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マネージドクラウドサービス - V シリーズ 

 

2018年 11月 9日 

「マネージドクラウドサービス - V シリーズ」（「本サービス」）は、エクイニクスが顧客に対し、本書を含む本契約に定める

条件で、専用物理サーバ単位でサーバ、ネットワーク機器およびストレージ等のハードウェアならびに仮想化ソフトウェアを

提供するサービスです。本サービスには、「サーバオンデマンド NEXT」を含む場合があります。 

1. 目的 

本書は、本サービスの提供にあたり、本契約記載の条件に加えて適用される契約条件を定めるものです。 

 

2. 定義 

a. 本書において特に定める場合を除き、本書において用いる用語の定義は、本契約中の他所に定めるところに従います。 

b. 本書において使用する用語の定義は次表の定めるとおりとします。 

 

用語 定義 

物理サーバ等 本サービスを提供するためにエクイニクスが所有または管理するサーバおよびネットワーク機器の総称をいいます。 

仮想サーバ等 エクイニクスが顧客に本サービスとして提供する物理サーバ等の内部に設定された領域および情報の総称をいいます。 

仮想マシン 仮想化ソフトウェア上に構成された仮想ハードウェアのセットのことをいいます。 

ゲスト OS 仮想マシン上で動作する OS のことをいいます。 

データストア 仮想マシン、スナップショット等のデータを格納する領域のことをいいます。 

物理サーバ 物理の x86 サーバのことをいいます。 

HA High Availability の略称で、vSphere に障害が発生した時に、vSphere で稼働していた仮想マシンから他の vSphere に

仮想マシンを移動する機能のことをいいます。 

IPMI リアルサーバに搭載された統合管理モジュールのことをいいます。 

障害時間 第 5条第 b項の定める障害の発生時刻から復旧時刻までの時間をいいます。 

 

3. サービスの提供条件 

a. 顧客は、善良なる管理者の注意をもって仮想サーバ等を管理するものとします。 

b. 顧客は、物理サーバ等に強制執行その他の法律上または事実上の処分が行われないよう仮想サーバ等を管理するものとします。 

c. 前項に規定する処分が行われ、または行われる恐れが生じた場合には、顧客はただちにエクイニクスに連絡し、かつ、顧客の負担において当該事態の解決

を図るものとします。この場合において、エクイニクスが当該事態の解決を図るために措置をとるときは、顧客は、エクイニクスに無償で協力し、かつ、エクイニク

スが要した費用を負担するものとします。 

d. 仮想サーバ等に故障、毀損、不具合その他の事故が生じた場合には、顧客は、すみやかにエクイニクスに連絡し、かつ、顧客の負担においてエクイニクスの

指示のもとで必要な措置を講ずるものとします。 

e. 仮想サーバ等の故障、毀損、不具合その他の事故に起因してエクイニクスまたは他の顧客その他の第三者に損害が生じた場合には、顧客は、その損害

（物理サーバ等の代替機器の購入費を含みますが、これに限られないものとします。）を賠償する責任を負うものとします。 

f. 顧客は本サービスの利用にあたり、コンピュータウイルスや DDoS 攻撃等のセキュリティインシデントを生じさせないよう合理的な注意を尽くすこととします。この

義務を怠りエクイニクスに損害が生じた場合には顧客が賠償の責任を負うこととします。また、エクイニクスに損害が生じる可能性が高いとエクイニクスが判断

した場合には、エクイニクスは、強制的に本サービスを停止する場合があります。 

g. 顧客は、本サービス利用のための ID およびパスワードを顧客の責任をもって適切に管理し、漏洩・紛失等しないよう最善の注意を尽くすこととし、これらの

ID およびパスワードを第三者に使用させ、または、売買、譲渡もしくは貸与してはならないものとします。この義務を怠りエクイニクスに損害が生じた場合には

顧客が賠償の責任を負うこととします。 

h. 別途合意がある場合、エクイニクスは顧客に対し、ゲスト OS としてインストールするWindows Server の SPLA ライセンスを提供するものとします。その場

