
NATIONAL INSTRUMENTSソフトウェア使用許諾契約書 
 
このソフトウェア使用許諾契約(以下「本契約」といいます)を注意深く読んでください。お客様は、イ
ンストール手続を完了させるために、ソフトウェアをダウンロードし、及び／又は、該当するボタン
をクリックすることにより、または該当する見積書（下記に定義する）を締結することにより、本契
約の条項に拘束されることに同意することになります。もしお客様が、本契約の当事者となり、本契
約の条項に拘束されることを希望されない場合は、ソフトウェアをインストール又は使用してはなら
ず、ソフトウェア(ならびにすべての添付資料及びその包装)の受領後 30 日以内に返品してください。
NI に対するすべての返品は NI のその時点における最新の返品条項に従うものとします。もしお客
様がある法主体を代理して本契約を受け入れているのであれば、お客様は、お客様が当該法主体を本
契約に拘束させる権限があることに同意し、表明します。本契約において、「お客様」および
「お客様の」とは、当該法主体を意味します。「見積書」とは、NI がソフトウェアのライセンス
の購入に関しお客様に発行する見積書または類似の発注文書を意味し、本契約を参照し、本契約
のハイパーリンクが張られ、または本契約が参照により組み入れられるものを意味します。 

 
本契約の諸条件は、本契約と共に提供されるコンピュータ・ソフトウェア、メンテナンス、テク
ニカル・サポート又はソフトウェアのための他のサービス・プログラムの一部として、更新期間
中を含め、後に NI により提供される可能性のある、ソフトウェアに対するすべてのアップデート
又はアップグレード(ただし、別のソフトウェア・ライセンスの条項が付されるアップデート、ア
ップグレード又は更新を除きます)並びにすべての付属ドキュメンテーション、ユーティリティ及
びドライバ・インターフェイス・ソフトウェア(以下総称して「本ソフトウェア」といいます)に
適用されます。「本ソフトウェア」の用語の定義には、NI がお客様に提供する特定の第三者のソ
フトウェア(以下「第三者ソフトウェア」といいます)を含みませんが、それは、インストール時
にある別のライセンス条項、又は別途本ソフトウェアと共に提供されるライセンス条項に従いま
す。また、本ソフトウェアは、本ソースコード(「本ソースコード」は付帯条項 A で定義され、か
つ、付帯条項 A に記載される条項に従ってライセンスされます)、ソースコード・ライセンスを含
みません。 

 
1. ライセンスの許諾；制限 

 

A. お客様が NI に対して適用ある料金をお支払い頂くこと、また本契約に定められている条
項へ従うことを対価として、またこれを条件として National Instruments Corporation
又は National Instruments Ireland Resources Ltd.(以下「NI」といいます)は、製造国に
より適用あるとおり、お客様に対し、該当するライセンス期間中、限定的な、取消し可
能な、非独占的、譲渡不能、サブライセンス不能な権利及びライセンス(NI からお客様に
対し提供される適用あるドキュメンテーションにおいて特定される、ライセンスのタイ
プにより許諾された特定の設定においてのみ、本ソフトウェアをインストール、使用す



る権利及びライセンス)を付与します（以下「本ライセンス」といいます）。本契約（見積
書を含むがこれに限られない）又は NI からお客様に対し提供される適用あるドキュメンテ
ーションにおいて別段の規定がない限り、適用ある本ライセンスのタイプは非コンカレ
ント指定ユーザ・本ライセンスであり、そのライセンス期間（以下「ライセンス期間」
といいます）は、見積書に記載されます。本ソフトウェアは認定アプリケーション(下記
で定義されます)である場合を除き、お客様の内部使用専用です。お客様の本ライセンス
には、あらゆる用途または消費上の制限、権利付与の対象となり、そのパラメーターは
見積書に指定されます（以下「ライセンスの範囲」といいます）。 

本契約においては、以下のとおりとします。 

「非コンカレント・ライセンス」とは、コンピュータベース及び/又はユーザベース・ラ
イセンスを意味し、このライセンスにより、お客様は、お客様の職場にある 1 台のコン
ピュータにおいて本ソフトウェアをインストール及び/若しくは使用するか、又は特定の
指定ユーザのみに当該本ライセンスを利用させることができます。 

「コンカレント・ライセンス」とは、お客様の場所における許可を受けたユーザ及び/又
はお客様の最大シート数による使用のために、お客様がお客様の場所にある任意のコン
ピュータに本ソフトウェアをインストールすることを認めるライセンスを意味します。 

「許可を受けたユーザ」とは、見積書に別段の規定がない限り、お客様の従業員又は第
三者である請負業者を意味します。 

「最大シート数」とは、NI からお客様に対し提供される適用ある見積書又はその他のド
キュメンテーションにおいて特定される、お客様が取得したシート及び/又はコンピュー
タの数を意味します。 

お客様がコンカレント・ライセンスを購入している場合、いかなる場合も、いずれかの
本ソフトウェアに同時にアクセスする及び/又はいずれかの本ソフトウェアを同時に実行
する、許可を受けたユーザの数及び/又は最大シート数（つまり、コンカレント・ユー
ザ）は、お客様の本ライセンスで定義されている許可を受けたユーザの数及び/又は最大
シート数を超えることはできません。お客様は、Approved Volume License Manager、
及び NI が提供する、前記の遵守を確認するためエンドユーザの本ソフトウェアに対する
アクセスを管理するライセンス・ファイルを使用することに同意します。お客様がコン
カレント・ライセンスの提供を受けている場合、NI は、いかなる時点でも本ソフトウェ
アのコンカレント・ユーザ数が許可を受けたユーザの数及び/又はお客様が購入した最大
シート数を超えている場合にお客様の本ライセンスを自動的に終了する権利を有するも
のとします。 

 

B. 制限 お客様は、本ソフトウェアの使用において、適用ある法律に違反してはなりません。
本ライセンスの条件として、お客様は、本契約で明示的に許可された場合に本契約にお
いて明示的に許可された範囲において行う場合を除き、以下のことをしてはなりません。 



 
(i) 本ソフトウェアの修正、翻訳、ポートを行い、又は本ソフトウェアの派生物を作成

すること 
 

(ii) フローティング使用、コンカレント又はその他共同での使用において、本ソフトウ
ェアをインストールし又は使用すること 

 
(iii) 本ソフトウェア（または本ソフトウェアのためのあらゆるパスワード、キー又は他

のアクセスコード）を頒布し、又はその他の方法により第三者に利用可能にするこ
と（タイムシェアリング、外注、またはサービス・ビューローなどの一部として提
供すること等） 

 
(iv) 本ソフトウェアの公的実行または表示 

 
(v) 適用ある法律がこの制限を明示的に禁止しない限り、本ソフトウェアをリバースエ

ンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、またはその他の方法によりソース
コードもしくは文字以外の側面（基底構造、シーケンス、組織、ファイルフォーマ
ット、非公開の API、アイディア、またはアルゴリズムなど）の発見を試みること 

 
(vi) 適用ある法律が特にこの制限を明示的に禁止しない限り、本ソフトウェアのアクセ

ス制限若しくは暗号を無効化し又は回避すること 
 

(vii) 本ソフトウェアをサブライセンス、リース、貸付もしくは貸与すること 
 

(viii) NI 又は第三者の所有であるかどうかに関わらず、本ソフトウェアに含まれる、あら
ゆるタイトル、ロゴマーク、商標、著作権、特許表示、電子透かし、免責事項又は他
の法的表示を除去、最小化、妨害又は修正すること; あらゆる本ソフトウェア(認定
アプリケーションに含まれるあらゆる本ソフトウェアを含みます)を、その利用、変
更又は頒布の条件として、(a)ライセンスに従ったコードがソースコード形式で開示
若しくは頒布されること、又は、(b)ライセンスの対象であるコードの派生物を修正
若しくは作成したりする権利を他者が有していることを要求するライセンスの対象
とすること 

 
(ix) 接続をプールし、または本ソフトウェアへのアクセスもしくは本ソフトウェアを使

用するユーザまたはエンドポイントの数を減少する（「仮想化」、「多重化」、ま
たは「プーリング」ともいいます）ためにハードウェア、ソフトウェア、デバイス、
または技術を使用すること 
 



(x) 本ソフトウェアでストレステスト、ペネトレーションテスト、若しくは脆弱性スキ
ャニングを実施すること、又はこれらの実施の結果若しくは本ソフトウェアのその
他の性能データをその他の方法により公開若しくは開示すること（NI の事前の明示
的な書面による承認がある場合を除きます） 
 

(xi) グラフィカルプログラミング環境のためのエディターの機能を実行するアプリケー
ションを作成するために、あらゆる本ソフトウェアのスクリプティング機能を使用
すること 

 

C. お客様の本ソフトウェアの使用は、本ソフトウェアに付随する適用あるドキュメンテー
ションに従わなければならず、そのようなドキュメンテーション若しくは本契約の目的
を回避し又は回避しようとする形でなされてはなりません。上記の一般性を制限するこ
となく、お客様は、ライセンスの範囲を超え、またはこれを迂回する目的で、本ソフト
ウェアの内外で技術的その他の手段を使用することはできません。 

 

D. お客様は、バックアップ又はアーカイブの目的のみに、本ソフトウェアの合理的な部数
のコピーを作成することができ、また、本ソフトウェアの使用に関するお客様の内部使
用のためのみに、本ソフトウェアに付随するドキュメンテーションの合理的な部数のコ
ピーを作成することができます。本ソフトウェアは、ライセンス期間の満了または本契
約の終了のいずれか早い時までに、お客様のコンピュータから速やかにアンインストー
ルされなければなりません。 

 

E. 見積書に特に別段の記載がない限り、本ソフトウェアは、電子的に納入されます。本ソ
フトウェアは納入時にお客様に受領されたものとみなします。 

 
2. ライセンスのタイプ 

 

A. 指定ユーザ・ライセンス お客様が指定ユーザ・本ライセンスを取得した場合、お客様は、
お客様が NI に指定し、登録した 1 個人(以下「指定ユーザ」といいます)の 1 つの職場に
おいて、最大 3 つのコンピュータに本ソフトウェアをインストールすることができます。
本契約の目的のために、コンピュータは、一つの計算装置であり、又は、もし本ソフト
ウェアがバーチャルマシンに接続して使用されるのであれば、計算装置上の一つのバーチ
ャルマシンです。指定ユーザは書面による NI 登録手続を通して特定されなければなりま
せん。指定ユーザは、本ソフトウェアを使用又は別の方法で起動させることができ、ま
た、本ソフトウェアは同時に 2 つ以上のコンピュータにおいて起動させてはなりません。
お客様は、インストールされた本ソフトウェアが異なるユーザにより起動されるような
形でネットワークを通じてインストールされた本ソフトウェアへのアクセスを共有しては



