
ソフトウェア使用許諾契約 - Infragistics Ultimate ツールセット内の製品が対象となっており、ASP.NET、Windows 

Forms、WPF、Silverlight、jQuery (IgniteUI)、Reporting、Windows Phone、iOS (NucliOS)、Windows 

UI および Android (IguanaUI) が含まれます。このソフトウェア使用許諾契約は、SharePoint、SharePlus、

ReportPlus、Indigo Studio、Icons またはオートメーション テスティング製品を対象としていません。 

(2013 年) 

[同意] ラジオ ボタンにチェックを入れ、[次へ] ボタンをクリックする前に、この使用許諾契約 (以下「使用許諾」と称す

る) をお読みください。本使用許諾は、インフラジスティックスとお客様の間の法的契約であり、[同意]ラジオ ボタンにチ

ェックを入れ [次へ] ボタンをクリックすることによって、または (以下に説明されているとおり) ソフトウェアのダウン

ロードによって、お客様は、以下に記載されている条項および条件をすべて読み、本使用許諾の条項および条件をすべて理

解し、本使用許諾の条項および条件によって拘束されることに承諾されたものとします。お客様が、企業またはその他の団

体のために本契約を締結する場合、お客様は、お客様がその企業 (またはその他の団体) の従業員または代理人であること、

および、お客様がその企業 (またはその他の団体) のために、本使用許諾を締結する権限を持っていることを表明します。   

警告-------------------   

インフラジスティックスは、お客様が本使用許諾に含まれている条項および条件のすべてに同意するという条件によっての

み、お客様にソフトウェアを使用許諾いたします。 

お客様が、本使用許諾の条項と条件に同意しない場合は、[キャンセル] ボタンをクリックする必要があります。[キャンセ

ル] ボタンをクリックすると、ダウンロードとインストール プロセスが終了し、お客様にはソフトウェアに対して支払った

使用許諾料が返却されます。本使用許諾の「発効日」は、お客様が [同意] ラジオ ボタンにチェックを入れ、[次へ] ボタ

ンをクリックする日付です。 

I. 所有権および使用許諾 

A. 当事者間では、インフラジスティックスが、コンピュータ ソフトウェアと関連媒体および、標準トレーニング、コンピ

ュータが読み取り可能な形式またはインフラジスティック ウェブサイトでオンラインで頒布されるユーザー/リファレンス 

マニュアルのような関連文書を含む資料 (「ソフトウェア」と総称) と、ありとあらゆる特許、著作権、著作者人格権、商

標権、企業秘密、前述のものに具現化されるアプリケーションや登記を含めた、任意の法域で認められている任意のその他

の形式の知的財産権 (「知的財産権」と総称) に対する、すべての権利、権原、利益を所有します。本ソフトウェアは、イ

ンフラジスティックからお客様に使用許諾されるものであり、販売されるものではありません。黙示的な使用許諾はなく、

本使用許諾でお客様に明示的に付与されていない権利はすべてインフラジスティックスによって留保されます。インフラジ

スティックによって、またはインフラジスティックのために行われ、本ソフトウェアの一部としてお客様に提供される、ま

たはお客様が利用できるようにする、すべての訂正、バグ修正、改善、更新、追加、または新しいリリース (「更新」と総

称) は、すべての適用可能な知的財産権と一緒に、インフラジスティックによって所有されますが、本契約でお客様に認め

られている使用許諾の目的のために、本ソフトウェアの一部として含まれます。 

B. インフラジスティックスは、ここに、本使用許諾の II 項で許可されているとおりのオブジェクト コード形式、または

本使用許諾の II 項と IV 項に従ったソース コード形式で、本ソフトウェアを入手、使用、コピー、および修正するための