合、顧客は別紙 1「Microsoft エンドユーザーライセンス条項」記載の条件にも拘束されるものとします。 
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i. 責任分界については以下のとおりとします。 

i サービス共通基盤 

エクイニクスは、サーバ、ネットワーク機器やストレージ等構成ハードウェアおよび、仮想化ソフトウェア等のサービス共通基盤（「サービス共通基盤」）

の管理者権限を保有します。別途エクイニクスが指定する一部の機能を除き、顧客に、その権限を提供することはありません。なお、サービス共通基

盤システムのサーバ、ネットワーク機器やストレージ等は、２重化または N+1 の冗長化構成により構築しています。データバックアップは、別途合意し

ない限り、顧客にて実施するものとします。本サービスはベストエフォート型サービスであり、ネットワーク、ストレージの最低通信速度を保証するものでは

ありません。 

ii ゲスト OS 

ゲスト OS の種類は、CentOS またはWindows Server となります。ゲスト OS は顧客の責任において管理するものとします。 

iii リアルサーバ 

本サービスの一部としてリアルサーバを提供している場合には、エクイニクスは、顧客が予め指定した情報に基づき専用物理サーバの初期設定を行い

ます。専用物理サーバ上の OS は、別途合意しない限り、顧客にてインストールするものとします。顧客にリモートメンテナンス機能（IPMI）の操作

権限を付与するため、専用物理サーバの管理ができます。リアルサーバは、HA等の冗長化を行っていません。ハードディスクのデータバックアップは顧客

の責任において実施するものとします。 

j. 保守運用については、以下のとおりとします。 

i サービス共通基盤 

エクイニクスは、以下のサービス共通基盤の運用保守を行います。 

 

ハードウェア保守 エクイニクスは、ハードウェアの障害管理および、障害発生時に復旧対応を行います。 

標準監視 エクイニクスは、サービス共通基盤システムの各機器に対して、常時監視を行います。監視において、異常が検出され

た場合は、復旧措置を行います。 

パッチ適用 エクイニクスが適切な運用をする上で必要と判断した場合、エクイニクスはサービス共通基盤となる仮想化ソフトウェアま

たは OS、アプリケーション、ネットワーク機器に対しパッチを適用します。 

 

ii ゲスト OS 

エクイニクスは、ゲスト OS に対して以下の運用保守を行います。ゲスト OS に対するパッチ適用を含むその他各種保守作業は顧客にて実施するも

のとします。 

 

ゲスト OS監視 顧客から要請がある場合には、エクイニクスは、ゲスト OS に対して、仮想化ソフトウェアの機能を利用して死活監視を

行います。ハートビート監視にて異常を検知した場合、エクイニクスは、予め顧客が指定したメールアドレスに宛ててアラ

ートメールを送信します。 

顧客は、上記監視を希望する場合には、ゲスト OS へ専用管理ツール(VMware Tools)を自らインストールし、また

はエクイニクスがこれをインストールするにあたり必要な協力を行なうものとします。エクイニクスがゲスト OS を作成した場

合は、エクイニクスが予め VMware Tools をインストールします。顧客がゲスト OS を作成した、もしくはカーネルをバー

ジョンアップした場合は、顧客が VMware Toolsのインストールを行うものとします。 

ゲスト OS再起動 エクイニクスは、顧客のゲスト OS に障害等がおこった場合、顧客の指示に基づきゲスト OS の再起動を行います。以

上にかかわらず、顧客自身がゲスト OS の再起動を行うこともできるものとします。 

HA機能 

(VMware HA) 

