An Apple Subsidiary
FileMaker Server ソフトウェア・ライセンス
重要−注意深く読んで下さい。

このソフトウェアをインストールした場合、コピーした場合、ダウンロードした場合、このソフトウェ

アにアクセスした場合、あるいはその他の方法でこのソフトウェアを使用した場合、本ライセンスの条件に拘束されることに同意したこと
になります。本ライセンスの条件に同意されない場合は、このソフトウェアをインストールしたり、このソフトウェアにアクセスしたり、
このソフトウェアを使用したりすることはできません。本ライセンスの条件に同意されない場合は、このソフトウェアを、インストールせ
ずに、アクセスせずに、未使用のままご購入先に速やかに返品し（可能であれば）、代金全額の返還を求めてくださいのコピーを直ちに破
棄してください。
あなたが「ファイルメーカー・ボリュームライセンスアグリーメント」に基づいてこのソフトウェアのライセンスを取得した場合は、本ラ
イセンスの条件ではなく「ファイルメーカー・ボリュームライセンスアグリーメント」の条件が適用され、本ライセンスの条件によりこの
ソフトウェアについて追加のライセンスが許諾されるわけではありません。
本ライセンスに付随するここに特定されるソフトウェアとドキュメンテーション（以下「本ソフトウェア」といいます。）は、FileMaker,
Inc.と FileMaker International（以下総称して「FMI」といいます。）の両方またはいずれか一方が、本ライセンスの条件に基づいてのみ、
あなたに対し使用許諾したものであり、販売したものでありません。また、FMIは、あなたに対し明示的に許諾した権利を除くすべての権
利を留保します。許諾された権利は、ここに記載されるとおり、FMIおよびそのライセンサーが本ソフトウェアについて有している知的財
産権に限定され、それ以外のいかなる特許権や知的財産権その他の権利も含んでおりません。あなたは、本ソフトウェアを記録または固定
した媒体を所有するものですが、本ソフトウェア自体の所有権は、FMIおよびそのライセンサーに帰属します。
あなたが限定的評価のために本ソフトウェアの評価版を受け取られた場合、その評価版は通知されている一定の日に機能を停止するようプ
ログラムされており、下記第1条(c)項は、評価期間中に無制限のユーザライセンスを使用できるようにするものに変更され、下記第5条は
、本ソフトウェアの評価版が「現状のまま」いかなる保証もなしに提供されるものである旨に変更されます。下記のその他の条件は、本ソ
フトウェアの評価版および製品版の両方に適用されます。評価版ソフトウェアの試用期限が切れた場合、製品版（アップグレード版を含む
）のソフトウェアを購入しない限り、評価版ソフトウェアで作られたいかなるデータベースも、その使用を直ちに停止しなければなりませ
ん。
1.

ライセンス。
(a) 一般的なライセンス。

本ソフトウェアは、データベースサーバー、Web公開エンジン、Webサーバーモジュール、スクリ

プトエンジン、およびODBC/JDBC接続APIのコンポーネントのみにより構成されます。あなたは、(1) 本ソフトウェアのすべてのコンポー
ネントを、1台のコンピュータにインストールする、または（2）Web公開エンジンのコンポーネントを1台のコンピュータにインストール
し、その他のすべてのコンポーネントを別の１台の同一のコンピュータにインストールすることができます。あなたは、同じオペレーティ
ングシステムからの本ソフトウェアのインスタンスを2つ以上（例えば、仮想化環境や他の技術の使用などにより）同時に使用したり実行
したりすることはできません。
(b) クライアントドライバ。

FileMaker ODBC/JDBC 「クライアントドライバ」は、サードパーティー・アプリケーションまた

はカスタム・アプリケーションがODBCデータソースまたはJDBCデータソースとしてFileMaker Serverにアクセスできるようにするための
本ソフトウェアのドライバ部分です。あなたは、2台以上のコンピュータで使用するためにクライアントドライバを複製し頒布することが
できますが、ただしそのクライアントドライバは本ソフトウェアと共にしか使用できないという条件付きとします。
(c) ユーザアクセス。