非排他的、譲渡不可能、サブライセンス不能、取り消し可能で限定された使用許諾をお客様に付与し、お客様はこれを受け



入れるものとします。 

II. 試用ライセンスおよび許可された使用 

A. お客様は、本使用許諾にすべて従って、いずれの場合も本ソフトウェアを評価する目的のために内部的に、製品デモ、試

用、およびデザイン タイムの評価の表示、製品ツアーの実行という限定された目的のみに、試用/開発者版の本ソフトウェ

アを、インストール、コピー、使用できます。すべての試用/開発者版のソフトウェアは、本使用許諾の権利、要件、義務の

対象になります。   

B. 本ソフトウェアは、その当時の開発者ごとの使用許諾料の支払いに基づき、登録開発者ごとの完全使用に対して使用許諾

されます。その時、本ソフトウェアの使用が、使用許諾料が支払われている登録開発者に限定されている限り、本ソフトウ

ェアは、複数のコンピュータまたはネットワーク サーバーにインストールして使用できます。  

C. 試用ライセンスおよびフル ライセンスの両方の目的では、ソフトウェアは、コンピュータの一時的なメモリ (例えば、

RAM) に読込まれ、または永続的なメモリ (例えば、ハードディスク、CD-ROM またはその他の保存装置) にインストー

ルされた場合に、当該コンピュータで「使用」されています。ただし、1 台または複数台のコンピュータへの内部頒布のみ

を目的として、ネットワーク サーバーにインストールする場合、本ソフトウェアが頒布される各コンピュータに対して個別

のライセンスを持っている場合には、個別のライセンスが必要となる「使用」とはみなされません。 

D. 本ソフトウェアの一部として含まれているか利用可能になっている文書に関してだけは、お客様は、複製 (ハードコピー

または電子媒体) できます。但し、当該複製は、本契約におけるお客様の権利の行使に必要な場合のみ、内部的目的のため

に使用され、任意の第三者に再公開または頒布されません。   

E. 本ソフトウェアまたは、お客様またはお客様の登録開発者によって作成された付属の/利用可能な文書の全コピーは、原

書に表示されているのと同じ形式および位置に、インフラジスティックの著作権、商標、サービスマーク、その他の所有権

表示を含むものとします。 

III. 禁止された使用 

A. お客様、または、お客様の登録開発者は誰であろうと、インフラジスティックの事前の書面による許可がなければ、以下

を行ってはいけません。 

 逆アセンブル、逆コンパイル、またはロック解除、デコード、その他の逆変換、リバース エンジニアリング、

または、ソース コードを何とか再構築または発見しようとすること、またはオブジェクト コード形式

だけで提供されたソフトウェアの基礎となっているアルゴリズムを何とか再構築または発見しようとす

ること、または、IV 項で明示的に許可されている場合を除き、本ソフトウェアの二次的著作物の作成。 

 

 本ソフトウェアのコピー、および本ライセンスで許可されているドキュメントを除く添付のドキュメントの使

用、コピー、変更、または結合。 

 

 本ソフトウェアの譲渡、貸与、リース、またはサブライセンス。 

 

 フォーム デザイナ ホスト (System.ComponentModel.Design.DesignSurface、



System.ComponentModel.Design.IDesignerHost および 

System.ComponentModel.Design.DocumentDesigner との関連でのソフトウェアの使用を含む) 

との関連でのランタイムの本ソフトウェアの頒布。 

 

 一度に複数のユーザーが使用するために本ソフトウェアを構成するコンピュータ ソフトウェア プログラムの

分割。または 

 

 アプリケーション AppStylist for Windows Forms または AppStylist for ASP.NET の頒布。 

 

