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エンド ユーザ ライセンス契約書
重要：本エンド ユーザ ライセンス契約書をよくお読みください。お客様がシスコのソフト
ウェアまたは機器を認定販売元から購入したかどうか、また、お客様ご自身またはお客様が代
表する法人（総称して「お客様」）がこのシスコ エンド ユーザ ライセンス契約におけるエンド
ユーザとして登録済みかどうかを確認することは、非常に重要です。エンド ユーザとして登録
されていないお客様は本ソフトウェアを使用するライセンスを有しておらず、このエンド ユー
ザ ライセンス契約の限定保証は適用されません。お客様が認定販売元から購入されたことを前
提として、シスコのソフトウェア、またはシスコ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ことにより、お客様はこの契約に同意したものと見なされます。
Cisco Systems, Inc.、または同社に代わり本ソフトウェアのライセンスを許諾する同社の関連会
社（以下、「シスコ」）は、お客様が本ソフトウェアを認定販売元から購入し、かつ本エンド
ユーザ ライセンス契約書に含まれるすべての条件、および本製品に添付され、お客様の発注時
に入手可能になる補遺ライセンス契約書に記載の、ライセンスに関する一切の追加制限条件
（以下総称して「本契約」）に同意する場合に限り、お客様に対し本ソフトウェアのライセンス
を許諾します。本エンド ユーザ ライセンス契約書内の各規定と補遺ライセンス契約書内の各
規定が相反する場合、補遺ライセンス契約書内の各規定が優先します。本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ことにより、お客様は本ソフトウェアをご自身が認定
販売元から購入したことを表明したこととなり、お客様に本契約の拘束力が及びます。お客様
が本契約のすべての規定に同意しない場合、シスコは、お客様による本件ソフトウェアの使用
を許諾しません。その場合、（A）お客様は、本件ソフトウェアをダウンロード、インストー
ル、または使用できません、また、（B）お客様は、本件ソフトウェア（あらゆる未開封の CD
パッケージや関連文書を含む）を返却して全額払い戻しを受けられます。または、本件ソフト
ウェアと関連文書が、別の製品の一部として提供されたものである場合には、当該製品全体を
返却して全額払い戻しを受けられます。返却および代金払い戻しの有効期限は、認定販売元か
ら本ソフトウェアを購入後 30 日間であり、お客様が最初の登録済みエンド ユーザ購入者であ
る場合にのみ適用されます。本エンド ユーザ ライセンス契約において、「認定販売元」とは、
（A）シスコ、（B）対象地域内でエンド ユーザにシスコの機器、ソフトウェアおよびサービス
を配布および / もしくは販売することについてシスコより認定を受けたディストリビュータも
しくはシステム インテグレータ、または（C）シスコの機器、ソフトウェアおよびサービスを
お客様の地域内でエンド ユーザに配布および / もしくは販売することについて、ディストリ
ビュータとシスコとの契約の条件に従い、ディストリビュータもしくはシステム インテグレー
タにより認定された再販業者を意味します。

本契約の以下の条件は、本ソフトウェア（後に定義）のお客様による使用に適用されます。た
だし、（a）本ソフトウェアのお客様による使用に適用される、お客様とシスコとの間の別段の
署名済み契約が存在する場合、または（b）本ソフトウェアに、導入もしくはダウンロードの
手続きの一部として、本ソフトウェアのお客様による使用に適用される別段の「クリック同
意」ライセンス契約もしくは第三者ライセンス契約が含まれている場合は、この限りではあり
ません。上記各契約書内の各規定が矛盾する場合、その優先順位は、次のとおりです。（1）署
名済の契約、（2）クリック同意契約または第三者のライセンス契約、（3）本契約。本契約にお
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いて、「本ソフトウェア」とは、認定販売元からお客様に提供されるシスコ機器に組み込まれ
たファームウェアおよびコンピュータ プログラムを含むコンピュータ プログラム、ならびに