エクイニクスは、各仮想マシンに対し、仮想化ソフトウェアの HA（High Availability）機能を提供することで、サーバ

の物理的な障害またはソフトウェア的な要因による障害により専用物理サーバが停止した場合には、自動的に待機系

物理サーバにて、仮想マシンを起動し直します。なお、本機能が発動した場合は、上欄記載のいずれかの方法により

ゲスト OS の再起動をするものとします。 

待機系物理サーバは、複数の顧客共通の予備機(「共通予備機」)となりますので、vSphereClient でのアクセスお

よび操作はできません。共通予備機から代替機への交換は、vMotion 作業となり、障害発生の翌営業日にエクイニ

クスが実施します。 

ライブマイグレーション

機能 

(vMotion) 

エクイニクスは、ハードウェア故障等により専用物理サーバに何らかの異常が発生した場合には、他の専用物理サーバ

に仮想マシンを移行します。この際、仮想化ソフトウェアの機能により、仮想マシンは無停止で移行します（ライブマイ

グレーション）。  
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iii リアルサーバ 

本サービスの一部としてリアルサーバを提供している場合には、エクイニクスは、対象の専用物理サーバに対して、以下のハードウェアの運用保守を行

います。 

 

ハードウェア保守 エクイニクスは、専用物理サーバのハードウェアに障害が起こった場合、予備のサーバハードウェアに交換を行い、初期

状態（顧客に最初に引き渡した状態）に復旧します。 

別途合意しない限り、初期状態は、OS未インストールの状態となります。 

ハードウェア監視 エクイニクスは、IPMI の機能を利用してサーバハードウェア障害監視（Power Unit, CPU, Memory, HDD）を行

います。障害を検知した場合は顧客にメールまたは電話にて通知します。 

エクイニクスは、別途合意しない限り、OS、アプリケーションに対する監視は行わないものとします。 

 

k. 顧客は、エクイニクスがメンテナンスサービスの機能追加・修正、設備の拡張や脆弱性対策等を目的として停止を伴うメンテナンスを実施する場合があること

を予め承諾する。この場合、エクイニクスは顧客に対し、本サービスの利用に影響のあるメンテナンスを行う場合は 1 ヶ月前までに、影響のないメンテナンスを

行う場合は 2週間前までに、予め登録された連絡先にメールにて通知します。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。 

 

4. サービス終了時の措置 

a. 顧客は、本サービスの利用を終了する日までに、自己の責任において次に掲げる措置を講じなければならないものとします。 

i 作成した仮想マシンやテンプレートを削除し、かつ、保存したデータを消去すること。 

ii 前号に掲げるもののほか、本サービスの利用開始時と同一の状態とすること。 

b. 顧客が前項各号に掲げる措置を講じなかったことによって顧客に損害が発生した場合には、エクイニクスはその損害について一切責任を負わないものとしま

す。 

c. 顧客が本サービスの利用を終了する日までに第 a項各号記載の措置を講じなかった場合には、エクイニクスは、顧客の費用負担において次に掲げる措置を

講ずることができるものとします。 

i 第 a項各号に掲げる措置 

ii 前号に掲げるもののほか、エクイニクスが必要と判断する措置 

d. エクイニクスは、前項各号に掲げる措置を講じたことによって顧客が損害を被ったとしても、その損害を賠償する責任を負わないものとします。また、エクイニク

スは、前項各号に掲げる措置を講じたことによって顧客と第三者との間で紛争が発生したとしても、その紛争を解決する責任を負わないものとし、顧客は、

万一、これによりエクイニクスが損害を被った場合にはこれを補償するものとします。 

e. エクイニクスは、第 c項各号に掲げる措置を講ずるために要する費用を予め顧客に請求することができるものとします。 

 

5. SLA 

a. 本第 5条において「SLA対象サービス」とは、次に掲げるサービスをいいます。 

i 本サービス 

ii 本サービスに附随するディスク追加オプション 

iii 本サービスに附随するインターネットベーシックおよび帯域共用インターネット 

b. 本条において「障害」とは、次表左欄に規定する SLA対象サービスについて、同表右欄に規定する事象のいずれかの事象が発生していることをいいます。 

 