IV. ソース コード 

A. お客様が、本ソフトウェアのソース コード (以下「ソース コード」) に対する使用許諾権を購入している場合、お客様

またはお客様の登録開発者は、ソース コードの入手、使用、コピー、および修正するための非排他的、譲渡不可能、サブラ

イセンス不能、取り消し可能、および限定された使用許諾が認められるものとし、ここに認められます。それには、本 IV 項

の条件に従って、当該ソース コードを利用するソフトウェアやソースコードに修正、改善、二次的著作物、および/または

拡張 (「修正」と総称) を行うことができる権利が含まれます。お客様またはお客様の組織/会社が、任意のソース コード

の使用を許諾する場合、お客様の組織/会社によってまたはお客様の開発者のために保持されている関連ソフトウェア製品に

対する任意またはすべての追加の使用許諾は、それぞれのソース コードに対する権利を含めなければなりません (そしてそ

の権利に対するそれぞれの手数料をすべて支払わなければなりません)。 

B. インフラジスティックスはソース コードを使って開発されたアプリケーション、フレームワークまたはコンポーネント

の所有権を主張しませんが、お客様またはお客様の開発者が、独立にまたはインフラジスティックスと共同で、ソフトウェ

アまたはソース コードに何かしらの修正を設計、開発または作成する場合、当該修正やそれに関連したすべての知的財産権

は、インフラジスティックスの排他的な財産となります。ただし、お客様は本使用許諾に定められている条件の下で、当該

修正を使用する権利はあります。お客様とお客様の開発者は、すべての当該知的財産権を含むがそれらに限定されない当該

修正に対するすべての権利、権原および利益の所有権をインフラジスティックに譲渡することに同意し、ここに譲渡します。

インフラジスティックは、本使用許諾の下で認められている権利を除き、お客様に対し、いかなる種類の義務を負うことな

く、自己名義で同一のものを確保し保持する権利を持つものとします。お客様はまた、お客様に費用負担をかけずに、イン

フラジスティックスの費用負担で、当該修正をインフラジスティックスが世界中で取得および確保可能にするため必要また

は望ましいとインフラジスティックスが判断するすべての文書を、作成、承認および交付し、すべての事項を行うことに同

意し、お客様の開発者に保証するものとします。お客様は、上記のすべての義務を満たすために、お客様の従業員、コンサ

ルタント、または代理人のすべての必要な権利と義務を保護することに同意します。お客様は、当該修正に対するいかなる

権利、権原、利益またはライセンスも、第三者に対して明示的または黙示的に付与しません。 

C. お客様は、ソース コード、またはソフトウェアやソース コードへのいかなる修正も、ソース コードの形態で頒布でき

ません。 

D. いかなる場合も、ソース コードのいかなる部分も、インフラジスティックスの明示的な事前の書面による同意なしに、

第三者に頒布、開示または入手させることはできません。 

E. いかなる場合も、インフラジスティックスの製品と同一または実質的に同一な機能性を提供する製品を作成するための基



礎として、ソース コードの全部または一部を使用することはできません。お客様は、インフラジスティックスが自己のソフ

トウェアまたはその修正、改善、二次的著作物および拡張の独自開発、販売、移転、使用許諾または使用を制限する行動を

行い、そのような行動を行う他の者を援助または助力しません。 

F. お客様は、ソース コードが現状のままで使用許諾されたのであり、インフラジスティックスがソース コードをサポート

する技術を提供するのでものではないことを理解し、承認します。 

V. 再頒布可能なコンポーネント 

A. I 項および II 項で付与されている使用許諾および権利に加えて、インフラジスティックスはお客様に対して、電子フォ

ーマットの本ソフトウェアのプレセンテーション層フレームワーク (総称して「PLF」) を使用する権利を与えます。但し、

以下を条件とします。 

 お客様は、それがインフラジスティックス製品と同一または実質的に同一の機能性を提供する製品の作成の基

礎とならない限り、お客様の独自のコンポーネントを作成するために PLF を使用できます。 

 

 お客様またはお客様のいずれかの開発者が、独立にまたはインフラジスティックスと共同で、PDF への任意の

修正を設計、開発または作成した場合、当該修正ならびにそれに関連したすべての知的財産権は、イン

フラジスティックスの排他的な財産となります。 

 