なりません。お客様は、それぞれの新しい指定ユーザ・本ライセンスが NI に登録されて
いるのであれば、指定ユーザを他の指名される従業員に変更することができます。この場
合、旧指定ユーザは、自己のコンピュータデバイスから本ソフトウェアをアンインストー
ルします。ただし、そのような変更は一暦年間に 4 回を超えてはなりません。お客様は、
お客様の裁量により、指定ユーザ・本ライセンスをコンピュータベース・ライセンスに
変更することができます。ライセンス期間の満了、本契約の終了、または基礎となる本
ライセンスに従い指定ユーザの本ソフトウェアを使用する権限が終了した日のいずれか
早い日に、本ソフトウェアは、お客様のコンピュータから速やかにアンインストールさ
れなければなりません。 

 

B. コンピュータベース・ライセンス お客様がコンピュータベース・ライセンスを取得した
場合、お客様は、お客様の職場において一つのコンピュータに本ソフトウェアをインスト
ールすることができます。本契約の目的として、コンピュータは、計算装置であり、又は、
本ソフトウェアがバーチャルマシンに接続して使用されるのであれば、計算装置上の一つ
のバーチャルマシンです。そのようなコンピュータにおいてインストールされた本ソフト
ウェアにアクセスし、使用できる従業員の数に制限はありません。すべての本ソフトウェ
アは同一のコンピュータにインストールされ使用されなければなりません。ただし、当該
アクセスがいかなる時点においてもお客様の複数の従業員により同時に行われないことを
条件とします。お客様は、インストールされた本ソフトウェアが異なるコンピュータにお
いて起動されるような形においても、お客様の複数の従業員による同時使用を可能とする
方法においても、ネットワークを通じてインストールされた本ソフトウェアを共有しては
なりません。もし以前の指定したコンピュータに本ソフトウェアがインストールされた状
態で残っていないのであれば、お客様は指定したコンピュータを適用できる一つの職場内
における他のコンピュータに変更することができます。ただし、そのような変更は一暦年
間に 4 回を超えてはなりません。本ソフトウェアは、ライセンス期間の満了、本契約の終
了、または基礎となる本ライセンスに従いお客様の本ソフトウェアを使用する権限が終了
した日のいずれか早い日に、お客様の指定するコンピュータから速やかにアンインスト
ールされなければなりません。 

 

C. 家庭内使用の例外 お客様が企業体又は他の主体である場合、適用あるライセンスのため
に指定された指定ユーザ、又は、コンピュータベース・ライセンスの場合は、本ソフト
ウェアがインストールされ使用されている一つのコンピュータの主たるユーザである個人
は、当該ユーザの家に設置されている一つのコンピュータにおいて本ソフトウェアをさ
らにインストールし使用することができます。ただし、当該家庭のコンピュータにおける
本ソフトウェアの使用は当該個人とお客様との雇用契約の範囲においてなされる仕事に
限られ、本契約のすべての条項に従う場合に限ります。本ソフトウェアは、根拠となるラ
イセンスの満了若しくは終了日、又は根拠となるライセンスに従って当該個人が本ソフト



ウェアを使用する権限が終了した日のいずれか早い日に、当該個人の家庭のコンピュータ
から速やかにアンインストールされなければなりません。 

 
3. 追加条項 お客様は、本契約に組み込まれる本契約の付帯条項に定められるとおり、特別なラ

イセンスのタイプ及びライセンス・プログラムを通して、本ソフトウェアに対し追加の権利
を有し、義務を負います。追加的な製品固有の規定については、本契約に組み込まれ、関連
製品のための本契約の特定の付帯条項において規定されます。付帯条項と本契約に定められ
る他の条項とが抵触する場合は、抵触する範囲で付帯条項の条項が優先します。 

 
付帯条項 A ソースコード・ライセンス
付帯条項 B 特別なライセンスのタイプ 

 
評価版ライセンス；プレリリース・ソフトウェア 
 
コンパイル限定ライセンス(Measurement Studio) 
 
ドライバ・インターフェイス・ソフトウェア 
 
マルチプル・アクセス・ライセンス(NI-488.2 Software for GPIB-ENET) 
 
コンカレント・ライセンス 
 
デバッグ・ライセンス 
 

付帯条項 C ボリューム・ライセンス・プログラム条項 
 
付帯条項 D エンタープライズ・プログラム条項 
 
付帯条項 E アカデミック・ライセンス条項 

 
付帯条項 F 製品固有の規定(LabVIEW, Measurement Studio, LabVIEW コミュニティ

エディション及び LabVIEW NXGコミュニティエディション, Multisim教育
エディション) 

 
付帯条項 G 米国政府のエンドユーザ条件 

 
4. 第三者の請負業者 お客様の第三者の請負業者は、本ソフトウェアにアクセスし、使用するこ

とができます。ただし、当該請負業者がお客様の利益のためのみにアクセスし、当該請負業



者が本契約に従ってのみ本ソフトウェアを使用することに同意し、お客様が、当該請負業者
による作為または不作為（お客様の請負業者による本契約の違反を含むがこれに限られませ
ん）について、NIに対し依然として責任を負うことに同意する場合に限ります。 

 
5. ソフトウェア・サービス もしお客様が永久ライセンスを購入したならば、お客様は、本ソフ

トウェアのためのアップグレード又はメンテナンス・サービス、テクニカル・サービス若し
くは他のサービス(以下「本ソフトウェア・サービス」といいます)を別途購入することが必
要となる可能性があります。特別なライセンスのタイプ又はライセンス・プログラムにおい
て別段の規定がある場合を除き、お客様が有期ライセンスを購入したときは、本ソフトウェ
ア・サービスの料金は、ライセンス期間全体について設定された料金に含まれます。 

 
6. ライセンスモデル；契約期間; 終了及び満了 

 

A. サブスクリプション・ライセンス・モデル 見積書に特段の定めがない限り、お客様の本
ライセンスは、有期ライセンス（以下「サブスクリプション・ライセンス」ともいいま
す）です。本契約の規定に従って終了されない限り、ライセンス期間は、当社のお客様
への請求書の日から開始します。見積書に別段の定めがない限り、ライセンス期間が満
了した時はお客様のサブスクリプション・ライセンスは、当事者の一方が更新期間が開
始する 30 日前までに更新を希望しない旨を他方当事者に通知しない限り、更に 1 年間自
動的に更新されます。更新に必要な価格は、NI の裁量に従い随時変更されます。この場
合、NI は、現ライセンス期間の終了の 60 日前までに最新の見積書をお客様に提出しま
す。新価格に同意されない場合は、更新ライセンス期間の開始の 30 日前までに更新を希
望しない旨の通知をすることができます。 

 

B. 永久ライセンス お客様がライセンスを購入し、そのライセンスが見積書に「永久」と明
示されている場合、お客様の本ライセンスおよびライセンス期間は無期限であって、本
契約の規定に従って解除されない限り、お客様は本ソフトウェアを本契約に従い、無期
限に使用する権利を有します（以下「永久ライセンス」といいます）。 
 

C. 有効期間 本契約に従い、期中解除されない限り、本契約は、適用あるライセンス期間
（以下「有効期間」といいます）が存続する限り、効力を有します。 

 

D. 終了 NIは、本ライセンスの許諾について、お客様が本契約に定める条項に従うことを条
件とします。お客様が当該条件を遵守しなかった場合、本契約は、自動的に、事前の通
知なく直ちに終了します。 

 



E. 終了又は満了の効果 本契約の終了又は満了により、その終了または満了の理由にかかわ
らず、本ライセンスは終了するものとし、お客様は速やかに本ソフトウェアへのアクセ
スおよびその使用を中止し、認定アプリケーションのすべての頒布を中止し、またすべて
の本ソフトウェアのコピーをアンインストールし、破棄しなければなりません。ただし、
破棄に代えて NI が要求する場合は、お客様は、本ソフトウェア及びすべてのコピーを NI
に引き渡さなければなりません。本契約の第 11条、第 15 条、第 16条、第 17 条、第 19
条、第 20 条、第 21 条、第 22 条 A 及び第 23 条は、本契約の終了又は満了後も効力を有
するものとします。 

 
7. 移転 お客様は、指定ユーザ・本ライセンス又はコンピュータベース・本ライセンスを、お客

様が購入した国と同じ国内にいる(又はもしお客様が EU で本ライセンスを購入した場合は、
EU 内にいる)第三者に移転することができます。ただし、(i) お客様は、NI に対し、書面で当
該移転(当該第三者の名前及び所在地を含みます)を通知し、(ii) また当該第三者が本契約の条
項に従い、また、(iii)お客様は、当該移転の後、本ソフトウェアのいかなるコピー及び本ソフ
トウェアに付属するいかなる書類をも保持してはなりません。NI は、その裁量により、お客
様に対しライセンス移転の料金を請求することができます。 

 
8. アップグレード；従前のバージョン 本ソフトウェアがアップグレードの場合、お客様が本ソ

フトウェアの従前のバージョンを使用するための有効なライセンスを持っている場合に限り、
お客様は本ソフトウェアのみを使用することができます。お客様は、本契約に従って引き渡
され、ライセンスを付与された本ソフトウェア(以下「引渡済ソフトウェア」といいます)を
使用する代わりに引渡済ソフトウェアの従前のバージョンを使用することを選ぶことができ
ます。ただし、(i)お客様が引渡済ソフトウェアの従前のバージョンの適法なコピーを有し、
(ii)すべての使用が本契約に従い、(iii)本契約中の反対の趣旨の規定にかかわらず、NI が、引
渡済ソフトウェアのその時の最新版を除き、本ソフトウェア(適用あるソフトウェアキーコー
ド又はハードウェアキーを提供することを含みます)のバージョンをサポートすることが求め
られていない場合に限ります。 

 
9. 複数のバージョン NI が、本ソフトウェアを異なるオペレーティング・システムと使用する

ために本ソフトウェアの複数のバージョンを含むインストール・メディアを頒布し、又はこ
れらをダウンロードを通じて利用に供した場合、お客様は、本ソフトウェアを一つ以上のオ
ペレーティング・システムで使用できます。但し、本ソフトウェアがインストールされるコ
ンピュータの台数はライセンスによって許可されている台数を超えてはなりません。また、
本ソフトウェアの使用は本使用許諾契約書に準ずるものとします。 

 
10. ソフトウェア／ハードウェアキー；先行アクセス お客様は、NI により提供されるソフトウ

ェアキーコード又はハードウェアキーについて、提供される本ソフトウェアのためのみを目
的として、使用することに同意します。NI は、その裁量により、お客様に対し、適用あるライ