本ソフトウェアは、FileMaker WebDirect Webブラウザクライアント、FileMaker Goクライアントおよ

びFileMaker Pro Advancedクライアント（以下総称して「クライアント」といいます）を使用してデータベースサーバーに保存されている
データにアクセスする権利を含みます。あなたは、あなたが購入するライセンスの種類に応じて本ソフトウェアにの適切なアクセスするす
べてのユーザのための適切なアクセスを購入する必要があります。
(i) ユーザライセンス。

あなたがユーザライセンス（以下「ユーザライセンス」といいます）に基づいて本ソフトウェ

アへのアクセスを購入している場合は以下の条件が適用されます（第1条(c)(ii)項は適用されません）。ユーザーライセンス契約に

基づいて本ソフトウェアのライセンスを取得する企業または組織はクライアントを使用して本ソフトウェアへアクセスする特定さ
れた各個人ごとにライセンスを購入しなければなりません。このションソフトウェアにアクセスするライセンスを有する特定され
た各個人が「ユーザ」として定義されます。ユーザは本ソフトウェアにアクセスするためにクライアントを使用することができま
す。ユーザは有効なユーザライセンスを有している限り、同時接続ライセンスの契約に基づき購入されたFileMaker Serverにアク
セスするためにクライアントを使用し、FileMaker Serverにアクセスする際にそのユーザライセンスを使用することができます。
あなたは同時接続ライセンスの契約にて購入されたFileMaker Pro Advancedクライアントから本ソフトウェアへのアクセスを許可
してはなりません。あなたはFileMaker Cloud EULA に詳細が定められるBYOLプログラムを通じて、各ユーザライセンス契約に基
づく1のFileMaker ServerをFileMaker Cloudに変更することができます。FileMaker ServerをFileMaker Cloudに変更する場合、あ
なたは同じFileMaker Serverのすべての使用を直ちに停止しなければなりません。
(ii) 同時接続ライセンス。

あなたが同時接続ライセンスに基づき本ソフトウェアへのアクセスを購入している場合は以

下の条件が適用されます（第1条(c)(i)項は適用されません）。同時接続ライセンスソフトウェアのライセンスを契約している組織ま
たは企業（以下「ライセンス組織」といいます。）は特定の時間にFileMaker Serverに同時にアクセスする個々の接続（以下「同
時接続」といいます。）の最大数と同じ数の同時接続ライセンスを購入しなければなりません。FileMaker Serverにアクセスする
各クライアントは同時接続として計測されます。あなたはあなたのライセンス組織の社員にのみ本ソフトウェアへアクセスするた
めにFileMaker Pro Advancedクライアントの使用を許可することができます。またあなたはライセンス組織の臨時派遣社員、契約
社員、コンサルタントが、ライセンス組織に代わって事業を行う場合に限り、これらの者に本ソフトウェアへアクセスするための
FileMaker Pro Advancedクライアントの使用を許可することができます。ライセンス組織が教育機関である場合、あなたは当該ラ
イセンス組織の学生、教職員、教育助手、管理者またはスタッフに、本ソフトウェアにアクセスするために、あなたの教育機関が
所有しているコンピュータ上のFileMaker Pro Advancedクライアントの使用を許可することができます。FileMaker WebDirectの
場合には、FileMaker Serverに接続されるウェブブラウザの各タブを別接続のクライアントとして、同時接続としても計測します
。あなたはユーザライセンス契約に基づき購入されたFileMaker Pro Advancedクライアントを同時接続ライセンスソフトウェアに
アクセスさせることができます。同時接続ライセンス契約に基づく1のクライアントが複数のFileMaker Serversに同時にアクセス
した場合、同時接続は個々のクライアントによるアクセスされる各FileMaker Serversについて必要となります。あなたはいかなる
ときもライセンス付与された同時接続の総数を上限としてのみ使用することができます。あなたはFileMaker Cloud EULA に詳細が
定められるBYOLプログラムを通じて、本ソフトウェアをFileMaker Cloudに変更することができます。本ソフトウェアをFileMaker
Cloudに変更する場合、あなたは本ソフトウェアのすべての使用を直ちに停止しなければなりません。
製品版として個別購入されたFileMaker Pro Advanced（以下「コンピュータライセンス」といいます。）がインストールされてい
るコンピュータからFileMaker Serverへアクセスされる場合には、そのコンピュータライセンス接続については他のライセンス契約種別に
て購入された計測には含まれません。
(d) FileMaker Data API ライセンス。