一切のアップグレード、更新、バグ修正またはこれらの修正バージョン（総称して「アップグ
レード」）であって、Cisco Software Transfer and Re-licensing Policy（随時シスコによりなされる
修正を含む）に基づいて再許諾されたもの、またはこれらのいずれかのバックアップ コピーを
意味します。
本件ライセンス。

本契約の各契約条件に従うことを条件として、シスコはお客様に対し、お
客様が必要なライセンス料を認定販売元に支払った本ソフトウェアおよび本文書を社内業務目
的で使用するための、非排他的かつ譲渡不能なライセンスを付与します。「本文書」とは、本
ソフトウェアに関する情報を文書化したもの（当該情報がユーザ マニュアル、技術マニュア
ル、研修資料、仕様書その他のいずれに含まれているか否かは問わない）であって、認定販売
元が何らかの形式（CD-ROM やオンラインを含む）により本ソフトウェアとともに提供するも
のを意味します。本ソフトウェアを使用するには、登録番号または製品認証キーを入力し、シ
スコの Web サイトにてお手持ちの本ソフトウェアをオンライン登録した上で、必要なライセン
ス キーまたはライセンス ファイルを入手する必要があります。
お客様が本ソフトウェアを使用するためのライセンスは、単一のハードウェア シャーシもしく
はカード、または該当する補遺ライセンス契約書、もしくは認定販売元が同意済みで、お客様
が必要なライセンス料を認定販売元に支払済みの該当する発注書（以下、「本発注書」）に記載
されているその他の制限に限定され、お客様はこの制限を超えて本ソフトウェアを使用しては
なりません。
本文書または該当する補遺ライセンス契約書に別途明記されていない限り、お客様は、次のい
ずれかのみを目的として本ソフトウェアを使用する必要があります。お客様が所有または賃借
しており、お客様の社内業務目的に使用されるシスコ機器に本ソフトウェアを組み込んで使用
すること。当該シスコ機器上で本ソフトウェアを実行すること。（対応する本文書が、シスコ
以外の機器に本ソフトウェアをインストールすることを許可している場合に）当該シスコ機器
と通信すること。お客様には上記以外のいかなるライセンス（黙示のライセンス、禁反言の法
理が適用されるライセンス、またはその他のライセンス）も付与されません。
シスコがライセンス料を徴収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。

一般的な各種制限。本契約は、ソフトウェアおよび資料の使用許諾であり、所有権を譲渡する
ものではありません。すべてのソフトウェアおよび資料の所有権はシスコが保有しています。
お客様は、本件ソフトウェアおよび本件文書に、シスコまたはそのサプライヤもしくはライセ
ンサの営業秘密が含まれていることを認識しているものとします。この営業秘密には、各プロ
グラムの固有の内部設計および構造ならびに関連インターフェイス情報が含まれますが、これ
らのみには限定されません。本契約に明示的に別段の規定がない限り、お客様は、お客様が認
定販売元から購入したシスコ機器の使用に関連する場合にのみ本ソフトウェアを使用するもの
とし、次のいずれについてもこれを行う権利を有しておらず、またこれを行わないことについ
て特に同意するものとします。
（i）他の個人もしくは法人に、ライセンス権を移転もしくは譲渡するか、本ライセンスのサブ
ライセンスを付与すること（その時点で有効な、シスコのライセンスの再許諾および移転に関
するポリシーに従って行う場合は除きます）、または、お客様が認定販売元から購入したもの
ではないシスコ機器もしくは中古のシスコ機器上で本ソフトウェアを使用すること。なお、お
客様は、計画された移転、譲渡、サブライセンスの付与または使用はいずれも無効となること
を了解するものとします。
（ii）次のいずれかを行うこと。（a）本件ソフトウェアのエラーを修正するか、本件ソフトウェ
アを変更または改変すること、（b）本件ソフトウェアをもとに派生物を作成するか、第三者に
よる当該行為を許可すること。
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（iii）本ソフトウェアを対象とするリバース エンジニアリング、逆コンパイル、復号化、逆ア