センス料金をお客様からお支払い頂く前に、本ソフトウェアを使用するための該当するキー
その他のアクセスを提供することができ、お客様は、引続き NI に対し当該料金を支払う義
務を負います。 

 
11. 著作権；その他のライセンスの不存在 本ソフトウェアおよびそのコピーは、ライセンス許諾

されるものであり、販売されるものではありません。本ソフトウェア（本ソフトウェアのあ
らゆるコピーおよび関連するコンテンツを含みます）における、およびこれに対するすべて
の権利、権原および利益（あらゆる知的財産権を含むがこれに限られない）は、NI（又は NI
のサプライヤーおよびライセンサ（該当する場合））に排他的に帰属します。本ソフトウェ
ア（およびそのコピーならびに関連するコンテンツ）は適用ある著作権法及び国際的な条約
の条項によって保護されます。本契約において明示的にお客様に対して許諾されていない権
利は、すべて NI（およびそのライセンサとサプライヤ）に留保されています。さらに、前項
にかかわらず、いかなるライセンス又はあらゆる種類のあらゆる権利(明示のライセンス、黙
示のライセンス、禁反言、消尽理論その他どのよう要な根拠によるか否かを問いません。)も、
NI の特許(本契約における特定の有無にかかわらず)若しくは NI 又は第三者の他のいかなる
製品に関する NIの他の知的財産権の下に使用権限を付与されているものではありません。 

 
12. アプリケーションの展開 

 

A. 「認定アプリケーション」は、(i)お客様が本ソフトウェアの開発版で作成するアプリケ
ーション、(ii)お客様が、モジュールのライセンスに合致する LabVIEW Real-Time モ
ジュール及び LabWindows/CVI Real-Time Module の Real-Time オペレーティング・
システムを使用して第三者ソフトウェアで作成するアプリケーション、又は、(iii)お客様
が、ドライバ・インターフェイス・ソフトウェア(当該ドライバ・インターフェイス・ソ
フトウェアのための適用あるドキュメンテーションの中に示されたものとして、ソフト
ウェア開発環境がドライバ・インターフェイス・ソフトウェアによりサポートされる場
合)を活用する第三者ソフトウェア開発環境で作成するアプリケーションをいいます。
「ドライバ・インターフェイス・ソフトウェア」は、コンピュータ・ソフトウェア及び本
契約により提供さ れる他のコードで あり、 NI のウェブ ページ ( 現在 は 
www.ni.com/driverinterfacesoftware )のハードウェア・ドライバのリストに掲載され、
又は NI によりいかなるときにもそのようなリスト若しくはいかなる類似の承継したリス
トにドキュメンテーション及びユーティリティと共に加えられます。しかし、いかなる
場合も、「ドライバ・インターフェイス・ソフトウェア」という用語は、第三者ソフト
ウェア、オペレーティング・システム・ソフトウェア、計測器ドライバソフトウェア、
アプリケーション・ソフトウェア、ツールキット、モジュール、ドライバ開発キット
(DDK)又はその一部若しくはあらゆるソフトウェア又は前述のものとして NI により指定
される他のコード、若しくは前述の付属のドキュメンテーション又はユーティリティを
含みません。 

http://www.ni.com/driverinterfacesoftware


 

B. 展開及び頒布の要件 お客様は以下の各要件に従うことを前提として、お客様は、お客様
がお客様の認定アプリケーションの一部として、又はお客様の認定アプリケーションと共
に含めることができる本ソフトウェア及び適用あるドライバ・インターフェイス・ソフト
ウェアのための適用あるランタイムエンジンと共に、認定アプリケーションを頒布し、展
開し、又はその他の方法で利用に供することができます。 

 

(i) お客様は、認定アプリケーションのバージョンボックス(該当する場合)、適用ある
文書、もしそのような文書がないならば、「read me」又は認定アプリケーション
のコピーごとに頒布する他のテキストファイルおいて、以下の著作権表示を含めな
ければなりません。 

 
「Copyright © [年数を入れる ] National Instruments Corporation. All Rights 
Reserved.」 

 
お客様は、上記で義務付けられた表示の代わりに、又は加えて、自身の著作権表示
を含めることができます。しかし、いかなる場合においてもすでに本ソフトウェア
に存在し、本ソフトウェア及びお客様が認定アプリケーションの一部として、又は
認定アプリケーションとともに含めたいかなるドライバ・インターフェイス・ソフ
トウェアのための適用あるランタイムエンジンに関しては、著作権、特許権、商標、
又は他の法的表示、免責事項を除去、又は変更してはなりません。 

 

(ii) お客様は、NI の明示的な事前の書面による許可を得ずに、自身の認定アプリケーシ
ョンを市販するために、NIの名前、ロゴ、又は商標を用いてはなりません。 

 

(iii) お客様が第三者に対し、ドライバ・インターフェイス・ソフトウェア又は本ソフト
ウェアのためのランタイムエンジンとともに、お客様の認定アプリケーションを頒
布する場合、お客様は、お客様のエンドユーザを、本契約、又は本契約と実質的に
一致し、かつ最低でも本契約と同じくらい NI にとって保護的である、お客様自身の
使用許諾契約に従わせるようにしなければなりません。 

 

(iv) 認定アプリケーションは、悪意のある、不正な、又は違法なプログラムにより構成
され、またはこれらを含んではなりません。 

 

C. 料金 お客様は、NI に対し追加の料金を支払わずに、認定アプリケーションを頒布し、展
開し、又はその他の方法で利用に供することができます。ただし、認定アプリケ
ー シ ョ ン が ウ ェ ブ ペ ー ジ ( 現 在 は 、 https://www.ni.com/en-

https://www.ni.com/en-us/support/documentation/supplemental/09/deployment-and-debug-licenses-for-ni-software.html


us/support/documentation/supplemental/09/deployment-and-debug-licenses-for-ni-
software.html 又は他の類似の承継されたリスト(当該リストは NI によりその時々に更新
されている))、又は NI がその時々に指定している他の本ソフトウェア(以下、「指定デプ
ロイメント・ライセンス」をいいます)に掲載されている NI のデプロイメント・ライセン
スにより特定された本ソフトウェアを用いて作成されている場合、お客様は、コンピュ
ータ上で使用するため認定アプリケーションを頒布、展開、又はその他の方法で利用に
供する前に、(i)受領者が、認定アプリケーションを使用する各コンピュータにおいて、適
用ある認定アプリケーションを起動するための有効なライセンスを有し、又は有効な開
発アプリケーションを有することを確認するか、または(ii)NI から書面による頒布権限を
得なければならず、もし NI から求められれば、認定アプリケーションの頒布、展開、ま
たはその他の方法で利用に供する度にコピー料金を NI に支払わなければなりません。ラ
イセンスの確認、前述の頒布権の要求に従って特定されたドライバ・インターフェイ
ス・ソフトウェアの場合、もし認定アプリケーションが当該ドライバ・インターフェイ
ス・ソフトウェアを活用するか、呼び出すか、又はその他の方法でアクセスするときは、
その認定アプリケーションは本項の目的のために当該ドライバ・インターフェイス・ソ
フトウェアを活用して作成したものとみなされます。NI の書面により規定されない限り、
指定デプロイメント・ライセンスはコンピュータベース・ライセンスであり、家庭内使
用の例外は指定デプロイメント・ライセンスには適用されません。 
 

D. 特許及び商標の表示 ナショナルインスツルメンツの製品に及ぶ特許権については、適切
な場所、すなわち本ソフトウェアの中にあるヘルプ>>特許(P)、すなわち本ソフトウェア
に付属する patents.txt ファイル(例えば、お客様に頒布された本ソフトウェアのインス
トール･メディア上のもの)、又は ni.com/patents、を参照してください。National 
Instruments、NI、ni.com 及び LabVIEW は National Instruments Corporation の商標で
す。ナショナルインスツルメンツの商標の詳細は ni.com/trademarks を参照してくださ
い。本契約に記載されるすべての他の製品及び会社の名称は、各企業の商標若しくは商
号です(またはその可能性があります)。 

 
13. 秘密保持義務 NI は、本契約に基づく自らの義務の履行に関して又は当該履行のために（以

下「許可された目的」といいます）、特定の情報をお客様に開示することがあります。「秘
密情報」とは、お客様が NI から受け取った、本契約に関するすべての文書、記録、又はそ
の他の書面若しくは電子書類を意味します。お客様は、本契約の期間全体を通じて、またそ
の後の 3 年間、以下を行わないことに同意するものとします。(a) NI の秘密情報を許可され
た目的以外の目的で使用すること、及び/又は (b) NI の秘密情報の基底にあるアイディア若
しくは構造をリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、若しくはその他の
方法により解析すること。本契約における履行の一環としてお客様が受け取る又は NI に提
供するいかなる秘密情報も、第三者に開示してはなりません。ただし、NI は、NI がお客様
から受け取った秘密情報を、(i) 許可された目的を達成するために合理的に「知る必要」があ

https://www.ni.com/en-us/support/documentation/supplemental/09/deployment-and-debug-licenses-for-ni-software.html
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り、(ii) 本契約に規定されている条件と同等以上の保護を求める条件に従って当該秘密情報
を保護する義務がある、NI の関連会社及びその下請業者、従業員、コンサルタント又は代理
人と共有する権限を有するものとします。お客様は NI の秘密情報を本契約で要求されると
おり、お客様自身の同様の性質を持つ秘密情報を保護するために払う注意と同等の注意（た
だし、合理的な程度の注意を下回らないものとします）を払って保護するものとします。明
確にするために記載すると、お客様は本ソフトウェアを本契約に基づく NI の専有及び秘密
情報として扱うことに同意するものとします。本第 13 条に規定される義務は、以下のいず
れかを実質的証拠によって証明できる情報には適用されません。(a) いかなる従前の秘密保
持義務も負わずにお客様がすでに知っていたこと、(b) 本契約に違反することなく一般に公
開されている、一般に公開された、若しくはその他の方法で公知となっていること、(c) 時
点を問わず、いかなる秘密保持義務もなくお客様が第三者から正当に受け取ったこと、(d) 
いかなる秘密保持義務も負うことなく NIから第三者に開示されたこと、又は (e) お客様が独
自に開発したこと。本契約の終了の時点で、又はその他 NI の書面による要求があり次第、
お客様は、NI のすべての秘密及び/又は専有情報（そのコピー又は要約を含みます）を返却
（又は、NIの指示がある場合、完全に削除してその旨を書面で証明）するものとします。 