FileMaker Data API機能（以下「Data API機能」といいます。）では、あなたの

FileMaker Server上のデータベースにREST APIデータリクエスト（以下個別に「データリクエスト」といいます。）を送ることによってあ
なたのFileMaker Server上のデータベース上のデータについて受信および送信ができます。あなたが送信できるデータリクエストの数は契
約により定めるAPI データ転送量（以下「API データ転送量」といいます。）により制限されます。インバウンドのデータリクエスト（あ
なたのFileMaker Server上のデータベースにデータを受信する場合）については無制限のAPI データ転送量が与えられます。アウトバウン
ドのデータリクエスト（あなたのFileMaker Server上のデータベースからデータを送信する場合）についてはあなたが購入する追加のデー
タ転送量とともに本ソフトウェアに含まれるAPI データ転送量に限定されます。あなたが追加の条件を定めるユーザライセンス契約又はサ
イトライセンス契約に基づき本ソフトウェアを購入する場合はユーザライセンス契約又はサイトライセンス契約に基づきあなたが受ける
API データ転送量はあなたがユーザライセンス契約又はサイトライセンス契約に基づき使用するすべてのFileMaker Serversの間で共有され
ます。あなたに与えられたAPI データ転送量はあなたの現在の契約条件のためにのみ与えられるものであり、未使用のAPI データ転送量は
次の契約期間に繰り越すことはできません。
(e) 年間ライセンスおよび期間限定ライセンス。 あなたが年間ライセンスまたはその他の期間限定ライセンス（例：アニュアルボ
リュームライセンスアグリーメント（年間ボリュームライセンス契約）またはアニュアルサイトライセンスアグリーメント）に基づいて、
本ソフトウェアのライセンスを取得した場合、あなたは、当該ライセンスアグリーメントの有効期間中のみ、本ソフトウェアを使用するこ
とができます。当該ライセンスアグリーメントの期間満了時には、すべてのソフトウェアの使用を中止しなければなりません。
(f) バックアップ。

あなたは、バックアップの目的のためだけに機械が読み取れる形式にて本ソフトウェアのコピーを1部作成

することができます。本ライセンスの明示的な条件として、あなたは、各々のコピーに、FMIが供給したオリジナルコピーに示される著作
権表示およびその他の財産権の表示を複製しなければなりません。

(g) アップグレードおよびアップデート。

本ソフトウェアがアップグレードまたはアップデートとしてライセンスされた場合は

、同じソフトウェアの有効にライセンスされたバージョンにとり代わるものとしてのみ、本ソフトウェアを使用することができます。アッ
プグレードおよびアップデートは、本ソフトウェアに対する第二のライセンスの許諾を意味するものではないことをご了承ください。（従
って、アップグレードまたはアップデートされたバージョンと従来のバージョンを共に使用することや従来のバージョンを第三者に譲渡す
ることは、認められません。）
(h) 教育。

本ソフトウェアが教育機関用の割引を受けて使用許諾されている場合、本ソフトウェアは、幼稚園から高校３年生ま

での認定教育機関（もしくは同等機関）または教育のみを目的とした高等教育機関にて受講生徒、教授陣、教員および事務職員のみが使用
することができます。
2.