ＳＬＡ対象サービス 事象 

(1) 本サービス ・物理サーバ(等)の電源が入らない状態 

・物理サーバに全くアクセスできない状態 

(2) 本サービスに附随するディスク追加オプション ・ディスクに全くアクセスできない状態 

(3) 本サービスに附随するインターネットベーシック

および帯域共用インターネット 

・本表(1)または(2)に規定する事象のいずれかが発生すること 

 

c. エクイニクスは、顧客に対し、SLA対象サービスの稼働状況が常に正常であるよう必要な措置を講ずることに努めるものとします。 

d. エクイニクスは、顧客に対し、月間の稼働率が 99.99 ％以上であることを保証します（「SLA」）。月間の稼働率は、顧客が利用した個々の物理サーバ

単位でそれぞれ測定するものとし、計算方法は次のとおりとします。 
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月間の稼働率＝(月間の総稼働時間－月間の障害時間の合計)÷月間の総稼働時間×100 

月間の総稼働時間＝顧客が当月中に物理サーバを利用した日数×24 

 

e. 前項に規定する月間の稼働率は、SLA 対象サービスにおいて継続して発生した３分以上の障害であって次に掲げる場合に該当しないものを対象に測定

するものとします。 

i SLA対象サービスの利用不能状態が、フェイルオーバーに伴うサーバの再起動、ネットワーク機器の切替わり断等、SLA対象サービスの機能として生

じたものである場合 

ii SLA対象サービスにインストールされているドライバまたは OS上の不具合による場合 

iii 定期的または緊急の保守のために SLA対象サービスの提供を一時的に中断する場合 

iv 障害の原因が、提供施設等の不具合によらない場合 

v 障害が、次の (1) から (6) までのいずれかに掲げる事由に該当する場合 

(1) 仮想化ソフトウェアに不具合が発生した場合 

(2) VPN通信に不具合が発生した場合 

(3) セキュアネットワーク機能に不具合が発生した場合 

(4) コントロールパネルに不具合が発生した場合 

(5) 不特定または多数の第三者が、SLA対象サービスを攻撃し、SLA対象サービスの安定的な運営を妨害し、その他 SLA対象サービスに不具

合を発生させた場合 

(6) エクイニクスに何ら落ち度がなく、障害が不可避であった場合 

f. 月間の稼働率が 99.99％未満にとどまった場合には、エクイニクスは、顧客に対し、当月分の SLA 対象サービスの月額利用料金の 10 分の 1 の割合に

相当するクレジットを付与するものとします。 

g. 本条に定めるクレジットは、エクイニクスが SLA を達成しなかった場合に顧客に付与される唯一かつ排他的な救済手段とします。障害時間については、全て

エクイニクスによる確認を要するものとします。エクイニクスが承認したクレジットは、そのクレジットが承認された月の翌月の請求書に適用されるものとします。

障害時間は、顧客がエクイニクスに対して当該事象を通知した時点から、利用不能状態が解消されたことを確認した時点までとします。本来であればクレジ

ットの発生原因となったであろう事象が、天災、戦争もしくはテロ行為、労働者によるストライキその他の労働争議、火災、洪水、地震、地滑り、地盤の変

化、ハリケーン、台風、津波、火山の噴火その他の自然災害、騒乱もしくは暴動、司法、立法もしくは行政当局からの命令、所定の保守作業、 顧客の機

器、顧客もしくは顧客の代理人の作為ないし不作為、またはエクイニクスの合理的な支配を超えた作為ないし不作為のいずれかに起因して発生した場合、

あるいは、顧客にクレジットを受ける権利を生じさせる事由が解消されてから 7 日以内に、顧客がエクイニクスの適切な連絡先に宛てて書面によるクレジット

の請求を行わなかった場合には、顧客は、クレジットを受ける権利を有さないものとします。 

 