 
14. 限定的保証 NI は、お客様の利益のためのみに、本ソフトウェアがお客様に出荷された日(ダ

ウンロードの場合は、お客様が最初にダウンロードした日)から 90 日間、(i)本ソフトウェア
は、本ソフトウェアに付属するドキュメンテーションに記載の性能仕様に従ってほぼ機能し、
(ii)NI が本ソフトウェアに提供する(もしあれば)インストール・メディアに、通常の使用及び
サービスにおいては、素材および製造技術上の欠陥が存在しないことを保証します(以下総称
して「限定的保証」といいます)。交換した本ソフトウェアは、最初の保証期間の残りの期間
又は 30 日間のうち長い方の期間、保証されます。法域によっては、適用ある消費者に係る
法律上の権利に対する明示又は黙示の保証又は制限を排除すること又は期間を制限すること
を認めていないため、上記制限はお客様に適用されないこともあります。かかる場合、当該
保証は適用ある法律により許される最低保証期間にまで制限されます。もし、本ソフトウェ
アの故障が、事故、誤用、不正使用、お客様による不適切な校正、NI が本ソフトウェアの使
用において意図しないお客様による第三者の製品(ハードウエア又はソフトウエア)の使用、
不適切なハードウェア又はソフトウェアキーの活用、本ソフトウェアの未許可のメンテナン
スの結果として生じた場合、上記限定的保証は効力を有しません。 

 
15. 顧客の救済方法 前項の限定的保証に関して、NI の唯一の義務および責任、そしてお客様の

唯一の救済方法は、NI の選択により、本ソフトウェアを修理し、交換し、又はお客様が本ソ
フトウェア・ライセンスのために NI に対し支払った料金（比例配分します）を返還するこ
とであり、かかる場合、あなたは、NI の指示に従って、本ソフトウェアのすべてのコピーを
返還し又は破棄しなければならず、お客様に付与された本ライセンスは終了するものとし、
NI はかかる終了を理由とする責任を負わないものとします。本項に定められている NI の義
務は、お客様が NI に対し書面により保証期間内に保証される欠陥を通知することが条件とな



ります。加えて、お客様は、保証下の本ソフトウェアを NI に返品する前に、NI から返品確
認番号(RMA: Return Material Authorization Number)を取得しなければならず、お客様は、
NIに対する及び NIからの発送に関する送料を支払うことに同意します。 

 
16. その他の保証の不存在 本契約において明記されているものを除いて、明示又は黙示にかかわ

らず、NI によって本ソフトウェア及び本ソフトウェアの使用に関しいかなる表明、保証、または
条件設定もなされません。NI（またはそのライセンサまたはサプライヤ）は、本契約において、
第三者ソフトウェア、本ソースコード、及び本ソフトウェア・サービスに関する、いかなる保証、
表明または条件設定も提供しません。NI は、本ソフトウェア、オペレーション・ソフトウェア、
他の関連する本ソフトウェア・サービス、本ソースコード、及び第三者ソフトウェアが中断され
ず、安全であり、エラーがないことを表明し、保証し、または条件とせず、正しさ、正確さ、信
頼性及び本ソフトウェアのその他の性能について、表明し、保証し、または条件としません。他
に、商習慣及び取引の過程から生じる保証はありません。本ソフトウェア、関連する第三者ソフ
トウェア、本ソースコード、又は本ソフトウェアに関連して、NI は、商品性の保証、満足いく品
質、特定の目的適合性、平穏な占有及び非侵害性を、黙示に保証することを含むがこれらに限
定されないあらゆる黙示の保証および条件設定を拒否します。 

 
17. 時効期間 お客様は、本契約において、訴訟の原因が発生した後、1 年を経過したときは、限

定的保証の下において又は保証違反のためにお客様の救済を強制的に実現するために訴訟を
起こさないことに同意します。 
 

18. 知的財産に関する補償 NI は、本ソフトウェアが、米国、カナダ、メキシコ、日本、オースト
ラリア、スイス、ノルウェー、又は EU の法律により保護される、第三者の特許権、著作権
又は商標を侵害していると主張されている限りにおいて、自らの費用負担で、本ソフトウェ
アの使用から生じる第三者によるお客様に対する請求に対して防御します。ただし、当該請
求が、(i)NI によって作られたものではない機器、装置、ソフトウェア、又はコードと合わせ
た本ソフトウェアのお客様の使用、(ii)本契約に合致しない方法又は NI が意図しない目的のた
めの本ソフトウェアのお客様の使用、(iii)主張されている侵害を避けうる、NI により提供さ
れる本ソフトウェアのアップデート又はアップグレードを組み込むことができなかったこと、
(iv)NI により作成されたものではない本ソフトウェアの修正から生じた場合はこの限りでは
ありません。NI の本項における義務は、お客様が差し迫った請求の通知を受領後速やかに書
面により NI に通知すること、及びお客様が防御に備えて全面的に NI に協力することを条件
とします。お客様が、NI に対し、NI が当該請求を防御又は解決するために必要な権限、支援
及び情報を提供した場合、NI は、当該請求に関連する最終的な損害賠償金又は和解金及び NI
の書面による要求によりお客様が負担した料金を支払います。NI は、事前の書面による同意
を得ずになされた解決に対しは責任を負いません。もし本ソフトウェアが本項における上記
の権利侵害を続け、本ソフトウェアの使用が禁止された場合、又は、NI が本ソフトウェアは
第三者の知的財産権を侵害し続けるかもしれないと確信した場合、NI は、その選択により、



(i)お客様のために本ソフトウェアの使用権限を取得し、(ii) 侵害しない他のソフトウェアに交
換又は修正し、又は(iii)お客様から侵害している本ソフトウェアの返品を受け、すでにお客様
から NI に対し支払われたライセンス料金を返金します。適用ある法令において許される最
大限の範囲において、NI の責任、ライセンサー及びサプライヤーの責任、並びにその取締役、
役員、従業員及び代理人の責任（知的財産における責任を含みます）は、本項の下で責任の理
由にかかわらず、総額で 50,000US ドルを超えません。前述のことは、本ソフトウェアに関連
する、いかなる特許権、商標、著作権、及び他の知的財産権及び工業所有権の侵害に関する
お客様の唯一の救済方法、並びに同侵害に対する NI の唯一の責任および義務を規定してい
ます。この限定された損害賠償は、侵害に対する他の法律上の又は黙示の保証に代わるもので
す。前述の義務は、いかなる第三者ソフトウェア、本ソフトウェアに組み込まれ又は提供されて
いる第三者の製品には適用されません。従って、お客様は、第三者ソフトウェア又は第三者の製
品に関連する侵害請求に対する救済については、当該第三者の製造業者に求めることに同意
します。 

 
19. 責任の限定 適用ある法令において許される最大限の範囲内において、いかなる場合におい

ても、本契約に基づき、または本契約に関連して、NI、そのライセンサー、ディストリビュ
ーター又はサプライヤー(NI の及びその取締役、役員、従業員及び代理人を含みます)は、(A)
間接的損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害又は派生的損害、(B)逸失利益、預金の損失、
取引機会の損失、無駄な支出、業務の中断、信用または暖簾の喪失または毀損、若しくは破損し
たデータ又は本ソフトウェア、(C)代替の製品またはサービスの調達コストに対する責任を負わず、
第 18 項に規定される場合を除き、いかなる場合でも、本契約におけるまたは本契約に関連する
NI の責任の総額は、NI が適用ある本ソフトウェア・ライセンスの対価としてお客様から受け
取った合計金額を超えないものとします（有期ライセンスの場合、現行期間のライセンスに
対して支払われた金額に限定されます）。上記の除外および制限は、(i)適用ある法令におい
て許される最大限の範囲内で適用され、かつ(ii)損失、損害、または費用の発生について NI
が告知を受け、または知るべきであった場合であっても、または(iii)本契約に定める救済がそ
の本質的目的を達成されない場合であっても適用され、および(iv)責任の理論または根拠にか
かわらず、契約、不法行為（法定の義務の違反または履行の懈怠を含むがこれらに限られな
い）、厳格責任、不実告知、損害賠償等に基づくものであるかを問いません。 
 
お客様は、適用ある料金及び価格はリスクの分配を反映していることを了承するものとしま
す。前述の責任の限定に強制力がない、または本質的目的を達成できない範囲で、NI により
提供された形における本ソフトウェアにより生じた身体的傷害又は生命侵害に係る責任、又
は適用ある法律により排除されない責任を除き、本契約の下で又は本契約に関連した、お客
様に対する NI 単独の責任は、50,000US ドル又は請求の前 12 か月間に本ソフトウェアのため
に NIに対し支払われたライセンス料金のうち、多額の方に制限されます。 

 



20. 危険性の高い使用及びお客様のアプリケーションに対するお客様の責任 
 

A. NI の製品は、フェイルセーフ機能を要求する危険な環境又は他の環境(原子力施設の運用、航
空機ナビゲーション、航空交通管制システム、救命、生命維持システム若しくはそのような
他の医療機器、又は本ソフトウェアの故障が人の死、身体的傷害、重大な財産的損害若しく
は環境的損害につながり得る他のあらゆるアプリケーションを含みます)における使用のため
に考案され、製造され又は検査されるものではありません。お客様は、お客様の本ソフトウ
ェアの危険性の高い使用により生じたあらゆる請求、損失、損害、訴訟及び料金(合理的な弁
護士料金を含みます)(当該請求また NI の主張であれ又は実際の過失を全体的に又は部分的に
その根拠としているかどうかにかかわりません。製造物責任、身体的傷害、生命侵害又は財
産的損害に係る請求を含みます)から、NI 及びその取締役、役員、従業員、及び代理人を
防御し、保証し、免責します。 

 

B. お客様は、お客様が製品及びシステムの障害(バックアップ又はシャットダウンのメカニ
ズムの提供を含みます)から保護するための措置を講ずる責任があることを理解し、同意
します。各エンドユーザのシステムはカスタマイズされ、NI のテスト・プラットフォー
ムとは異なるため、また、お客様は NI によって評価され又は予期されていない方法で、
NI の製品を他の製品と組み合わせて使用してもよいため、お客様は、自身の意図した使
用のために NI の製品の適合性を変更し、有効にする究極的な責任を負います。お客様は、
お客様の認定アプリケーション若しくはお客様のシステム又はアプリケーションにある本ソ
フトウェアへの組み込みにより生じた、あらゆる請求、損失、損害、そして料金(合理的な
弁護士料金を含みます)から、NI、その取締役、役員、従業員及び代理人を防御し、補償
し、免責します。ただし、お客様の契約上の補償義務は、法律上、NI に課せられた過失
責任、他の債務不履行責任、又は無過失責任に起因する、権利を主張する者の損害、被
害、又は解決金の総額には及びません。 