制限。
(a) FileMaker Server デベロップメントライセンス。

あなたがFileMaker Serverデベロップメントライセンスの許諾を受けてい

る場合、本ソフトウェアの使用は、FileMaker Pro Advanced、ODBC/JDBC、FileMaker GoクライアントおよびFileMaker WebDirectクラ
イアント、FileMaker Data APIデータ転送量の最大限度数、およびデベロップメントライセンスに応じて規定されるWebセッションの最大
限度数の制限を受けます。さらに、そのデベロップメントライセンスのもとで提供される本ソフトウェアは、開発やテストの目的のみに使
用できるものであり、本番環境で使用することはできません。
(b) その他の制限。

あなたは、適用される法律によって明示的に認められる場合を除き、本ソフトウェアをリバースエンジニア

、逆コンパイルまたは逆アセンブルしてはなりません。あなたは、本ソフトウェアを修正、改造、翻訳、レンタル、リース、貸与してはな
りません。また、あなたは、本ソフトウェアもしくはその一部に基づく派生的な著作物（二次的著作物）を作成してはなりません。
(c) 使用制限。

本ソフトウェアは、原子力施設の運用、航空機の運航・通信システム、航空管制システム、生命維持装置、その

他本ソフトウェアの動作不良が死亡、怪我または重大な物理的あるいは環境的損害につながる恐れのある機械・装置において使用されるこ
とを予定したものではありません。
(d) 譲渡制限。

あなたは、事前にFMIの書面による承諾を得ずに、本ライセンスのもとでのあなたの権利を第三者に移転または

譲渡することはできません。
(e) 第三者の承認。

FMIソフトウェアおよびFMIソフトウェアに含まれる第三者のオープンソースプログラムコンポーネントの

いくつかは、FMIのオープンソースWebサイト (http://www.filemaker.com/support/downloads/)により既に第三者あるいはFMIによっ
て公開されており、また今後も公開される可能性があります（以下「オープンソースコンポーネント」と総称します）。当該著作物に関す
る責任の引受け、ライセンス条項および権利の拒否に関する事項はFMIソフトウェアに関するオンライン上の電子的書面に記載されている
か、または当該著作物に添付される場合があり、お客様の当該著作物の使用についてはそれらの各条項が適用されるものとします。
(f) 商業的ホスティング制限。

あなたが商業的ホスティングを提供する場合、１顧客に対してのみ各本ソフトウェア・ライセン

スへのアクセスを許諾することができます。あなたはあなたがホスティングサービスを提供する各顧客ごとに少なくとも1つのFileMaker
Serverソフトウェア・ライセンスを取得しなければなりません。あなたがFMIのサイトライセンスアグリーメントまたはアニュアルサイト
ライセンスアグリーメントに基づいて、本ソフトウェアの許諾を受けている場合、本ソフトウェアを商業的ホスティングを提供するために
使用してはなりません。
3.

終了。

本ライセンスは、その終了時まで有効です。あなたが本ライセンスの規定に従わない場合は、FMIからの通知も裁判に

よる決定も要することなく、本ライセンスは自動的に終了します。あなたが年間ライセンスまたはその他の期間限定ライセンスに基づいて
、本ソフトウェアのライセンスを取得した場合、当該ライセンスの有効期間が満了する前または終了する前に更新のための支払をしない限
り、あなたのライセンスは期間満了時または終了時に直ちに終了となり、すべてのソフトウェアの使用を中止しなければなりません。その
ライセンス期間満了時または終了時に、あなたは、本ソフトウェア、付随するすべての書面資料およびそれらすべての複製物を破棄しなけ
ればなりません。なお、第5条、第6条、第7条および第9条は、本ライセンスの終了または取り消しの後も有効に存続し適用されます。
4.

輸出管理。

お客様は、アメリカ合衆国の法律およびFMIソフトウェアが取得された国の法律が認めている場合を除き、FMI

ソフトウェアを使用または輸出もしくは再輸出することはできません。特に、例外なく、FMIソフトウェアを、次のいずれの者に対しても
、輸出または再輸出を行うことはできません。(a)アメリカ合衆国の通商禁止国(b)アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of
Specially Designated Nationals)またはアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト(Denied Person's List or Entity List)上の一切の者。FMI
ソフトウェアを使用することにより、お客様は、上記国家に住居を定めていないこと、あるいは上記リストに該当するものではないことを
表明および保証するものとします。また、お客様は、お客様がアメリカ合衆国の法律で禁止されている目的でFMIソフトウェアを使用しな
いことに同意していただいたものとし、当該目的には核、化学兵器もしくは生物兵器の開発、設計、製造または生産を含みますがこれらに
限定されません。

5.