センブルを行うか、その他の方法で本ソフトウェアを人間の可読形式に変換すること。なお、
本制限事項にかかわらず、適用法に基づいて明示的に許可されている場合、または適用される
オープン ソース ライセンスに基づいて当該特定の行為を許容すべきことがシスコに義務づけ
られている場合は除きます。
（iv）本ソフトウェアで実行したベンチマーク テストの結果を公表すること。
（v）シスコの書面による許可なく、サービス ビューロ、タイム シェアリング、またはその他
の方法により、第三者へのサービス提供を目的として本ソフトウェアを使用、または使用を許
可すること。
（vi）シスコの書面による事前の同意なしに、本ソフトウェアおよび本文書に含まれる企業秘密
を第三者に対して開示、提供、またはその他の何らかの方法により公開すること。お客様は、
かかる営業秘密を保護するため、相当のセキュリティ対策を講じる必要があります。
シスコは、準拠法により求められている範囲内で、お客様からの書面による依頼に応じて、本
ソフトウェアと独自に開発された他のプログラムとの互換性を実現するために必要なインター
フェイス情報を、シスコが妥当とみなす料金が支払われた場合にお客様に提供するものとしま
す。お客様は、上記情報について厳格な秘密保持義務を遵守すると共に、その提供条件として
シスコが提示した準拠規定に従って上記情報を使用する必要があります。

本件ソフトウェア、本件アップグレード版、および追加コピー版（Additional Copies）。本契約の
その他の規定にかかわらず、次の条件が適用されます。（1）お客様は、追加コピー版または
アップグレード版の作成または取得時に、オリジナルのソフトウェアの有効なライセンスを保
有しており、アップグレードまたは追加コピー版の適用料金を認定販売元に支払っている場合
を除き、かかる追加コピー版またはアップグレード版を作成または使用するライセンスまたは
権利を有しません。（2）アップグレードの使用は、お客様が最初のエンド ユーザ購入者または
賃借者であるか、またはアップグレードされるソフトウェアを使用するための有効なライセン
スを保持しており、かつ認定販売元から供給されたシスコ機器に限定されます。（3）追加の複
製物の作成および使用は、必要なバックアップ用途のみに限定されます。
所有権表示。お客様は、いかなる形式であれ、本ソフトウェアのすべての複製物について、あ
らゆる著作権、財産権およびその他の表示を、それらの著作権およびその他の所有権の表示が
本ソフトウェアに含まれているのと同じ形式かつ方法で保持し、複製することに同意します。
本契約に基づき明示的に許可される場合でなければ、お客様は、シスコから書面による事前の
許可を得ることなく本件ソフトウェアのコピー版または複製物を作成してはなりません。

契約の期間および終了。本契約および本契約において供与されるライセンスは、終了時まで有
効に存続します。お客様は、本件ソフトウェアおよび本件文書のすべてのコピーを破棄するこ
とにより、随時、本契約および本件ライセンスを終了させることができます。お客様が本契約
のいずれかの規定に従わなかった場合、本契約に基づくお客様の権利は、シスコからの通知な
しにただちに終了します。お客様は、上記終了時に、保有または管理している本件ソフトウェ
アおよび本件文書のすべてのコピーを破棄する必要があります。お客様のあらゆる守秘義務、
「一般的な制限」と題する条項に基づいてお客様に課されたあらゆる制約および制限、あらゆ
る責任制限、および保証の否認と制限はすべて、本契約終了後も存続するものとします。ま
た、「米国 政府機関がエンド ユーザ購入者である場合」および「限定保証表明およびエンド
ユーザ ライセンス契約書に適用される一般規定」と題された各条項の各規定の効力は、本契約
の終了後も存続します。

お客様の記録の検査。お客様は、シスコとその独立会計士に対して、お客様の通常の営業時間
中にお客様の帳簿、記録、財務諸表を査察し、本契約の条項に従っていることを確認する権利
を認めるものとします。上記監査の結果、本契約に反する行為が発覚した場合、お客様は、相
当のライセンス料に上記監査の実施に伴う相当の費用を加えた額を、速やかにシスコへ支払う
必要があります。