 
21. 米国政府の権利 本ソフトウェアは、もっぱら私的料金を用いて開発された「商用物品」であ

り、「商用コンピュータ・ソフトウェア」及び「商用コンピュータ・ソフトウェア・ドキュ
メンテーション」(このような単語は適用ある米国の調達規則において定義され、又は用いら
れています)から構成されます。もし、お客様が、米国の局、省、又は他の機関である場合、
本ソフトウェアは以下のとおり、(i)商用物品としてのみ、(ii)本契約の条項に従って、他のラ
イセンシーに付与されるのと同様の権限のみが、ライセンスされます。お客様は、本契約に
おいて特に明示的に認められない方法で、本ソフトウェアを使用し、複製し、開示しないこ
とに同意します。本契約においては、NI は技術的データをお客様に提供し、与えることは要
求されません。製造業者は National Instruments Corporation 又は National Instruments 
Ireland Resources Ltd.です。 

 



22. 遵守 
 

A. お客様は、NI が、お客様が本契約の条項を遵守していることを確認するため、合理的な
通知により、NI が調査できるよう通常の営業時間中にすべての該当する記録を提供する
ことに同意します。NI は、書面による通知により、本契約へのお客様の遵守を確認する
ために、営業時間中にお客様の本ソフトウェアの使用を調査することができます。さら
に、もしお客様が企業又は他の主体である場合、お客様は、NI 又は権限ある代表者の要
求により、お客様は NI に対し、速やかに書面により、お客様及びお客様の従業員の本ソ
フトウェアの使用が本契約の条項を遵守している旨を証明することに同意します。もし当
該調査の結果が、NI への適用ある料金の支払義務及び債務の支払いが遅れていることを
示す場合、お客様は、NI に対し、速やかに当該金額を NI に支払い、また当該調査料金を
返金しなければなりません。 

 

B. お客様は、本ソフトウェアが、(i) アップデートをチェックし実行すること、(ii) お客様が本
契約の条項を遵守し、遵守していることを確認すること（有効なソフトウェアキーコー
ド、ハードウェアキー、又はその両方の使用を含みます）、(iii) NI の内部での製品開発、
(iv) NI ユーザが NI の製品を使用する方法についてのサポート・サービス及びユーザの製
品体験をパーソナライズするためのサポート・サービスをカスタマイズすること、並びに 
(v) お客様への使用報告の提供を目的として、特定のソフトウェア、ハードウェア、及び
使用に関する情報（場合によっては、IP アドレス又は E メールアドレスを含むユーザの
特定の個人データを含みます）を収集し、NI 又はそのサービスプロバイダのサーバに伝
達することに同意するものとします。収集され交信される情報は、専有財産的なアプリ
ケーションデータを含みません。NI は、法律、法的手続により要求される場合、又は本
契約の条項(お客様による有効なソフトウェアキーコード、ハードウェアキー、又はその
両方のお客様使用を含みます)の遵守を強制するために必要となる場合を除き、いかなる
情報も第三者に提供しません。 

 
ライセンス所有者は、本契約の範囲内で、自身の許可を受けたユーザに対してライセン
スを与えることができます。お客様は、当該許可を受けたユーザに対して、（当該許可を
受けたユーザの特定の個人情報を含む）情報が処理される目的及び状況を通知し、必要となる
同意又は許諾を受け、かつ、当該許可を受けたユーザに関して適用のあるプライバシーに関す
る法律及び規制に準拠する責任を単独で負います。ある主体が、本契約の範囲内で、許可
を受けたユーザとしてお客様にライセンスを与え、お客様が当該主体を代理して本ソフ
トウェアを使用している場合、お客様はライセンス所有者にはあたりません。お客様は、
お客様による本ソフトウェアの使用に関するデータが収集され、ライセンス所有者に提
供されることを理解し、同意します。 

 



NI 及び関連会社のデータ処理方法に関する詳細については、http://www.ni.com/privacy
の NIのプライバシーに関する方針を参照してください。 

 
23. 総則 

 

A. 準拠法；裁判地 
もし本ソフトウェアがアイルランド共和国において製造された場合：本契約は、国際物
品売買契約に関する国際連合条約の条項の適用はなく、法の抵触の原則にかかわらず、
アイルランド共和国の法律が適用されます。本契約におけるすべての訴訟のための非排
他的な裁判地は、アイルランド共和国のダブリンに位置し、当事者は当該裁判所の管轄
に服することに合意します。 
 
もし本ソフトウェアがアイルランド共和国において製造されていない場合：本契約は、
国際物品売買契約に関する国際連合条約の条項の適用はなく、法の抵触の原則にかかわ
らず、米国のテキサス州の法律が適用されます。本契約におけるすべての訴訟のための
非排他的な裁判地は、米国のテキサス州のトラビス郡に位置し、当事者は当該裁判所の
管轄に服することに合意します。 
 
もしお客様が本ソフトウェアがどこで製造されたか分からない場合、National 
Instruments Corporation (11500 N. Mopac Expressway, Austin, Texas, U.S.A. 78759-
3504(担当  Legal Department))に連絡してください。 
 

B. 本契約は、本ソフトウェアの使用に関してお客様と NI との間の完全合意を構成し、本契
約の主題に関連する口頭又は書面による提案書、事前同意、注文又は他のお客様と NI と
の間の交信に優先します。NI の適用ある標準的な販売条項(現在のバージョンは
http://www.ni.com/legal/termsofsale に定められています)は、本ソフトウェア・サー
ビスの一部として提供される、あらゆる技術サポート・サービス及びトレーニング・認定
試験サービスに適用されます。ただし、本契約に規定されるとおり、本契約の条項は、
そのようなサービスの一部として又は関連して提供されうる、あらゆるアップグレード、
アップデート、又は他の本ソフトウェアに適用され、それらを規律します。本契約にお
いて NI が有する権利又は権限の行使の遅延又は不作為は、そのような権利又は権限を害
し又は放棄したものとみなされません。NI による本契約の条項のいかなる権利放棄も NI
の正当に権限が付与された代表者によって署名された書面に明記されなければなりませ
ん。NI が本契約のいずれかの条項の違反について放棄した場合でも、当該条項について
その後の違反又は他の条項の違反にういて放棄したとは解釈されないものとします。NI
の権限ある代表者によって署名された書面によってあらかじめ明記されない限り、本契
約のいかなる修正も有効ではありません。NI が本契約の更新版をお客様に通知及び/又は
オンライン公開することにより本契約の条項を随時変更する権利を有すること、並びにお

http://www.ni.com/privacy
http://www.ni.com/privacy
http://www.ni.com/legal/termsofsale


客様は当該更新版に拘束されることが合意されています。本契約で使用される「含む」と
いう単語は「含むが、これに限られない」という意味と理解されます。もし、お客様が、
インターネットにアクセスして本契約に言及するいずれかのウェブページを閲覧すること
もできない場合、お客様は地域の NI営業所に情報を要求することができます。 

 
C. もし、いずれかの当事者から他の当事者に対し本契約の目的事項に関係して訴訟が提起さ

れた場合、勝訴当事者は、認められた救済に加えて、合理的な弁護士料金及び裁判料金
を補償される権限を有します。 

 
D. 本契約の規定が管轄裁判所により違法、無効または執行不能と判断された場合、下記の

各号が適用されます。(a)本契約の残りの部分は、効力を維持します。(b)本契約の当事者
は、当該決定をした裁判所は、当該規定を制限すること、当該規定の特定の語句を削除
すること、および適法、有効かつ執行可能で、当該規定の本来の法的意図、経済的効果
が類似する他の規定と差し替えることができる権限を有し、本契約は、そのように修正
されることにより、当該管轄の範囲内で執行可能となることに同意します。当該裁判所
が当該権限を行使しない場合、当該規定は当該管轄の範囲内でのみ無効となり、（当該
管轄において）適法、有効かつ執行可能で、当該規定の本来の法的意図、経済的効果が
類似する他の規定と差し替えられるものとします。 
 

E. 本ソフトウェアは、米国輸出管理規則(15 CFR Part 730 et. seq.)、その他適用ある米国の
輸出管理法令及び規則、及び適用ある世界の輸出管理法令及び規則(欧州連合(EU)から輸
出される製品については、欧州議会および審議会規則(EU) 2021/821 を含みます)の規制
を受けます(第三者ソフトウェア及び本ソースコードは、これら法令及び規則の規制を受
ける場合があります)。お客様は、本ソフトウェア、第三者ソフトウェア又は本ソースコ
ードを受領することについて、米国法令又は適用ある法令により、欠格とされておらず、
又はその他の制限をされていないを表明し、保証します。NI は、いかなるときでも、も
し本ソフトウェア、第三者ソフトウェア若しくは本ソースコードの出荷若しくはダウン
ロード又はその他の履行が米国輸出管理法令又は他の適用ある輸出管理法令に違反する
と考える場合には、発注された本ソフトウェアの出荷をしない又はダウンロードを許可
しない権利及びその他ライセンスの注文(ボリューム・ライセンス・プログラム又はエン
タープライズ・プログラムに基づくものを含みます)を履行しない権利を留保します。お
客様は、米国及び適用ある世界の輸出管理法令に違反して、本ソフトウェア、第三者ソ
フトウェア及び本ソースコードを輸出、再輸出又は移転しないこと、並びに、米国政府
又は他の適用ある輸出許可当局により要求される輸出ライセンス又は認可を得ずに、(i)
米国外国資産管理局(OFAC)の特別指定国リスト(the List of Specially Designated 
Nationals)又は米国産業安全保障局(BIS)の取引禁止者リスト(Denied Persons List)若し
くはエンティティリスト(Entity List)、未検証者リスト(Unverified List)その他適用のあ
る制限者リスト上の者若しくはエンティティ、又は(ii)禁止された仕向地、団体及び個人



へ、本ソフトウェア、第三者ソフトウェア及び本ソースコードを輸出、再輸出及び移転し
ないことに同意します。関連する法的資料の文言については、次の URL を参照してくだ
さい。http://www.ni.com/legal/export-compliance.htm. 
 

F. 本ソフトウェアには、一般的に「オープンソース」ソフトウェアと呼ばれるものが含ま
れていることがあります。それらのいくつかの各ライセンス条件に従い、NI は、お客様
に第三者ソフトウェアのライセンス条件および帰属の通知をする必要がある場合があり
ます。この場合、NI は、（本ソフトウェアのドキュメンテーションその他の方法を通じ
て）当該情報をお客様に提供することを意図します。本契約中に反対の趣旨の規定があ
るとしても、オープンソースソフトウェアの使用には、ライセンサーが要求する範囲に
おいて当該オープンソースソフトウェアに適用されるライセンス条件（当該条件は本契
約に基づきお客様に許諾されたライセンス権を制限することはありません）が適用され
ます。また当該ライセンス条件に従い、本契約においてお客様に許諾されている限定的
権利と矛盾する権利がお客様に許諾されている場合、該当するオープンソースソフトウ
ェアに含まれている当該権利が本契約における権利および制限に優先します。NI は、当
該ライセンス条件のもとでお客様が有する権利を行使するためお客様が提出した有効な
書面による要求に従います（ただし、NI が当該要求にどの程度速やかに回答するかにつ
いては何らの約束もいたしません）。 

 
(c) 2001–2022 National Instruments. All Rights Reserved. 