限定保証。

本契約に別段の定めがない限り、あなたが購入された日から90日間、FMIは、FMIが提供した状態での本ソフト

ウェアが、付随するドキュメンテーションに実質的に従うものであることを保証します。上記の限定保証に違反した場合のFMIの全責任お
よびあなたの唯一かつ排他的な救済手段は、FMIの選択により、本ソフトウェアの交換、本ソフトウェアの購入代金の払い戻し、または本
ソフトウェアの修理のいずれかに限定されます。
この限定保証は、FMIの行う唯一の保証であり、FMIおよびそのライセンサーは、商品性、満足のゆく品質および特定目的への適合性など、
本ソフトウェアおよび付随する文書について、その他一切の明示または黙示の保証および条件を明確に否認します。さらに、あなたが本ソ
フトウェアの利用を妨げられることはないという保証や本ソフトウェアが第三者の財産権を侵害することはないという保証は一切ありませ
ん。FMIは、本ソフトウェアの操作が中断されることがないという保証、エラーが発生することなく本ソフトウェアの操作がおこなわれる
という保証、あるいは本ソフトウェアの瑕疵を修正するという保証はいたしません。FMIまたはFMIの授権された代表者が口頭もしくは書面
で情報や助言を提供したとしても、それは保証を成立させるものではありません。一部の法域では、黙示の保証の排除も制限も認められて
いないため、上記の制限が適用されない場合があります。本第5条に基づく責任の否認および限定保証は、取引以外の方法で本ソフトウェ
アを取得した消費者の法定の権利を損ねるものではなく、また、FMIの過失による死亡または人身被害に対する責任を制限するものでも、
排除するものでもありません。
6.

救済および損害額の除外および制限。
(a) 除外。

FMI、その親会社および子会社、ならびにこれらのもののライセンサー、取締役、役員、従業員および関連会社は、

予測可能であったかどうかに関わらず、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに付随する文書の使用または使用不能により生じたかを問わ
ず、いかなる派生的損害、付随的損害、間接損害および特別損害（営業利益の損失、事業の中断、企業情報の損失などによる損害を含むが
これに限定されない損害）についても、あなたに対して責任を負いません。このことは、クレームの根拠（契約、過失その他不法行為や法
令に基づくか、その発生方法）をも問わず、FMIまたはFMIの代表者がこうした損害発生の可能性についてたとえ知らされていたとしても同
様とします。
(b) 制限。

上記第6(a)項にて除外されていない原因による損害（契約、過失その他不法行為や法令に基づくか、その他発生方

法に関わらない）についてあなたに対するFMIの責任の合計額は、5米ドルまたは損害の原因となった本ソフトウェアのために支払われた金
額のうちいずれか高い方の金額に制限されます。両当事者は、この救済および損害額についての制限規定がすべての保証救済の実質的目的
から独立して履行され、その目的がなくともこの規定が存続することに同意します。FMIの過失による人身被害の場合は、適用される法律
により責任を求められる場合にはその範囲に限り、この制限は適用されません。一部の法域では派生的損害または付随的損害に対する責任
の排除も制限も認められていないため、上記の制限が適用されない場合があります。本ライセンスのいかなる条項も、業務上以外でソフト
ウェアを取得する消費者への法律上の権利に影響を与えるものでも害するものでもありません。
7.

