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XHQソフトウェア 

製品固有条件 

 
Siemens Product Lifecycle Management Software Inc.又はその Siemens Industry Software の関連会社（総称して「SISW」

という。）は、お客様と SISW ソフトウェアのためのソフトウェアライセンス及びサービス契約（以下「本契約」

という。）を締結しています。本契約は、両当事者が署名をする書面契約又はお客様が電子的に契約に同意をする

クリックラップ契約若しくはオンライン契約の形式で締結される場合があります。本条件（以下「XHQ 修正条件」

という。）は、XHQ のソフトウェア（以下「XHQ ソフトウェア」という。）に固有のものであり、SISW が提供

する他のソフトウェアに固有のものではありません。XHQ 修正条件の条項は、本契約の条項に追加されるもので

あり、本条項が本契約の条項と矛盾する場合、XHQ ソフトウェアに関して、本条項は、本契約の条項に優先しま

す。本 XHQ修正条件に言及されない条項及び表題は、本契約に記載されているものが適用されるものとします。 

1. 定義 以下の定義は、XHOソフトウェア固有のものであり、本契約に基づき提供される他の本件ソフトウェア

に固有のものではありません 

a) 「ドキュメンテーション」 XHQ ドキュメンテーションは、英語で用意され、XHQ ソフトウェアのイン

ストール及び使用との関連においてのみ使用することができます。XHQ ソフトウェアと共にデジタルフォ

ーマットで提供されます。  

2. ライセンスの付与および条件 本契約に定められたライセンスの付与および条件に加えて、以下の条件が適用

されるものとします。 

XHQライセンスでは、ライセンスされた XHQソフトウェアを、最大 2個の物理 CPUソケットのみを有する 1

台の Intel クラスサーバーにインストールすることが許可されます。使用はライセンスされた指名ユーザー又

は同時ユーザーの数に制限されます。これを「プロダクション」サーバーと呼びます。 

XHQ ライセンスでは、これに加えて、ライセンスされた XHQ ソフトウェアを、最大 2 個の物理 CPU ソケッ

トのみを有する 1 台の Intel クラスサーバーに、ソリューション開発の目的でのみインストールすることが許

可されます。この場合、当該インストールにアクセスできる同時ユーザー数は 10 人に制限されますが、それ

以外の点ではプロダクションサーバーと同一の XHQ ライセンスオプションが有効です。これを「開発」サー

バーと呼びます。開発サーバーは、追加のプロダクションサーバーとして使用することはできません。開発サ

ーバーの唯一の目的は、プロダクションサーバーに影響を与えずに、ソリューション開発又はソリューション

のテストを実行することです。開発サーバーからの XHQ ソリューションのコンテンツアップデートは、通常

はソリューション管理者によって定期的にプロダクションサーバーに転送され、エンドユーザーからアクセス

可能にされます。 

お客様は、2 個より多くの物理 CPU ソケットを有する物理 Intel クラスサーバーに XHQ ソフトウェアをイン

ストールすることはできません。 

お客様は、基になる物理サーバーのハードウェア構成が、上記のライセンスされた物理 CPU ソケット数を超

えない場合に限り、仮想サーバーを使用することができます。XHQ ソフトウェアは、基になる物理サーバー

が、単独又はクラスターでの使用において、2 個の物理 Intel クラスサーバーCPU ソケットの最大能力を超え

る場合には、仮想サーバー上で使用又はライセンスすることはできません。 

お客様が XHQ ソフトウェアのライセンスキーを別のサーバーに転送しようとする場合には、お客様は転送予

定日に先だって適切な予告期間をおいて、SISW に通知するものとします。この場合、SISW は、当該の転送

を暦年あたり最大 3回まで無料で許可し、新規ライセンスキーをお客様に発行するものとします。 

3. ライセンス XHQ ソフトウェアについて利用可能な特別のライセンスタイプは、本条において以下に定義し

ます。疑義を避けるために付言すれば、本契約に定義されたもので本条には明示的に言及されていないライセ

ンスタイプは、本契約の定義は適用されません 

a)「指名ユーザーライセンス」は、XHQ ソフトウェアがライセンスされた数の指名ユーザーによって使用可能

であることを意味します。正規ユーザーとは別に、指名ユーザーは、コンピューターシステムである場合、

及び本 XHQ ソフトウェアへの間接的アクセスである場合があります。当該間接的アクセスは、例えば

XHQ ソフトウェアの指名ユーザーとして行為し、XHQ ソフトウェアとお客様の他のシステムとの間のイ

ンターフェースをするコンピューターシステム相互接続を通じて発生する場合があります。例えば、仲介

システムを通じた XHQ ソフトウェアからのデータの多重化又は再配分は、指名ユーザーとして仲介シス

テムからのデータにアクセスする全ての個人ユーザー又はコンピューターシステムへのライセンス供与の

必要性を無効とするものではありません。XHQと共に提供されるマルチサイト（ティアードコネクター）

の使用は、当該定義における間接アクセスには数え入れられません。お客様は、特定の指名ユーザーライ
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センスの変更が暦月あたり 1 回を超えて許可されないという条件の下で、指名ユーザーライセンスを変更