 
370406AE-01 

 
2022年 12月 

 

http://www.ni.com/legal/export-compliance.htm.


付帯条項 A–ソースコード・ライセンス 
 

1. 「本ソースコード」とは、NI が作成し、人が読むことができ、NI が本ソフトウェアと共に
提供するコンピュータコードを意味し、当該コードはパスワードによって保護されず、コー
ドを修正するために望ましい形です(グラフィカルであろうとテキストベースであろうと)。
本ソースコードはいかなる第三者のコードも含みません。 

 
2. このライセンスは、以下を条件として、お客様が本ソースコードを使用し、修正し、また頒

布することができます。 
 

A. お客様は、本ソースコードを修正しているか否かにかかわらず、本ソースコードを 
 

i. 非商業目的のために 
 

ii. 本ソースコードのライセンスと同一のライセンスの下においてのみ頒布することが
できます。 

 
B. お客様は、本ソースコードから派生するオブジェクトコードを、それを修正しているか否

かにかかわらず、いかなる目的のためでも頒布することができます。 
 

C. お客様は、本ソースコードに含まれているいかなる表題、ロゴ、商標、著作権、電子透
かし、免責事項又はその他の表示を維持し、最小化したり、妨害したり、修正したりし
てはなりません。 

 
D. お客様は、著作権者が、(i)本ソフトウェアを、すべての瑕疵(既知、未知を問いません。)

とともに「現状のまま」保証及び表明なしで提供すること、(ii)表題の保証、商品性の黙
示保証、特定の目的適合性、非侵害、そして取引過程、履行、商慣習から生じる黙示の保
証を含む、本ソースコードの利用、変更、頒布に関する、明示、黙示又は法令によるかを
問わずすべての保証、表明及びその他の保証から免責されること、に同意します。 

 
E. お客様は、本ソースコードの使用、修正又は頒布に関連するすべてのリスク及び責任を

引き受けます。 
 

F. たとえ著作権者が、損害、損失、いかなる損害、損失その他のいかなる不利益( (i)逸失利
益(お客様のものであれ、第三者のものであれ)であったり、(ii)有形資産(不動産であれ個
人のものであれ)又は無形資産(ソフトウェア及びデータを含みます)の一時的又は永久の損失
に関連して発生するものであったり、又は(iii)直接損害、特別損害、間接損害、付随的損害、
派生的損害、副次的損害、懲罰的損害、又は他の損害に関するものを含みます)の可能性につ



いて知らされていたとしても、お客様は、著作権者が、原因の如何にかかわらず、契約、無過
失責任、又は不法行為責任(過失を含みます)を含むいかなる責任理論によろうと、本ソースコ
ードの使用、修正、又は頒布により生じた、いかなる損害、損失その他のあらゆる不利益につい
て、お客様に対し責任を負わないことに同意し、お客様は、著作権者、その役員、従業員又は
代理人に対しいかなる権利も行使しないことに同意します。 

 
G. お客様は、これらの第 1 項～第 3 項が、本ソースコードのある使用、修理及び頒布に関

するお客様と著作権者との間の完全合意を表すことに同意します。 
 

3. 著作権者はすべての権利を留保します。第 2 項に明示的に付与されている非独占的ライセン
スを除き、いかなる権利及びライセンスも明示、黙示又は他の方法で付与されません。 

 



付帯条項 B–特別なライセンスのタイプ 
 

評価版ライセンス；プレリリース・ソフトウェア 
 

お客様が評価版ライセンスを取得した場合、お客様は内部評価の目的で、限定された評価期間、
お客様の職場にある 1 つのコンピュータにおいて本ソフトウェアをインストールし、使用するこ
とができます。 

 
お客様は、評価版ライセンスにおいて、お客様が本ソフトウェアで作成するアプリケーションを
頒布し、又は譲渡してはいけません。評価版ライセンスにおいて取得した本ソフトウェアで作成
したアプリケーションは認定アプリケーションではありません。 

 
お客様は、本ソフトウェアが単なる評価版であり、またプレリリース・ソフトウェアでもあることを
承認し、同意します。また、本ソフトウェアは完全に機能的であるわけでなく、お客様は本ソフト
ウェアの結果及び遂行に関しすべてのリスクを引き受けます。NI は、本ソフトウェアをアップデ
ートせず、また本ソフトウェアをサポートしません。評価版ライセンスにおいて提供される本ソ
フトウェアは、NI に対する補償に係る保証及び義務なく、提供されます。本ソフトウェアには、あ
る一定期間の後に、本ソフトウェアを無力化し、本ソフトウェアを使用不能にするコードを含ん
でおり、それは警告なく行われます。そのような無力化がなされると、本契約は終了したとみな
されます。NI は、その単独の裁量により、いつでも評価版ライセンスを終了させることができま
す。もし本ソフトウェアがプレリリース・ソフトウェアにより構成され、お客様と NI との間で
別の書面によるアルファ／ベータ・ライセンス(以下「ベータ契約」といいます)により対象とさ
れている場合、当該ベータ契約(参照として本契約に組み込まれます)の契約条項はお客様の本ソ
フトウェアの使用に適用されます。本契約とベータ契約との間に抵触がある場合、ベータ契約の
条項が優先します。 

 
お客様は、NI にお客様が発見したエラー又はバグを速やかに報告することを含め、本ソフトウェ
アの使用に関して NI にフィードバックを提供するために合理的な努力をすることに同意します。
お客様が NI に対し開示するフィードバック(NI の現在又は将来の製品又はサービスに対するいか
なる変更又は提案された変更を含みます。以下総称して「本フィードバック」といいます)は、本
フィードバックに付属させ又は結びつけられ、反対に制限的又は財産的説明にかかわらず、秘密
保持義務を負うことなく、かつ、制限なく NI により受領され、扱われます。お客様は、本契約
において、NI に対し、いかなる目的においても(NI の製品又はサービスに対するフィードバック
の組込み又は実施を含みます)本フィードバックを使用、複製及び修正し、また、NI によって頒布
又は提供された製品又はサービスに組み込まれる本フィードバックを展示、販売、サブライセン
ス及び頒布するための、世界的な、著作権使用料無料の、非独占的で、永久の、取消しできない
ライセンスを付与します。本契約において定められる本フィードバックのライセンスは、本契約
の終了又は満了後も有効に存続します。 



 
コンパイル限定ライセンス(Measurement Studio) 

 

お客様が Measurement Studio のコンパイル限定ライセンスを取得した場合、お客様は、NI との
別のライセンスにおいて、Measurement Studio のフルバージョンのライセンスをも有さなけれ
ばなりません。Measurement Studio コンパイル限定ライセンスは、お客様が、NI からお客様又
はお客様の権限ある代理人に対し提供された適用あるドキュメンテーションにおいてお客様の職
場内の特定されるコンピュータの数においてのみ、また、Measurement Studio ソフトウェアを
インストールすること(ネットワーク・デバイス及び同時実行のものを含みます)を許可します。
ただし、お客様のライセンスされた適用ある従業員のみがネットワーク・デバイスで、かつ、ド
キュメンテーションで特定されたライセンスの数のみ Measurement Studio ソフトウェアにアク
セス又は使用することが条件です。お客様は、Measurement Studio ソフトウェアのコンパイル
／ビルド機能のみを使用することができ、当該機能を Measurement Studio ライブラリを参照す
るお客様の認定アプリケーションのためのソースコードにのみ実行することができます。お客様
は、いかなる場合でも、Measurement Studio ライブラリにおいて定義済みクラスの新しいイン
スタンスを作成する、又は Measurement Studio ライブラリにおいて定義済みクラスのスタティ
ック・メソッドを呼び出すライティングコードを含む、開発のため Measurement Studio のコン
パイル限定ライセンスを使用してはなりません。 

 
家庭内使用の例外は、コンパイル限定ライセンスにおける Measurement Studio においては、利
用できません。コンパイル限定ライセンスにおける Measurement Studio は譲渡可能ではありま
せん。 

 
ドライバ・インターフェイス・ソフトウェア 

 

本ソフトウェアがドライバ・インターフェイス・ソフトウェアであり、又はドライバ・インター
フェイス・ソフトウェアを含む場合、お客様は、認定アプリケーションの内部での開発のために
本ソフトウェアを使用することができます。もしお客様が企業体又は他の主体である場合、認定
アプリケーションの内部での開発のため、お客様は合理的に必要な、合理的な部数のドライバ・
インターフェイス・ソフトウェア(NI-VISA 又は NI-488.2 を除く)のコピーを作成し又はインスト
ールすることができます。お客様は、本契約において明示的に許されている又は NI により書面に
より明示的に許されている、バックアップ又はアーカイブの目的を除いて、NI-VISA 又は NI-
488.2 の追加のコピーを作成してはなりません。もしお客様が認定アプリケーションと共に、又
は一部として第三者から、ドライバ・インターフェイス・ソフトウェアを受領した場合、お客様
は当該認定アプリケーションを用いてのみドライバ・インターフェイス・ソフトウェアを使用す
ることができます。 

 



マルチプル・アクセス・ライセンス(NI-488.2 Software for GPIB-ENET) 
 

お客様がマルチプル・アクセス・ライセンスを取得した場合、お客様は、イーサネットから
GPIB コントローラにアクセスする目的に限り、お客様の職場にある任意の数のコンピュータ又
はストレージデバイスに NI-488.2 ソフトウェアをインストールし使用することができます。 

 
お客様は、自身がライセンスを購入したのと同じ国において(EU 圏内で購入した場合、EU 圏内)、
ライセンスを第三者に対し移転することができます。ただし、お客様は NI に対し書面により、当
該第三者の名前及び所在地を含めてそのような移転を通知しなければなりません。また、当該第
三者が本契約の条項を受け入れなければなりません。加えて、当該移転後、お客様は、お客様が
受領したいかなるアップグレード又はアップデートを含み、本ソフトウェアのコピーを残しては
ならず、本ソフトウェアに付属するいかなる書類も残してはなりません。NI は、その裁量により、
お客様に対し移転料金を請求することができます。 

 
コンカレント・ライセンス 

 