データ使用に対する同意。

お客様は、FMIおよびその子会社ならびに代理人がお客様のコンピュータ、システムおよびアプリ

ケーションソフトウェアならびに周辺機器に関わる情報を含みこれらに限定されませんが、これらの診断、技術および関連情報を収集、保
持、処理、および使用する場合があることに同意していただいたものとさせていただき、なお、これらの情報は、FMIソフトウェアに関連
する必要なソフトウェアアップデート、製品サポートおよびその他サービスをお客様へ円滑に提供するため、および本ライセンス条件の遵
守を確認するため、定期的に収集されるものです。FMIは、弊社製品の改善またはお客様に対するサービスもしくは技術の提供を行うため
に、お客様を個人的に特定しない方法に限り、集約した情報を使用する場合があります。
情報は、いかなる場合においても、FileMakerのプライバシーポリシーに従って取り扱われます。当該プライバシーポリシーは
http://www.filemaker.com/legal/ にてご確認いただけ、参照することによって本ライセンスの一部となります。
8.

FileMaker Admin API (Trial) ライセンス。

Admin API (Trial) の機能（以下「Admin API 機能」といいます）は、2019年9

月27日までの限定期間（以下、「試用期間」といいます）、本ソフトウェアでの使用が可能です。Admin API 機能は、データベースとス
ケジュール管理をするためにソフトウェア経由でのREST API データリクエストを行うことができます。本契約における異なる定めにかか
わらず、Data Admin API 機能は現状有姿のまま、いかなる種類の保証も伴わず提供されます。FMIはその単独の裁量により試用期間を延長
する権利を留保するものとします。
FMIは本契約で提供されるAdmin API 機能についてのメンテナンス、テクニカルサポート又はその他のサポートを提供する義務や、Admin
API 機能についてのアップデートをお客様に提供する義務を負うものではありません。
お客様は、FMIは将来においてこのAdmin API 機能の商用版を誰かに公表したり、使用可能にする義務を明示的にも黙示的にも負うもので
はないことを認識するものとします。もし商用版が利用可能になった場合、それは本契約におけるAdmin API 機能のものとは異なった特徴
又は機能を有すること、また別途の料金が必要になることがあります。

9.

一般条項。

本ライセンスが購入された国にFMIの子会社がある場合は、本ライセンスには子会社がある国の法律が適用されま

す。それ以外の場合は、本ライセンスには、アメリカ合衆国およびカリフォルニア州の法律が適用されます。両当事者は、国際商品売買契
約に関する国連協定（1980年）（United Nations Convention on Contracts for International Sale of Goods (1980)）（改正がある場
合は改正後のものを意味します）は、本ライセンスに一切適用されないことに同意します。本ライセンスは、本ライセンスの条件に基づい
てライセンスされた本ソフトウェアについての両当事者間における合意の全体を構成するものであり、本主題に関するこれまでのすべての
了解事項に取って替わるものです。あなたはFMIが行った表明に依拠したことを確認し、同意します。ただし、本ライセンスのいずれの条
項も、不正に行われた表明に対する損害を制限または除外するものではありません。本ライセンスの修正または変更は、FMIにより書面に
て署名されない限り、拘束力がないものとします。本ライセンスの規定が、管轄権を有する裁判所によって法律に違反すると判断された場
合は、その規定は、法律で認められる限度まで履行を強制できるものとし、本ライセンスのその他の規定は、引き続き有効に存続するもの
とします。FMIがその権利または救済策を行使しなかったか、その行使が遅れたことは、明確な書面による通知がない限り、権利の放棄を
構成しません。FMIが権利または救済策を1つだけまたは部分的に行使しても、それはその他の権利または救済策を放棄することやさらなる
行使を排除することを構成しません。本ソフトウェアおよび関連するドキュメンテーションは48 C.F.R. §2.101にて定義される「
Commercial Items」であり、48 C.F.R. §12.212 または 48 C.F.R. §227.7202で使用されている「Commercial Computer Software」お
よび「Commercial Computer Software Documentation」により構成されています。48 C.F.R. §12.212 または 48 C.F.R. §227.7202-1
ないし 227.7202-4に従い、Commercial Computer SoftwareおよびCommercial Computer Software Documentationは、(a)
Commercial Items として、(b)この使用条件に従ってその他のすべてのエンドユーザーに付与される権利と同じ権利のみがアメリカ合衆国
政府にライセンスされています。アメリカ合衆国の著作権法に基づく公表権(Unpublished-rights)は留保します。