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輸出、再輸出、移転、および使用に関する規制 本契約に基づいてシスコによって供給される
ソフトウェア、本文書、および技術、またはそれらの直接的な製品（「本製品および技術」）
は、アメリカ合衆国（「米国」）の法令およびその他関連国の法令に基づく輸出規制の対象と
なっています。お客様は、シスコの本ソフトウェアおよび技術の輸出、再輸出、移転および使
用に適用される当該法規を順守するとともに、必要な米国および および現地の承認、許可また
はライセンスを得るものとします。シスコとお客様の各々は、上記許認可または許諾の取得に
関連して相手方当事者から相当の根拠に基づき請求を受けたその他の情報、裏付け文書、およ
び各種支援を提供することに同意しているものとします。コンプライアンス、輸出、再輸出、
移転、および使用についての法律に関する情報は、次の URL に掲載されています。
http://www.cisco.com/web/about/doing_business/legal/global_export_trade/general_export/contract_c
ompliance.html

米国の 政府機関がエンド ユーザ購入者である場合。本ソフトウェアおよび資料は、連邦調達規
則（FAR）
（以下「FAR」）(48 C.F.R.) 2.101 で定義される「商用品目」に分類されます。これは、
「商用コンピュータ ソフトウェア」および「商用コンピュータ ソフトウェア関連資料」で構成
されます（当該用語は FAR 12.212 で使用されています）。FAR 12.212 および DoD FAR 補則
227.7202-1 から 227.7202-4 で定められているとおり、また、他の FAR 条項、または本契約の組
み込み先である契約書内のこれと矛盾する他の契約条項にかかわらず、お客様は、連邦政府機
関エンド ユーザに対して、本ソフトウェアおよび本文書とともに本契約に定める権利のみを提
供することができ、または、本契約が直接契約である場合は、連邦政府機関エンド ユーザは、
本ソフトウェアおよび本文書とともに本契約に定める権利のみを取得します。ソフトウェアと
資料のいずれか、または両方を使用することにより、政府機関は、本ソフトウェアと資料が
「商用コンピュータ ソフトウェア」および「商用コンピュータ ソフトウェア関連資料」である
ことに同意し、この契約書に規定されている権利および制限に同意したことになります。
指定コンポーネントおよび追加条件。本ソフトウェアは、本書に規定されたものとは異なるラ
イセンス契約条件、保証の否認、制限付き保証または他の契約条件（総称して「追加条件」）
が適用される、第三者のコンポーネントを含んでいる可能性のある単一または複数のコンポー
ネントであって、本文書、readme.txt_file、第三者のクリック同意またはその他
（www.cisco.com 上など）においてシスコにより指定されたもの（「指定コンポーネント」）を含
むこと、または指定コンポーネントと共に提供されることがあります。お客様は、かかる指定
コンポーネントについて該当する追加条件に同意するものとします。

限定保証
本契約に規定の各種制限および条件を前提として、シスコは、お客様への出荷日（シスコ以外
の認定販売元による再販の場合、シスコの初回出荷より 90 日以内の日）を始期として、（a）
90 日間、または（b）本ソフトウェアを組み込んでいる製品（以下、「本製品」）に添付される
保証カード（存在する場合）に明記されている、本ソフトウェアに固有の保証期間（設定され
ている場合）、のいずれか長い方の期間内で、（a）通常の使用において、本ソフトウェアの提
供媒体に材質上および製造上の欠陥がないこと、ならびに（b）本ソフトウェアが本文書に実
質的に適合していること、を保証します。シスコによる本件製品の出荷日は、本件製品の出荷
に用いられる梱包材に記載されています。上記を除き、本ソフトウェアは「現状のまま」で提
供されます。この限定保証は、最初の登録済みエンド ユーザたるお客様が認定販売元から購入
した本ソフトウェアに対してのみ適用されます。この限定保証のもとでは、お客様の唯一の救
済、かつシスコおよびそのサプライヤの全責任は、（i）欠陥のある媒体の交換、および / また