ただし、お客様は本使用許諾に定められている条件の下で、当該修正を使用する権利はあります。お客様とお客様の開発者

は、すべての当該知的財産権を含むがそれらに限定されない、PLF への当該修正に対するすべての権利、権原および利益の

所有権をインフラジスティックに譲渡することに同意し、ここに譲渡します。インフラジスティックは、本使用許諾の下で

認められている権利を除き、お客様に対するいかなる種類の義務を負うことなく、自己名義で同一のものを確保し保持する

権利を持つものとします。お客様はまた、お客様に費用負担をかけずに、インフラジスティックスの費用負担で、当該修正

をインフラジスティックスが世界中で取得および確保可能にするため必要または望ましいとインフラジスティックスが判断

するすべての文書を、作成、承認および交付し、すべての事項を行うことに同意し、お客様の開発者に保証するものとしま

す。お客様は、上記のすべての義務を満たすために、お客様の従業員、コンサルタント、または代理人のすべての必要な権

利と義務を保護することに同意します。お客様は、当該修正に対するいかなる権利、権原、利益またはライセンスも、第三

者に対して明示的または黙示的に付与しません。 

B. I 項および II 項で付与されている使用許諾および権利に加えて、インフラジスティックはお客様に対して、(1) VBX お

よび/または OCX コントロールおよび/または DLL コントロールおよび/またはクラス ファイルおよび/またはジャー フ

ァイル、(2) 再頒布可能な DLL (総称して「再頒布物」) として文書の中で特定されたソフトウェアの部分を、オブジェク

ト コード形式で、複製および頒布する非排他的な無償の、取り消し可能で限定された使用許諾権を与えます。但し、以下を

条件とします。 

 

 お客様は、重要かつ主要な機能性を追加したお客様のソフトウェア アプリケーション製品に関してまたはその

一部としてのみ、オブジェクト コード形式の再頒布物を頒布します。 

 

 お客様は、お客様のソフトウェア アプリケーション製品を販売するために、インフラジスティックスの名称、

ロゴまたは商標を使用しません。 



 

C. V 項に定められているその他の要件に加えて、(1) 本ソフトウェアのお客様の使用と、お客様の従業員、コンサルタント、

代理人による使用、(2) お客様またはお客様の従業員、コンサルタント、代理人による本使用許諾の条件の違反、および (3) 

お客様のいずれかのソフトウェア アプリケーション製品またはコンポーネントの使用および頒布から、直接または間接的に

生じる、請求、訴訟、訴訟手続きまたは申立に起因するすべての責任、損害、損失、費用 (適切な弁護士費用を含む) を補

償し、インフラジスティックを免責および弁護することについて、お客様はここに同意します。 

VI. アメリカ合衆国輸出規則 

アメリカ合衆国の法律では、インフラジスティックスとそのライセンシーおよびリセラーがが特定の国に、または特定の国

のサポート顧客またはリセラーに商品を輸出することを禁止しています。輸出規制に関する特定の質問については、産業安

全保障局の Web サイト (<http://www.bis.doc.gov>) を参照してください。 

ソフトウェアおよびそれの基礎となっている情報や技術は、(1) キューバ、イラク、リビア、北朝鮮、イラン、シリア、米

国が通商を禁止しているその他の国 (またはそこの国民や居住者) に、または (2) 米国財務省の特別指定国民 (Specially 

Designated Nationals) のリスト、またたは、米国商務省の拒否命令書 (Table of Deny Orders) に記載されている人物

に、ダウンロードや輸出や再輸出されることを許可しないものとします。ソフトウェアのダウンロードや使用によって、お

客様は上記に同意し、お客様は、当該国または当該リストには配置されていないこと、当該国または当該リストの管理下に

ないこと、当該国または当該リストの国民や居住者でないことを表明し、保証します。 

VII. OSM 地図データの使用。 

すべての OSM 地図データは、<http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/> に示されている Creative 