する権利を有します。 

b) 「同時ユーザーライセンス」とは、特定の時点で XHQ ソフトウェアに同時にアクセスできるユーザーの数

が、「指名ユーザー」の最大ライセンス数に制限されることを意味します。 

c) 「永久ライセンス」、「バックアップ(又はフェイルセーフ)ライセンス」、「期間延長ライセンス」、及び

「サブスクリプションライセンス」に関しては、本契約の条件が適用されます。 

4. 限定保証及び保証の否認 

 本契約に記載する保証の否認に加え、以下が適用されるものとします。 

a) XHQ ソフトウェアのいずれの部分も、航空機、航空交通、航空機のナビゲーション若しくは航空機の通信

等のオンライン制御装置の一部として若しくはフェイルセーフの実施を必要とする危険な環境における使

用若しくは再販売のために、又は XHQ ソフトウェアの不具合が死亡、人身傷害又は環境被害に直接につ

ながるような核施設、直接生命維持装置若しくは武器システムの設計、建設、運用若しくは保守（以下

「高リスク活動」という。）のために設計、製造又は意図されたものではない。ライセンサー及びそのサ

プライヤーは、高リスク活動への適合性に関する明示又は黙示の保証を特に否認します。お客様は、高リ

スク活動のための XHQソフトウェアを使用しないことを保証します。 

b) SISW は、本件ソフトウェア、ドキュメンテーション又はその他の書面の資料の使用又は使用結果に関し

て、その正確性、信頼性、最新性又はその他の点において保証又は表明しません。SISW は、エラー、不

作為又は本件ソフトウェアとドキュメンテーションの間の不一致に直接又は間接に起因して被った損害に

ついて、責任を負いません。XHQ ソフトウェアの結果及び実施に関するすべてのリスクは、お客様の負担

です。 

5. その他のライセンス関連事項 

 