は（ii）シスコの選択により、本ソフトウェアの修理、交換、もしくは代金の返金に限定され
ます。いずれの場合も、この限定保証に反するようなエラーまたは欠陥が、保証期間内に、お
客様に本ソフトウェアを提供した認定販売元に報告されることを条件とします。シスコ、また
はお客様に本ソフトウェアを提供した認定販売元は、救済の条件として、自らの判断で、本ソ
フトウェアおよび / または本文書の返却を請求できます。シスコはいかなる場合でも次の 2 点
について保証しません。（i）本件ソフトウェアにエラーが生じないこと、（ii）お客様が、問題
または障害なく本件ソフトウェアを使用できること。また、ネットワークへの侵入やネット
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ワークの攻撃を目的とする新技術が日々開発されているため、シスコは、本件ソフトウェアま
たは本件ソフトウェアが使用される各種機器、システムもしくはネットワークが、侵入または
攻撃に耐えられることについても保証しません。

制約事項 この保証は、本件ソフトウェア、本件製品、または本件ソフトウェアの使用先とし
て許可されているその他の機器が次のいずれかに該当するものの場合には適用されません。
（a）シスコまたはシスコ認定代理人以外によって改変されたもの、（b）シスコが提示した指示
に従ってインストール、運用、メンテナンスされていないもの、（c）異常な物理的もしくは電
気的負荷、異常な環境条件、誤使用、過失、事故による影響を受けたもの、（d）ベータ版、評
価版、テスト版、実演版としてその使用が許諾されているもの。本ソフトウェアの保証は、次
のいずれかに該当するものには適用されません。（e）一時的に使用される本ソフトウェアの各
種モジュール、（f）シスコのソフトウェア センターに掲載されていないあらゆる本ソフトウェ
ア、（g）シスコがシスコのソフトウェア センターにて「現状のまま」で明示的に提供している
あらゆる本ソフトウェア、（h）認定販売元がライセンス料を受領していないあらゆる本ソフト
ウェア、および（i）認定販売元以外の第三者から供給された本ソフトウェア。

保証の放棄
保証に関する本条項に明記されているものを除き、あらゆる明示または黙示の条件、表明およ
び保証は、適用法により許される範囲で除外され、シスコ、そのサプライヤおよびライセンサ
によって明示的に放棄されます。上記条件、表明および保証は、以下の（i）または（ii）を含
みますが、これらに限定されません。（i）商品性、特定目的への適合性、非侵害、十分な品質、
不干渉、情報内容の正確性に関する黙示の保証または条件、（ii）各種取引、法律、利用、また
は商慣行に起因する黙示の保証または条件。これらのいずれかが排除できない場合はその範囲
において、かかる黙示の条件、表明および / または保証の存続期間は、上記の「限定保証」条
項で言及されている明示的な保証期間に限定されます。州または司法管轄区域によっては、黙
示保証の有効期間を限定することが許可されていないため、お客様に上記の制限が適用されな
い場合があります。この保証は、お客様に特定の法的権利を付与するものですが、お客様は、
法域によってはその他の権利を有する場合もあります。この放棄および除外は、上記の明示保
証がその本質的な目的を達成できない場合にも適用されるものとします。

責任の否認 – 責任の制限。本ソフトウェアの取得地が米国、ラテンアメリカ諸国、カナダ、日
本またはカリブ海沿岸諸国の場合、本契約中の別段の規定にかかわらず、お客様に対するシス
コ、その関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサーの合算で
の全責任は、契約、不法行為（過失を含む）、保証違反またはその他の原因に基づくかを問わ
ず、当該請求を生じさせた本ソフトウェアについてお客様が認定販売元に支払った価格、また
は本ソフトウェアが対象外製品の一部である場合には当該製品について支払われた価格を超え
ないものとします。ソフトウェアに関するこの責任の制限は、累積的なもので、1 件あたりの
ものではありません（すなわち、請求が複数件あっても、この上限は引き上げられません）。
本ソフトウェアの取得地が欧州、中東、アフリカ、アジアまたはオセアニアの場合、本契約中