もしお客様がコンカレント・ライセンスを取得した場合、お客様は、NI が当初本ソフトウェアを
届けた物理的場所(以下「本サイト」といいます)において、一部又はすべてのコンピュータ上で、
本ソフトウェアをインストールすることができます。本ソフトウェアについては、本サイトにお
いてすべての従業員が使用することができます。ただし、いかなる場合にも、同時に本ソフトウ
ェアを立ち上げているコンピューターの数は、お客様が購入したライセンスの最大数を超えては
なりません。お客様は、NIの Approved Volume License Manager、及び NIが提供する、前記の
遵守を確認するためエンドユーザの本ソフトウェアに対するアクセスを管理するライセンス・フ
ァイルを使用することに同意します。 
コンカレント・ライセンスには家庭内使用の例外は適用されません。コンカレント・ライセンス
は譲渡可能ではありません。 
 
デバッグ・ライセンス 
 
お客様がデバッグ・ライセンスを取得した場合、(i) お客様は NI との間の個別の指定ユーザ・ラ
イセンス、コンピュータベース・ライセンスまたは VLP ライセンスに基づき該当する本ソフトウ
ェアのソフトウェア・コンポーネント(以下では「要求されるソフトウェア・コンポーネント」と
いいます) のライセンスを受けなければならず、かかる場合、お客様の該当する従業員は、デバ
ッグのみを目的として、デバッグ・ライセンスに基づき (取得した各デバッグ・ライセンスにつ
き) 追加の 1 台のターゲット・プロダクション・コンピュータ上に、または、コンカレント・デ
バッグ・ライセンスの場合、コンカレント・ライセンスの適用ある使用制限に従い、本ソフトウ
ェアのかかるソフトウェア・コンポーネントを、インストールすることができます。 



 
デバッグ・ライセンス：NI TestStand 

 
要求されるソフトウェア・コンポーネント： 

 
お客様の NI TestStandのシーケンスを実行するランタイムエンジンと NI TestStandカスタム・
シーケンス・エディタの開発環境； 

 
LabVIEW の一つのコピー及び適用あるソフトウェア・ツールキット；  
 
LabWindows/CVIの一つのコピー及び適用あるソフトウェア・ツールキット；  
 
Measurement Studioの一つのコピー及び適用あるソフトウェア・ツールキット 
 
デバッグ・ライセンス：NI TestStand Semiconductor Module 
 
要求されるソフトウェア・コンポーネント： 

 
NI TestStand Semiconductor Module； 

 
お客様の NI TestStandのシーケンスを実行するランタイムエンジンと NI TestStandカスタム・
シーケンス・エディタの開発環境； 

 
LabVIEW の一つのコピー及び適用あるソフトウェア・ツールキット；  
 
LabWindows/CVIの一つのコピー及び適用あるソフトウェア・ツールキット； 
 
Measurement Studioの一つのコピー及び適用あるソフトウェア・ツールキット 
 
デバッグ・ライセンス：LabVIEW 
 
要求されるソフトウェア・コンポーネント： 

 
LabVIEW の一つのコピー及び適用あるソフトウェア・ツールキット 
 



デバッグ・ライセンス：LabWindows/CVI  

 

要求されるソフトウェア・コンポーネント： 
 
LabWindows/CVIの一つのコピー及び適用あるソフトウェア・ツールキット 
 
デバッグ・ライセンス：Measurement Studio 
 
要求されるソフトウェア・コンポーネント： 

 
Measurement Studioの一つのコピー及び適用あるソフトウェア・ツールキット 

 
デバッグ・ライセンス：以下のソフトウェア、又はデバッグ・ライセンスを提供するソフトウェ
アとして NI が指定する他のソフトウェアのために、お客様は、デバッグソフトウェアが開発さ
れたソフトウェアのコピーを取得しなければなりません(例えば、NI Switch Executive のための
デバッグ・ライセンスのために、NI Switch Executiveの一つのコピーを取得すること)。 

 
NI Switch Executive  
 
LabVIEW Mobile Module  
 
LabVIEW タッチパネルモジュール 
 
LabVIEW Real-Timeモジュール 
 
LabWindows/CVI Real-Timeモジュール 

 
LabVIEW FPGAモジュール 

 
LabVIEW 制御系設計/シミュレーションモジュール 

 
LabVIEW Vision 開発モジュール 
 
LabVIEW ステートチャートモジュール 
 
LabVIEW DSCモジュール 
 



LabVIEW DSPモジュール 
 
お客様が、コンカレント・ライセンス以外のライセンスにおいて、適用あるソフトウェア・コンポ
ーネントをライセンスされた場合、それぞれの適用あるコンポーネントは、同じターゲット・プ
ロダクション・コンピュータにおいて使用されなければなりません。いかなる場合も、お客様は、
新しいプログラムを開発するため、デバッグ・ライセンスに従属するコンポーネントを使用して
はなりません(例えば、テスト・シーケンス/モジュール、バーチャル・インスツルメンツ(VI))。
さらに、お客様が適用あるソフトウェアにアップグレードを取得した場合、お客様は、既存のデ
バッグ・ライセンスを、そのようなアップグレードとともに使用することができません。むしろ、
お客様は別途、NI から「アップグレード」したデバッグ・ライセンスを、そのようなアップグレ
ードの使用のために、取得しなければなりません。 

 
デバッグ・ライセンスには、家庭内使用の例外はありません。 

 
コンカレント・デバッグ・ライセンスを除いて、お客様は、デバッグ・ライセンスを、お客様が
ライセンスを購入したのと同じ国にいる第三者、又はもし EU 圏内においてライセンスを購入し
た場合、EU 圏内にいる第三者に移転することができます。ただし、お客様は、当該第三者の名
前及び所在を含め、NI に対し書面により当該移転を通知します。当該第三者は本契約の条項を受
け入れ、また、当該移転の後、お客様は、お客様が受領したアップグレード及びアップデートを
含む本ソフトウェアのコピーを保持し、また本ソフトウェアに付随する書類を保持してはなりま
せん。NIは、その裁量により、そのライセンスの移転の料金を請求することができます。 

 



付帯条項 C–ボリューム・ライセンス・プログラム条項 
 

ボリューム・ライセンス・プログラム(以下「VLP」といいます) VLP は、お客様のライセンスを
管理する上で、お客様を支援するためのプログラムです。以下の条項は VLPに適用されます。 

 
1. VLP 及び VLP スタートアップ・キット(以下「VLP ドキュメンテーション」といいます)に関

し、NI 又はその権限ある関連会社からお客様が取得した見積りは、本契約に組み込まれます。
本契約の条項と VLP ドキュメンテーションとの間に抵触がある場合、本契約の条項が優先し
ます。 

 
2. 期間 VLP は、NI がお客様に対し VLP スタートアップ・キットを送った日(以下「VLP 発効

日」といいます)付けで効力を発します。VLP の当初期間(以下「VLP 当初期間」といいます)
は、お客様が1年ライセンスにサブスクリプション登録した場合、VLP 発効日から始まり、1 年間効力を有し
ます。お客様が複数年ライセンスにサブスクリプション登録した場合、VLP 当初期間は、お
客様の見積書に規定されている当該複数年の期間が経過する時点まで継続し、お客様は、
VLP 期間中の任意の 1 年の期間が終了する 60 日前までに NI に書面で通知することにより、
本契約を解除することができます。早期解除の場合、お客様はいかなる返金も受ける権限を
有しません。VLP 当初期間の終了の時点で、お客様は、VLP を追加で 1 年間更新することが
できます(以下 VLP当初期間及び更新された各期間を、それぞれ「VLP期間」といいます)。 

 
3. お客様の従業員は、VLP において、本ソフトウェアを、VLP ドキュメンテーションにおいて

別途定められない限り、NI が本ソフトウェアを届けた場所(以下「本サイト」といいます)に
あるコンピュータにおいてのみ、使用することができます。「本サイト」の定義には、本サ
イトとして同じ国内に位置するすべてのお客様の場所が含まれます。加えて、(i)お客様の本
サイトが北米又は南米に位置する場合、北米及び南米にあるお客様のすべての場所は、同じ
国内にあるものとみなされ、(ii)お客様の本サイトがヨーロッパ、中東、インド又はアフリカ
に位置する場合(ロシア及びモンゴルを含みます。)、前述の地域内にあるお客様のすべての
場所は、同じ国内にあるものとみなされ、(iii) お客様の本サイトがアジア太平洋地域にある場
合、前述の地域内にあるお客様のすべての場所は、同じ国内にあるものとみなされます。お
客様がグローバル VLP を購入した場合、お客様の世界中のすべての場所は、本サイトとして
同じ国にあるものとみなされます。ただし、本ソフトウェアは、NI が本ソフトウェアを配布
する地域において管理されなければなりません。VLP におけるお客様の本ソフトウェアの使
用は、VLP期間及びその後のいつでも、お客様が VLPにおいて取得したライセンスの特定の
タイプ(すなわち、指定ユーザ、コンピュータベース又はコンカレント)に関連して、本契約
に明記されているすべての契約条項に従わなければなりません。 

 
4. お客様は、VLP 期間において、VLP ドキュメンテーションで特定され、かつ NI がサブスク

リプションまたは本ソフトウェア・サービスを提供するソフトウェア・ライセンスに関する



サブスクリプションまたは本ソフトウェア・サービスを入手し、かつこれを維持しなければ
なりません。本ソフトウェア・サービスは、VLP ドキュメンテーションに記載されます。NI
は、本ソフトウェア・サービスを、商用の本ソフトウェアの最新バージョンに制限する権利
を留保します。お客様は、NI が VLP において利用可能なすべての本ソフトウェアのための
本ソフトウェア・サービスまたはサブスクリプションを、利用可能にしない可能性があるこ
とを理解します。お客様は、NI により書面で別段の同意がされない限り、VLP 期間において、
最低でも 5 つのライセンス（同一の有効期間のタイプのものに限ります）を、NI が開発版で
あると考える一つの NIソフトウェア製品のバージョンに維持しなければなりません。 

 
5. お客様は、本サイトにおいて、マスター・インストール・メディアの使用及び Approved 

Volume License Managerのインストールとメンテナンスを含む、本ソフトウェアの頒布、及
び本ソフトウェアのインストール及び使用の監督に責任を有する個人(以下「ソフトウェア管
理者」といいます)をお客様の組織において指名しなければなりません。お客様は、NI に対し、
ソフトウェア管理者に対するあらゆる変更を書面で速やかに通知しなければなりません。 

 
6. NI は、本ソフトウェアためのマスター・インストールを頒布し、NI 又は権限のある関連会社

による適用ある見積りがある場合、お客様の従業員が内部でインストール及び使用するために、
ソフトウェア管理者に対し、NI の Volume License Manager を利用可能にします。ソフトウ
ェア・ドキュメンテーションは電子的形態によってのみ提供され、本ソフトウェアのマスタ
ー・インストールに備わっています。 