Commons Attribution 2.0 License ("CC-BY-SA 2.0 ライセンス") の条件の下での使用に対して使用許諾されます。ご

使用のアプリケーションに関連して OSM データを使用する前に、CC-BY-SA 2.0 ライセンスを注意深く読んで理解する必

要があります。  

VIII. アカデミック ライセンス資格要件 

インフラジスティックは、適格な教育機関または組織ならびに学究的なエンド ユーザーに、教育を目的としてインフラジス

ティック製品のアカデミック ライセンスを購入することができる資格を提供します。アカデミック バージョンのインフラ

ジスティックス製品は、商業目的に使用できません。プログラムおよび価格は事前の通知なく変更する場合があります。資

格要件については弊社までお問い合わせ下さい。また、インフラジスティックス教育プログラムについてのご質問は、弊社

のアドレス (Academics@infragistics.com) にお問い合わせ下さい。  

IX. 期間と終了 

A. 本使用許諾の期間は、発効日に開始し、本 IX 項に従って別途終了しない限り、永久に有効なままとします。 

B. お客様は本ソフトウェアのすべてのコピーを削除することによって、いつでも、本使用許諾を自発的に終了できます。イ

ンフラジスティックスのクレジット ポリシーは要求に応じて使用できます。 

C. 本使用許諾およびソフトウェアの使用権は、本使用許諾の条項および条件に違反があった場合にインフラジスティックス

からの事前の通知なく直ちに終了します。これは、インフラジスティックスが得ることができる刑事、民事、または他の救

済の代わりとはなりません。 

D. 本使用許諾の終了に基づき、本ソフトウェアおよび本使用許諾でお客様に付与されているすべての権利は、すぐに終了し



ます。お客様は、本ソフトウェア (すべての付属文書を含む) および、あらゆる形式の全コピーを破棄することに同意しま

す。   

本 IX 項に加えて、以下の項は、本使用許諾が終了しても、存続します。I.A、III、IV.B、V、X、XII、XIII および XV。 

X. 秘密保持 

本使用許諾に従って、お客様に提供されるソフトウェア、ならびに、当該のソース コード、更新、修正には、ソフトウェア

に含まれているコンピュータ プログラムやモジュールに組み込まれ、表現される概念、技術、アイディア、アルゴリズム、

メソッド、構造、設計要素を含むがそれらに限定されない企業秘密、ノウハウ、その他の秘密および機密情報、ならびに、

そのようなプログラムまたはモジュールの構造、シーケンス、構成 (「秘密情報」と総称) が含まれ、秘密情報はインフラ

ジスティックの排他的財産であり、開発にはインフラジスティックによるかなりの時間とお金の拠出が必要であることを承

認し、同意します。さらに、お客様は、秘密情報の第三者への開示は、インフラジスティックへの即座の回復不能な損害を

引き起こすことも承認します。  

お客様は、自己の秘密技術情報および文書のためにお客様が講ずるのと少なくとも同じ物理的およびその他の安全措置を講

じることによって、但し、いかなる場合も商業的に合理的な注意の基準を下回らないで、ソフトウェア、ソース コード、更

新、修正、ならびにすべての秘密情報を内々に保持することに同意します。さらに、お客様は、本ソフトウェア、ソース コ

ード、任意の更新と修正、秘密情報を、お客様が許可したソフトウェアの使用をサポートするために当該秘密情報を知り、

またはアクセスする必要があり、他の使用または開示から、ソフトウェア、ソース コード、任意の更新と修正、当該秘密情

報を保護するように拘束される従業員または契約者以外の何者にも開示しないことに同意します。お客様は、お客様の従業

員またはコンサルタントの本 X 項の遵守に完全に責任を持つものとします。これらの義務は、(1) 一般に公開されている、

または (2) 秘密情報への依存なしにお客様によって独自に開発された、または (3) インフラジスティックによって制限な

しに、リリースについて書面で承認されている、ソフトウェア、ソース コード、任意の更新と修正または秘密情報のどの部

分にも適用されないものとします。 

XI. 合衆国政府の制限された権利 

お客様が、米国政府の部門または機関 (総称して「政府」) のために、ソフトウェアを取得する場合、次の条項が適用され

ます。政府は、(1) 国防省 (DoD) に供給される場合、ソフトウェアは「商業コンピュータ ソフトウェア」であり、政府は、

DFARS の 252.227-7013(c)(1) 項で定義されている「制限された権利」でソフトウェアを取得すること、(2) ソフトウ

ェアがその他の政府部門または機関に供給される場合、ソフトウェアへの政府の権利は、連邦調達規則 (FAR) の 