a)  お客様は、XHQ ソフトウェアと共に交付される文書に定めるインストール規則に従って、XHQ ソフトウ

ェアをアップデートするものとします。ドキュメンテーションに含まれる又は SISW が別途に提供する、

XHQソフトウェアの旧リリースのサポート終了に関する通知は、お客様を拘束するものとします。 

b)  データベースソフトウェア XHQ ソフトウェアには、組み込みデータベースソフトウェア（以下「デー

タベースソフトウェア」という。）が含まれる場合があります。データベースソフトウェアの用途は、

XHQ ソフトウェアとの使用のみに制限されます。お客様は、他の活動の中でも特に、以下のことを行うこ

とが禁じられます。  

(1) データベースソフトウェアのタイムシェアリング、サービスビューローサービス、サブスクリプショ

ンサービス又はレンタル使用。 

(2) データベースソフトウェアの権原又は使用の他者への譲渡。 

(3) 本件ソフトウェアを使用したソリューションの一環としてである場合を除き、データベースソフトウ

ェアの直接使用。 

(4) XHQ ソフトウェアがインストールされていないコンピューターシステム上でのデータベースソフトウ

ェアのインストール、使用又は実行。データベースソフトウェアは、XHQ ソフトウェアとの関連にお

いてのみ使用することができます。 

(5) データベースソフトウェアの配布又はその他の流布。 

c)  SISW から提供されたものでない製品に関するライセンス契約の遵守 XHQ ソフトウェアを使用するにあ

たり、お客様の他のベンダーとの特定の既存ライセンス契約の修正が必要となる場合があります。当該契

約の遵守について、お客様は、単独で責任を負うものです。お客様は、XHQ ソフトウェアの使用のために

必要な支援ソフトウェア（オペレーティングシステムソフトウェア、データベースソフトウェア又は第三

者アプリケーションソフトウェアを含む。）の取得、及び支援ソフトウェアと XHQ ソフトウェア間の相

互運用性について責任を負います。 

d)  サードパーティーおよびオープンソースソフトウェア XHQ ソフトウェアは、XHQ ソフトウェアに付属

するサードパーティーテクノロジー（オープンソースソフトウェアを含む）を含むか、そのようなソフト

ウェアの使用を必要とする可能性があります。サードパーティーテクノロジーは、本契約又は、関連ドキ

ュメント、「read me」ファイル、通知ファイル、又はその他の類似するドキュメント又はファイルに指定

された別個のライセンス条件（以下、「サードパーティーライセンス対象のテクノロジー」という。）に

基づいて、お客様にライセンスされます。サードパーティーライセンス対象のテクノロジーを使用するお
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客様の権利は、該当する別個のライセンス条件によって定められ、本契約によってはいかなる形でも制限

されません。本契約のいずれかの条項が、サードパーティーライセンスによって付与される必須の権利と

衝突する場合は、当該条項は適用されないものとします。該当するサードパーティーライセンスによって、

サードパーティーライセンス対象のテクノロジーに含まれるソースコードを提供することが SISW に義務

付けられている場合、SISW は、書面による要求に応じて、該当する場合は送料および手数料を徴収した

上で、ソースコードを提供します。疑義を避けるために付言すれば、サードパーティーライセンス対象の

テクノロジー以外のサードパーティーテクノロジーは、XHQ ソフトウェアの一部と見なされ、本契約の条

件に基づいてお客様にライセンスされます。 

6. ソフトウェア保守条件 

a) ソフトウェア保守サービス 本件ソフトウェア保守サービスには、XHQ ソフトウェアのカスタマイズサー

ビスは含まれません。 

b) 新規リリース XHQ ソフトウェアリリースは、メジャー又はマイナーに分類されます。1 つ目の数字は、

メジャーリリースのバージョンを表します。2 つ目（小数点の後ろ）は、マイナーリリースのバージョン

を表します。メジャーリリース及びマイナーリリースはいずれも、重要な機能の拡張を含み、またバグ修

正を含む場合があります。 

c) 前リリースの保守 XHQ ソフトウェアに関して、最新リリース及び過去 2つのリリースがサポート対象で

す。 

d) エラー修正 本契約に記載するエラー修正は、報告された文書への不適合が、中立的な XHQ システム環

境、すなわち事前インストールされた XHQ システム環境（ドキュメンテーションに記載する第三者ソフ

トウェアを含む。）において、再現可能であることをしばしば前提条件とします。 

e) 電話サポート 本契約に記載する電話サポートに加え、バグ報告及び登録の目的のために XHQ コールセ

ンターがライセンスされたメンテナンスサービスレベルで定義された時間内で利用可能です。XHQ ソフト

ウェアのホットラインサポート時間に関する情報は、以下のリンクにおいて提供されています。 

http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/support/gtac/index.shtml. 

f) 当初料金及び更新料金 XHQ ソフトウェアの保守料金は、毎暦年の冒頭に年単位で、事前に支払います。

ライセンスが購入され、かつ、保守サービスが開始した年度について、保守料金は、サービスが開始した時点

から当該年の 12月 31日までの期間を網羅するよう比例配分されます。   

g) 例外事項 以下の事項は、XHQ ソフトウェア保守サービスの対象ではなく、又は当該サービスに含まれる

ものではありません。 

(1) 不適切な使用 XHQ ソフトウェアの誤用、誤った使用、不正改ざん若しくは破損、又は SISW が該当

するドキュメンテーションにおいて定めた運用手順から逸脱した XHQ ソフトウェアの使用に起因す

る問題。 

(2) 不正改ざん いずれかのリリースの XHQ ソフトウェアにおける、SISW が行ったものではなく又は書

面で許可していない、修正、改変若しくは追加、又は修正、改変若しくは追加の試みに起因する問題。 

(3) 未承認のソフトウェア又はハードウェア XHQ ソフトウェアの初期インストールの後の、XHQ ソフ

トウェアと、お客様のハードウェア、ソフトウェア又は装置の組合せに起因する問題で、当該組み合

わせが SISWによりドキュメンテーション又は書面において承認されていない場合。 

(4) 事故 XHQ ソフトウェアの他のメディアとの運用が製造業者の仕様に適合していない若しくは当該仕

様に従って保守がされていないこと、又は、通常の使用以外の原因。 

(5) 本契約及び本 XHQ修正条件に基づくお客様による義務の不遵守。 

 

http://www.plm.automation.siemens.com/en_us/support/gtac/index.shtml