6. 適用排除 

a. 本サービスに GTCs が適用される場合において、その GTCs のフッタ記載のバージョンが 2018年 11月 9日（9 Nov 2018）より前の版である場合に

は、GTCs中、以下の各条項は、本サービスには適用しないものとします。 

i 第 3a条から第 3e条までの全部。ただし、第 3d条については、「同行者」に関する部分に限るものとします。 

ii 第 5a条の全部および第 5b条の全部。 

iii 第 6d条のうち、「IBX センターへのアクセスとそこからの顧客機器の持出し」に関する部分。 

iv 第 7a条の全部および第 7b条のうち「ライセンス・スペース」に関する部分。 

v 「グローバル契約条項別添 A エクイニクス・ライセンス・スペースおよびコロケーション・サービス説明書兼品質保証合意書」の全部。 

b. 本サービスに GTCs が適用される場合において、その GTCs のフッタ記載のバージョンが 2018年 11月 9日（9 Nov 2018）以降の版である場合に

は、GTCs中、以下の各条項は、本サービスには適用しないものとします。 

i 第 3条の全部。 

ii 第 5条の全部。 

iii 第 6d条のうち、「IBX センターへのアクセスとそこからのお客様機器の持出し」に関する部分。 

iv 第 7a条の全部および第 7b条のうち「ライセンス・スペース」に関する部分。 

v 第 9d条および第 9e条の全部。 

vi 「グローバル契約条項別添 A エクイニクス・コロケーション・サービス説明書兼品質保証合意書」の全部。 

 

7. 仮想 UTM マネージド FG-VM Liteおよびマネージドクラウド VPN with バリオセキュアに関する特則  
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a. エクイニクスが顧客に対して仮想 UTM マネージド FG-VM Lite またはマネージドクラウド VPN with バリオセキュア（「オプション・サービス」）を提供する場

合には、本条の条件を併せて適用します。 

b. 顧客は、オプション・サービスに関し、以下について予め同意します。 

i エクイニクスがオプション・サービスの提供を第三者（「サプライヤー」）に委託すること。 

ii オプション・サービスの提供時には、エクイニクスが指定するウェブページへの掲載その他の方法により別途提供するサプライヤーの契約条件（「サプライ

ヤー条件」と言い、サプライヤーにより適宜変更される場合があります。）が重畳的に適用されること。なお、矛盾や齟齬がある場合には、本書、サプ

ライヤー条件、本契約中の条項、の順に優先的に適用されるものとします。 

iii サプライヤーがサプライヤー条件に変更を加えた場合には、エクイニクスが本サービスに対し同様の変更を加えることができること。 

iv オプション・サービスに保守、障害対応、サポートその他のサプライヤーがエクイニクスに代わって実際の作業を実施する活動が含まれる場合には、顧客

とサプライヤーとの間で直接連絡や折衝を行う必要があり、エクイニクスがこれに介在しない場合があること。 

v サプライヤー条件中にエクイニクスに対して期間または期限を定めて義務の履行または権利の行使を求める条項がある場合には、合理的な期間を加

算して適用すること。 

c. サプライヤー条件を定めた書面中、役務提供者を指す部分については、本書との関係では全てエクイニクスを指すものとみなし、役務提供を受ける者を指す

部分については、本書との関係では全て顧客を指すものみなします。サプライヤー条件中に価格や支払に関する条項がある場合、それらはエクイニクスと顧

客との間には適用しないものとします。 
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別紙 1 Microsoft エンドユーザーライセンス条項 

 