52.227-19(c)(2) 項に定義されていますが、ソフトウェアが NASA に供給される場合、政府の権利は、FAR の NASA 

Supplement の第 18-52.227-86(d) 項に定義されていることに同意します。製造メーカーは、Infragistics, Inc., 2 

Commerce Drive, Cranbury, NJ 08512 です。 

XII. 限定保証 

A. お客様は、(1) お客様の従業員とコンサルタントのすべてが、本契約の規定を遵守すること、および (2) 本使用許諾の

履行において、すべての適用可能な法律、規制、規則、命令、および、現在またはこれから有効で、適用可能な政府の権限

のその他の要件を遵守することを、表明、保証、および誓約します。本使用許諾に矛盾する定めがあろうとも、お客様は、



お客様すべての従業員またはコンサルタントの行為または不作為について、それらがお客様によって行われた場合と同じ範

囲まで責任を負います。お客様は、お客様の意図した結果を達成するためのソフトウェアの選択、インストール、使用、お

よびソフトウェアから得られた結果に対する責任を負います。 

B. 「現状のままの状態」で提供される再頒布可能なものおよびソース コード以外については、いかなる種類の保証もなく、

インフラジスティックスは発効日から 30 日の期間、付属するマニュアル通りにソフトウェアが動作することを保証します。

インフラジスティックスは、ソース コードのために技術サポートを提供しません。 

C. XII.B 項に規定されているものを除き、ソフトウェアは、いかなる種類の表明、保証、誓約、または条件なしに、「現状

のまま」、または「提供可能な限度」ベースで、提供されます。インフラジスティックおよびそのライセンサーおよび/また

はサプライヤーは、ソフトウェアに、バグ、エラー、または脱落がないことを保証しません。インフラジスティックおよび

そのライセンサー/サプライヤーは、法律の運用によって、風習や商慣習によって、取引やその他の過程によって生じると言

われている、ソフトウェアに関する、ありとあらゆる (1) 商品性の保証、(2) 任意の目的に対する適応度または適合性の保

証 (インフラジスティックが知っているかどうか、知るべき理由があるか、アドバイスされているか、またはその特定目的

に気付いているかどうかに関係なく)、または (3) 権利非侵害または権原の状態の保証を含む、ありとあらゆるその他の保

証と表明 (明示的または黙示的、口頭または書面) を放棄します。お客様は、そのような保証には依存していないことを承

認し、同意します。 

XIII. 責任制限 

A. 契約、不正行為またはその他におけるインフラジスティックスおよびそのライセンサー/サプライヤーの全面的な責任お

よび、XII.B 項に定められた動作保証の下でのお客様の排他的な救済は、(1) 支払った購入金額の返金、または (2) 問題の

ある本ソフトウェアの修理または交換のいずれかを、インフラジスティックスの選択により行うものとします。この制限保

証は、事故、不正使用、誤用から生じている場合は、無効になります。ソフトウェアの交換は、当初の 30 日間の残りの期

間に対する保証となります。 

B. 契約、不法行為またはその他にかかわらず、お客様の使用またはお客様の従業員またはコンサルタントの使用、またはソ

フトウェアに関連して、または本使用許諾のもとで発生するインフラジスティックの合計の累積賠償責任額は、本使用許諾

の下で、お客様がインフラジスティックに支払った、または支払うことになっている使用許諾料の額を超えることはないも

のとします。複数の賠償額は、この限度額を超えないものとします。  

C. インフラジスティックスが当該の損害の可能性について勧告されていた場合であっても、インフラジスティックスまたは

そのサプライヤーは、お客様または任意の第三者に対し、本ソフトウェアを使用、または使用できないことに起因する、ま

たは契約行為、不法行為、厳格責任またはそれ以外であろうと、本使用許諾に関連して発生する、特別、偶発的、間接的、

または結果的損害 (事業利益の損失に対する損害、事業の中断、ビジネス情報の喪失、使用の喪失、収入の喪失、営業権の

喪失、または他の損失を含みこれに限定されることなく) に対していかなる責任も負いません。 

D. 州および法域によっては、結果または付随損害の責任の免除または制限、または黙示の保証の排除は許されません。した

がって、XIII.B 項および XIII.C 項の制限はお客様に適用されないことがあります。  

XIV. サードパーティ コンポーネント、利用および制限 