の別段の規定にかかわらず、お客様に対するシスコ、その関連会社、役員、取締役、従業員、
代理人、サプライヤおよびライセンサーの合算での全責任は、契約、不法行為（過失を含む）、
保証違反またはその他の原因に基づくかを問わず、当該請求を生じさせた本ソフトウェアにつ
いてお客様がシスコに支払った価格、または本ソフトウェアが対象外製品の一部である場合に
は当該対象外製品について支払われた価格を超えないものとします。ソフトウェアに関するこ
の責任の制限は、累積的なもので、1 件あたりのものではありません（すなわち、請求が複数
件あっても、この上限は引き上げられません）。本契約のいかなる規定も、（i）シスコ、ならび
にその関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサーが、その過
失に起因する身体障害または死亡に関してお客様に対して負う責任、（ii）詐欺的な不実表示に
関するシスコの責任、または（iii）適用法のもとで排除できないシスコの責任を限定するもの
ではありません。
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責任の否認 – 結果的損害および他の損失に関する免責。本ソフトウェアの取得地が米国、ラテ
ンアメリカ諸国、カリブ海沿岸諸国またはカナダの場合、本契約に定められている救済措置
が、その本質的な目的を達成できないものであるかどうかにかかわらず、シスコまたはそのサ
プライヤは、いかなる場合でも、収益もしくは利益の損失、データの喪失もしくは破損、事業
の中断、資本喪失、または特別、間接、結果的、偶発的もしくは懲罰的な損害について、発生
原因を問わず、責任論の種類、または本ソフトウェアの使用もしくは使用不能によって発生し
たかどうかにかかわらず、上記損害が発生する可能性についてシスコまたはそのサプライヤも
しくはライセンサーが事前に告知を受けていた場合であっても、一切責任を負いません。一部
の州または法域では、結果的な損害または偶発的な損害の制限または除外が許可されていない
ため、上記制限がお客様に適用されない場合があります。
本ソフトウェアの取得地が日本の場合、死亡もしくは人身傷害または詐欺的な不実表示に起因
または関連する責任を除き、本契約に定められている救済措置が、その本質的な目的を達成で
きないものであるかどうかにかかわらず、シスコ、その関連会社、役員、取締役、従業員、代
理人、サプライヤおよびライセンサーは、いかなる場合でも、収益もしくは利益の損失、デー
タの喪失もしくは破損、事業の中断、資本喪失、または特別、間接、結果的、偶発的もしくは
懲罰的な損害について、発生原因を問わず、責任論の種類、または本ソフトウェアの使用もし
くは使用不能によって発生したかどうかにかかわらず、上記損害が発生する可能性についてシ
スコもしくは認定販売元またはそれらのサプライヤもしくはライセンサーが事前に告知を受け
ていた場合であっても、一切責任を負いません。
本ソフトウェアの取得地が欧州、中東、アフリカ、アジアまたはオセアニアの場合、シスコ、
その関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサーは、収益もし
くは利益の損失、データの喪失もしくは破損、事業の中断、資本喪失、または特別、間接、結
果的、偶発的もしくは懲罰的な損害について、その発生原因（契約、不法行為（過失を含む）
または本ソフトウェアの使用もしくは使用不能に起因するものを含むが、これらに限定されな
い）にかかわらず、それぞれの場合において、たとえ当該損害が発生する可能性についてシス
コ、その関連会社、役員、取締役、従業員、代理人、サプライヤおよびライセンサーが事前に
告知を受けていた場合であっても、一切責任を負いません。州または司法管轄区域によって
は、結果的または偶発的な損害の制限または除外が許可されていないため、お客様に上記の制
限が完全には適用されない場合があります。上記の排除は、（i）死亡または人身傷害、（ii）詐
欺的な不実表示、または（iii）適用法のもとで排除できない条件に関連するシスコの責任、に
起因または関連する責任には適用されません。
お客様は次の 3 点について認識および同意しているものとします。（i）シスコは、本契約内の