マイクロソフト ソフトウェア製品の使用に関する注意事項 

本書は、マイクロソフトのソフトウェア製品の使用について規定したものです。マイクロソフトのソフトウェア製品とは、エクイニクス・ジャパン株式会社 (以下「本会社」と

いいます) から提供されたマイクロソフト製品であって、付随するソフトウェア、記録媒体、印刷物、および「オンライン」または電子文書を含むこともあります (以下それ

ぞれ、または総称して「本製品」といいます)。本会社は本製品を所有するものではなく、顧客は本製品を、本会社から顧客に通知される一定の権利および制限に

従って使用するものとします。顧客が本製品を使用する権利は、顧客が本会社との間に締結した契約書の条項に従い、かつ以下の条項を顧客が理解し、同意し、

遵守することを条件として許諾されますが、本会社は以下の条項を修正したり変更したりすることはできないものとします。 

 

1. 定義 

「クライアント ソフトウェア」とは、デバイスにインストールされ、デバイスから本製品にアクセスしまたは本製品を利用することができるようにするソフトウェアを意味しま

す。 

「デバイス」とは、エンド ユーザーが本製品を操作できるようにするソフトウェアをインストールすることができる、コンピューター、ワークステーション、ターミナル、ハンドヘル

ド PC、電話、パーソナル デジタル アシスタント (PDA)、スマートフォン、サーバまたはその他のハードウェアのそれぞれを意味します。 

「エンド ユーザー」とは、本会社から直接、またはソフトウェア サービス リセラーを通じて間接的にソフトウェア サービスを受ける個人または法人を意味します。 

「再頒布可能ソフトウェア」とは、下記の第 4 条 (「再頒布可能ソフトウェアの使用」) に記載されたソフトウェアを意味します。 

「ソフトウェア サービス」とは、直接または間接的に本製品を使用、表示、実行し、本製品にアクセスし、またはその他の方法で本製品の操作を行うために、本会社

が顧客に提供するサービスを意味します。本会社はかかるサービスを、本会社が料金を得るか否かにかかわらず、レンタル、サブスクリプションまたはサービス ベースで、

インターネット、電話ネットワークまたはプライベート ネットワークを介してデータ センターから提供しなければなりません。エンド ユーザーのデバイスに直接本製品をイン

ストールしてエンド ユーザーが本製品を操作できるようにするサービスは、本サービスには含まれません。 

 

2. 本製品の知的財産権 

本製品は、Microsoft Corporation (以下総称して「マイクロソフト」といいます) の関連会社から本会社にライセンスが許諾されるものです。マイクロソフトの製品

は、著作権およびその他の知的財産権関連法により保護されています。本製品および本製品の要素 (本製品に組み込まれた画像、写真、アニメーション、映像、

音声、音楽、テキスト、「アプレット」等を含みますが、これらに限定されません) に対する一切の知的財産権その他の権利は、マイクロソフトまたはそのサプライヤーに

帰属するものです。顧客は、本製品に含まれ、または付されている著作権、商標またはその他の知的財産権表示を削除、修正、または不明瞭にすることはできま

せん。本製品は、著作権法、国際著作権条約その他の知的財産権関連法および条約により保護されています。顧客が本製品を保有し、アクセスし、または使用

することによって、本製品に対する権利または知的財産権が顧客に譲渡されることはありません。 

 

3. クライアントソフトウェアの使用 

顧客は、顧客のデバイスにインストールされたクライアント ソフトウェアを、顧客と本会社との契約および本書の条項に従ってのみ、かつ、本会社から顧客に提供され

るソフトウェア サービスと共にのみ、使用することができます。本書の条項は、顧客によるクライアント ソフトウェアのインストールおよび使用中に電子的形式で表示さ

れるマイクロソフト使用許諾契約に恒久的に優先するものです。 

 

4. 再頒布可能ソフトウェアの使用 

本会社によって顧客に提供されるソフトウェア サービスに関連して、顧客は、「サンプル」、「再頒布可能」またはソフトウェア開発ソフトウェア コードおよびツールへのア

クセスが許諾される場合があります (以下個別に、または総称して「再頒布可能ソフトウェア」といいます)。顧客は、再頒布可能ソフトウェアを、顧客と本会社との

契約および本書の条項または顧客と本会社との契約に従ってのみ、使用、複製またはインストールすることができます。 

 