A. 本ソフトウェアには、Microsoft Permissive License (以下「MS-PL」と称する) の下で使用許諾される特定のサード

パーティ コンポーネント (以下「MS-PL コンポーネント」と称する) が含まれる場合があります。含まれている MS-PL コ

ンポーネントならびにそれぞれのライセンスのリストはご請求に応じてご提供いたします。 

MS-PL で求められる範囲で、当該のライセンスの条件は本契約の条件に代わって適用されますが、インフラジスティックス

は当該の MS-PL コンポーネントに付与されるライセンスの適用範囲が本契約で付与されるライセンスと同程度であること

を表明および保証します。MS-PL コンポーネントに適用可能なライセンスの条件が当該の MS-PL コンポーネントに関連

して本契約のいかなる制限も禁止する範囲において、当該の制限は MS-PL コンポーネントに適用されません。MS-PL コ

ンポーネントは、MS-PL コンポーネントに関連するすべての責任、損害 (損害の可能性について報告を受けていた場合であ

っても)、保証、補償金、および明示的または黙示的な、あらゆる種類のその他の義務を放棄するサードパーティ ライセン

サーによって、「現状のままで」提供されます。MS-PL コンポーネントは、本ライセンスでインフラジスティックスによっ

て提供される補償金から除外されます。前記のいずれも、本ソフトウェア全体に関してインフラジスティックスにより付与

される性能保証に影響しません。 

B. 本ソフトウェアは、 <https://github.com/jquery/jquery/blob/master/MIT-LICENSE.txt> にある MIT ライセン

スおよび <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html> にある Lesser General Public License 

(LGPL) ライセンスの許可に従い、使用を許諾されたサードパーティ コンポーネント (「その他のコンポーネント」) も含

んでいます。その他のコンポーネントは、「現状のまま」、明示的であるか黙示的であるかを問わず、何らの保証もなく提供

されます。その保証には、商品性の保証、特定目的への適合性、および権利非侵害の保証などについての保証も含みますが、

それに限定されるものではありません。作者または著作権保持者は、その他のコンポーネントやその他のコンポーネントの

その他の取引の使用から生じる、または関連する、契約行為、不法行為、またはそれ以外であろうと、その他のコンポーネ

ントに起因または関連し、あるいはその他のコンポーネントの使用またはその他の扱いによって生じる一切の請求、損害、

その他の義務について何らの責任も負わないものとします。 

C. 注: 弊社の知る限り、Microsoft® サードパーティの企業が XPS ドキュメント生成のための製品を開発することを禁止

していません。ただし、XML Paper Specification Patent License に従い、情報として以下の通知を提供する必要があり

ます。 

本製品はマイクロソフト社が所有する知的財産を組み込んでいる場合があります。マイクロソフト社が当該の知的財産の使

用を許諾する条項および条件は、<http://www.microsoft.com/whdc/XPS/XpsLicense.mspx> (英語) を参照してくだ

さい。 

 

XV. その他 

ニュージャージー州内で締結および完全に履行される契約と同様に、本使用許諾はニュージャージー州法が適用され、ニュ

ージャージー州法に従って解釈されるものとします。本使用許諾は、本契約の主題に関するお客様とインフラジスティック

の間の契約であり、口頭または書面のいずれによるかにかかわらず、かかる主題に関する両当事者間のその他すべての合意

事項に優先します。本契約とインフラジスティックのウェブサイト上のサービスの条件またはその他の情報との間に矛盾が

あるときは、本契約が優先します。本使用許諾のもとでのお客様の権利を、第三者に譲渡してはいけません。本使用許諾の

任意の規定が無効、違法、または法の原則または公の秩序によって行使できない場合でも、本使用許諾のその他の全規定は、

効力を維持します。 

 



特許出願中以下の製品は 1 つ以上の出願中特許に含まれています:  Infragistics® Ultimate、Infragistics® 

Professional、AppStylist® for ASP.NET、AppStylist® for Windows Forms、NucliOS, Ignite UI、Iguana UI、Indigo 

Studio、Quince Pro、ReportPlus および SharePlus。 

 


