申し立ての和解また
は弁護に必要な情報と支援をお客様の費用負担でお客様に提供
するものとします。 お客様は、このような申し立てに起因してVidyo
に最終的に裁定されたすべての損害および費用を支払うことに合
意します。
(d) 前記セクション(a)にかかわらず、VidyoはVidyoが提供していな
い製品の修正または製品と他の製品との組み合わせに基づく申し
立てに対し、本契約に基づく一切の責任を負わず、お客様の弁護
または費用、損害賠償、または弁護士費用の支払いの義務も負わ
ないものとします。

（おことわり：日本語による規約はお客様の参考のためのものであり、英語によるものが正文となっておりますので御注意下さい。）