5. 複製 

顧客は本製品のコピーを作成することはできません。ただし顧客は、(a) 本会社の明示的な許可に従って特定のクライアント ソフトウェアのコピー 1 部をデバイスにイ

ンストールすることができ、また (b) 上記の第 4 条 (「再頒布可能ソフトウェアの使用」) に従って、一定の再頒布可能ソフトウェアのコピーを作成することができま

す。顧客は、本会社との契約が終了した場合、本会社による通知があった場合、または顧客がデバイスを他の個人または法人に譲渡した場合のうち、いずれか最

も早く到来した時点で、かかるクライアント ソフトウェアまたは再頒布可能ソフトウェアのすべてを消去または破棄しなければなりません。顧客は、本製品に付随するい

かなる印刷物も複製することはできません。 

 

6. リバース エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルの制限 

顧客は、本製品をリバース 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。ただし、かかる制限にかかわらず適用法令により明確に許容さ

れている限度においてはこの限りではありません。 
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7. レンタル 

顧客は、本製品をレンタル、リース、貸与したり、担保の対象としたり、第三者に直接的、間接的に譲渡または再頒布することはできず、第三者に対して本製品の

機能にアクセスさせたり、使用させたりすることはできません。 

 

8. 契約解除 

顧客が本書の条項に違反した場合、本会社は、他の権利を害することなく、本製品を使用する顧客の権利を解除することができます。本製品のライセンスを許諾

する顧客と本会社との契約、または本会社とマイクロソフトとの契約が解除された場合、顧客は、顧客と本会社との契約の解除後 30 日以内に本製品の使用を

中止し、本製品の複製物およびその構成部分をすべて廃棄しなければなりません。 

 

9. マイクロソフトによる保証、責任、または救済の不存在 

適用される法令により認められる範囲において、ソフトウェア サービスの利用に起因する直接損害、間接損害または結果的損害等のすべての損害について、マイク

ロソフトまたはそのサプライヤーは一切の責任を負いません。保証および賠償責任は、マイクロソフト、その関連会社または子会社ではなく、本会社によってのみ提供

されるものです。 

 

10. 製品サポート 

ソフトウェア サービスのサポートは本会社または本会社に代わる第三者から顧客に提供されるものであり、マイクロソフト、そのサプライヤー、関連会社または子会社

によって提供されるものではありません。 

 

11. 非フォールト トレラント 

本製品には、フォールト トレランス機能 (不具合に対して自動的に対応できる機能または性能) はなく、また、マイクロソフトは本製品にエラーがないことや動作が中

断されないことを保証していません。顧客は、本製品が機能しなかった場合に死亡、重大な人身傷害または重大な物損もしくは環境の破壊につながるような用途

または環境において本製品を使用 (「リスクの高い状況での使用」) してはなりません。 

 

12. 輸出規制 

本製品は、米国輸出管理規制の対象品です。貴社は、適用されるすべての法令 (米国輸出管理規則、国際武器取引規則、ならびに米国、日本国およびその

他の政府機関によるエンド ユーザー、エンド ユーザーによる使用、および輸出対象国に関する規制を含みます) を遵守しなければなりません。詳細については、

http://www.microsoft.com/exporting/ をご参照ください。 

 

13. 違反の責任 

顧客が本会社に対して負う一切の責任に加え、顧客はマイクロソフトに対しても、当該条項への違反について直接的な法的責任を負うことに同意するものとします。 

 

14. 情報開示 

顧客は本会社に対し、本会社の契約に基づいてマイクロソフトから要求された情報を開示することを認めなければなりません。マイクロソフトは、顧客の遵守状況を

確認するために、顧客と本会社との契約の規定を執行する権利を有する、顧客の契約の第三者受益者です。 

 