保証の放棄および責任の制限に依拠して価格を決定し本契約を結んでいること、（ii）これは、
両当事者間のリスク配分（契約上の救済措置が、その本質的な目的を達成できず、結果的に損
失を被るというリスクを含む）にも反映されていること、（iii）これは、両当事者間での取引
の基幹を成す事項であること。

準拠法、管轄裁判所 本ソフトウェアの取得地が、認定販売元により受諾された発注書上の住
所の記載から判断して、米国、ラテンアメリカ諸国またはカリブ海沿岸諸国の場合、本契約お
よび保証（「本保証」）に関する規定は、法の抵触に関する条文にかかわらず米国カリフォルニ
ア州の各法に準拠し、同法に従って解釈されます。また、本契約または本保証に起因する各種
申し立てについては、カリフォルニア州内の州裁判所および連邦裁判所が専属的に管轄しま
す。本ソフトウェアの取得地がカナダの場合、現地法が明示的に禁止していない限り、本契約
および本保証は、法の抵触に関する条文にかかわらず、カナダのオンタリオ州の各法に準拠
し、同法に従って解釈されます。また、本契約または本保証に起因する各種申し立てについて
は、オンタリオ州内の各裁判所が専属的に管轄します。本ソフトウェアの取得地が欧州、中
東、アフリカ、アジアまたはオセアニア（オーストラリアを除く）の場合、現地法が明示的に
禁止していない限り、本契約および本保証は、法の抵触に関する条文にかかわらず英国の各法
に準拠し、同法に従って解釈されます。本契約または本保証に起因する各種申し立てについて
は、英国内の各裁判所が専属的に管轄します。また、本契約が英国法に準拠する場合、本契約
の当事者ではない者は、本契約のいずれの条項についても、Contracts (Rights of Third Parties)
Act 1999（1999 年契約（第三者の権利）法）に基づいて権利行使を行ったり、利益を享受した
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りする権利を有しません。本ソフトウェアの取得地が日本の場合、現地法が明示的に禁止して
いない限り、本契約および本保証は、法の抵触に関する条文にかかわらず日本国の各法に準拠
し、同法に従って解釈されます。また、本契約または本保証に起因する各種申し立てについて
は、日本国内の東京地方裁判所が専属的に管轄します。本ソフトウェアの取得地がオーストラ
リアの場合、現地法が明示的に禁止していない限り、本契約および本保証に関する規定は、法
の抵触に関する条文にかかわらずオーストラリア連邦ニュー サウス ウェールズ州の各法に準
拠し、同法に従って解釈されます。また、本契約または本保証に起因する各種申し立てについ
ては、ニュー サウス ウェールズ州内の州裁判所および連邦裁判所が専属的に管轄します。本
ソフトウェアの取得地がその他の国の場合、現地法が明示的に禁止していない限り、本契約お
よび本保証に関する規定は、法の抵触に関する条文にかかわらず米国カリフォルニア州の各法
に準拠し、同法に従って解釈されます。また、本契約または本保証に起因する各種申し立てに
ついては、カリフォルニア州内の州裁判所および連邦裁判所が専属的に管轄します。
上記のすべての国について、両当事者は、国際物品売買契約に関する国際連合条約の規定の適
用を明示的に否定します。上記にかかわらず、いずれの当事者も、当事者の知的所有権または
所有権の侵害の申し立てに対して、適切な司法管轄区域の裁判所において暫定的な差し止めに
よる救済を求めることができます。本契約のいずれかの規定が無効または施行不能なものと
なった場合でも、本契約の残りの規定および本件保証書は有効に存続します。本契約内に別段
の明示規定がない限り、本契約は、本件ソフトウェアおよび本件文書の使用許諾に関する両当
事者の合意事項をまとめた唯一の文書となり、本件注文書またはその他の文書内の抵触規定ま
たは追加規定に優先し、これらの規定はすべて除外されます。本契約書は英語で記述されてお
り、両当事者は、英語版が優先することに同意しているものとします。
製品保証条件およびシスコ製品に適用されるその他の情報は、次の URL に掲載されています。
http://www.cisco.com/go/warranty/
-- 契約書終わり --
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