 
7. お客様は、VLP 期間及びその後において、(NI が本ソフトウェアを Approved Volume 

License Manager に互換性のあるものとする限度で、) Approved Volume License Manager
が、本ソフトウェアへのエンドユーザのアクセスを管理する NI が提供した最新のライセン
ス・ファイルとともに、いつでも使用可能な状態にあることを保証する責任を負います。
「Approved Volume License Manager」とは、エンドユーザの本ソフトウェアへのアクセス
を管理し、適用ある使用遵守情報を生成する NI のコンピュータ・ソフトウェア(以下
「VLM」といいます)、FlexNet ソフトウェア、又は NI が書面で承認したエンドユーザの本
ソフトウェアのアクセスを管理する他の第三者ソフトウェアを意味します。Approved 
Volume License Manager が NI VLM であった場合、又は NI が適切な Approved Volume 
License Manager のためにドキュメンテーションを利用可能にした場合、当該 Approved 
Volume License Manager は NI により提供されたドキュメンテーションに従ってインスト
ールされ、使用されなければなりません。 

 
8. お客様が、VLP により対象とされる本ソフトウェアの既存のコンピュータベース・ライセン

ス又は指定ユーザ・ライセンスを有している場合、お客様は、NI に対し、当該各ライセンス
に関わる製品、プラットフォーム、シリアルナンバー情報を書面で通知しなければなりませ
ん。対象となる当該各ライセンス及び当該ライセンスの個々のシリアルナンバーは、VLP 発



効日に、もはや有効ではなく、VLP のライセンス(一つの共通のシリアルナンバーを有しま
す)が優先します。お客様は、VLP の設立及び管理のために、NI が合理的に要求する情報を
NI に提供しなければなりません。お客様は、すべての利用可能な既存の本ソフトウェアが
VLPの対象となるものではないことを理解するものとします。 

 
9. コンカレント・ライセンス お客様が、VLPにおいて、コンカレント・ライセンスを取得した

場合、お客様はコンカレント・ライセンスの条項に拘束されることになります。ただし、当
該ライセンスに関する「本サイト」については、VLP におけるライセンスに関する本付帯条
項において定義されるとおりとします。お客様が国際的なコンカレント・ライセンスを購入し
た場合、お客様の世界中のすべての場所は、本サイトと同じ国にあるものとみなされます。 

 
10. お客様は、VLP における本ソフトウェアの使用が、VLP 発効日以降 VLP に加えられるライ

センス、及び「オーバードラフト」機能を通して利用可能となるライセンスを加えても、
VLP ドキュメンテーションで定められるライセンスの最大合計数を超えないことを理解し、
同意します。お客様は、オーバードラフトの機能を通してアクセスしたライセンス分を支払
うことに同意します。 

 
11. アクティビティ・コンプライアンス・ログ お客様は、要求のあった場合、各サイトにおいて

NI に対し、アクティビティ・コンプライアンス・ログを速やかに提供することに同意します。
アクティビティ・コンプライアンス・ログは、NI にとって受け入れ可能なフォーマットでな
ければなりません。 

 
12. 更新. VLP を更新する場合、NI はお客様に対し 30 日以内に最新のアクティビティ・コンプ

ライアンス・ログを NI に提供するように要求することができます。NI 又はその権限ある関
連会社は、お客様に、サブスクリプションまたは該当する VLP期間中に追加された追加 VLP
ライセンスの料金(「オーバードラフト」機能を通して追加されるものも含みます。)(以下
「追加 VLP 料金」といいます)、及び更新された VLP 期間中にお客様がリクエストする VLP
ライセンスのサブスクリプション料金および本ソフトウェアサービス料金(以下「VLP 更新料
金」といいます)の見積りを提供します。お客様は、お客様の提出後に VLP ライセンスの数
に関するアクティビティ・コンプライアンス・ログの情報に変更があった場合、速やかに NI
に通知するものとし、NI は、お客様が更新希望時に NI に提出した適用あるアクティビテ
ィ・コンプライアンス・ログには反映されていなかったが、実際には使用されていた追加
VLP ライセンスについても反映させるため、VLP 更新料金(該当する場合)を変更する権利を
留保しています。その時点で最新の VLP の有効期間が終了する前に、お客様が期限の到来す
るサブスクリプションおよび本ソフトウェア・サービスおよび追加 VLP 料金の購入注文を発
行しない場合、(i) VLPは、最新の VLP の有効期間終了時に自動的に終了し、  (ii) VLP のすべ
てのサブスクリプションライセンスは自動的かつ即時に消滅し、(iii)VLP に関するすべての本



ソフトウェア・サービスは、最新の VLP の有効期間の終了時に自動的に、かつ、速やかに終
了します。 

 
13. 注文書；請求 お客様は、以下のとおり、NI 又はその権限ある関連会社に対し、注文書を提

出しなければなりません。 
 

i VLP の初期アクティベーションについて：見積書に記載された期間内の、VLP ライセ
ンスの初期アクティベーション、及びサブスクリプションおよび/または本ソフトウェ
ア・サービスの初年度ユーザ料金の合計(NI 又は権限ある関連会社が書面で発行した適
用ある見積書で特定された金額でなければならない) 

 
ii 各更新期間：最新の VLP期間の終了前の VLP更新料金及び追加 VLP料金の合計 

 
14. サブスクリプションの料金または本ソフトウェア・サービスの料金は一年ごとに請求されま

す。追加 VLP 料金は、VLP ライセンスの本ソフトウェアが最初に使われる VLP 期間の 1 か
月に基づいて、または NI が指定するより短期の期間に基づいて、1 か月ごとに計算されます。 

 
15. 本ソフトウェア及び Approved Volume License Manager には、VLPが終了した後に、お客

様が VLP のもとで本ソフトウェアを使用する能力を無効にするコードが含まれます。NI はアッ
プデートされたライセンス・ファイルを提供するように努めますが、当該ライセンス・ファイル
を NI から取得し、当該ライセンス・ファイルの納品からできるだけ早く(しかし、いかなる場合
も VLP の終了から 60 日を超えてはなりません)そのライセンス・ファイルをインストールし
て使用するのはお客様の責任です。VLP の終了により、お客様は、お客様が終了日前に NI
又はその権限ある関連会社に料金を支払った永久的な VLP ライセンス(以下「存続 VLP ライ
センス」といいます)を事実上使用し続けることができます。ただし、その使用は Approved 
Volume License Manager により実行され本契約の条項に従ったものでなければなりません。
いかなる場合でも、お客様は VLP 期間を終了した後で、下記の行為をすることはできません。(a)存
続 VLP ライセンスの数を増やすこと、(b)サブスクリプションタイプの VLP ライセンスを使
用すること、(c)有効期限が過ぎている、インストール済みの切断されたライセンスを使用す
ること。VLP の再アクティベーションは、NI の単独の裁量に基づくものとし、NI が定める
該当する再アクティベーション料金の支払いを前提とする可能性があり、その後の VLP 発効
日は、NIにより VLPが再アクティベーションされた日となります。 

 
16. お客様は、VLP ライセンス又は存続 VLP ライセンスの個々のシリアルナンバーを取得するこ

ともできます。この変換には料金がかかることがあります。終了時でない限り、一暦年間に
4回を超えてかかる変換をすることはできません。 

 



17. VLP ライセンス又は存続 VLP ライセンスにおける本ソフトウェアは譲渡不可能であって、お
客様は、事前に NI 又はその権限ある関連会社の書面による同意を得ずに、本ソフトウェアを、
第三者に又は NIから適用ある書面において明示的にされていないお客様の場所又は設備にお
いて、頒布し、その他提供してはなりません。 

 
18. お客様が、承認済みライセンスマネージャーに永久接続されていない個々のソフトウェア・

ライセンスをインストールした場合（以下「切断されたライセンス」といいます）、切断さ
れたライセンスには本契約に定める条件のすべてが適用されます。切断されたライセンスの
数は VLP ドキュメンテーションに記載のライセンスの数を超えることはできません。切断さ
れたライセンスに再接続する場合、各切断されたライセンスを顧客のコンピュータからただ
ちに削除しなければなりません。VLP の開始から 30 日以内に有効期間が過ぎたプログラム
に基づきインストールされた本ソフトウェアの切断されたライセンスを顧客のコンピュータ
から削除し、現 VLP 有効期間の終了から 30 日以内に、当該ライセンスを切断されたライセ
ンスで交換しなければなりません。 

 



付帯条項 D–エンタープライズ・プログラム条項 
 

エンタープライズ・プログラム(以下「EP」といいます) 以下の条項は EPに対し適用されます。 
 

1. NI 又は権限ある関連会社及びお客様は、主に、EP において対象とされる本ソフトウェア・ア
イテム、EP の期間中の本ソフトウェアのライセンスのタイプ及び最大数、EP の満了時に取
得するライセンスのタイプ及び最大数、EP ライセンスに変換されるお客様の既存のライセン
ス(以下「EP 既存ライセンス」といいます)、並びに EP に含まれる本ソフトウェア・サービ
スを特定する NI エンタープライズ・プログラムドキュメンテーション(以下「EP ドキュメン
テーション」といいます)を締結することができます。EP ドキュメンテーションは、本契約と
一体をなすものとします。ただし、本契約の条項と EP ドキュメンテーションの条項との間に
抵触がある場合、本契約の条項が優先し、適用されます。 

 
2. 期間 EPは、EPドキュメンテーションにより定められる日(もし特定されていない場合は、NI

又はその権限ある関連会社により EP ドキュメンテーションが署名され、お客様に送られた
日とします。以下「EP 発効日」といいます)に効力を生じます。EP は、EP ドキュメンテーシ
ョンに定められる期間(もし特定されていない場合は、EP 発効日から 3 年間。以下「EP 期
間」といいます)存続します。 

 
3. お客様は、各 EP ロケーションにおいて、マスター・インストール・メディア及び Approved 

Volume License Manager の使用を含む、本ソフトウェアの頒布、及び本ソフトウェアのイ
ンストール及び使用の監督に責任を有する個人(以下「ソフトウェア管理者」といいます)を指
名しなければなりません。お客様は、NI に対し、ソフトウェア管理者に対する変更を書面で
速やかに通知しなければなりません。 

 
4. 本ソフトウェアは、(i)EP において取得されるライセンスのタイプに適用あるライセンスの特

別なタイプに関連した本契約の条項に従ってのみ、(ii)EP ドキュメンテーションにおいて指
定されるロケーション(以下「EP ロケーション」といいます) にあるコンピュータに限り、
(iii)EP 期間に限り、EP において使用することができます。お客様は、(i)いかなる場合でも、
EP におけるお客様の本ソフトウェアの使用が EP ドキュメンテーションに定められるライセ
ンスの最大合計数を超えないこと、(ii)EP ドキュメンテーションにおいて明示的されている
本ソフトウェアのコピーを除き、NI ソフトウェア(本ソフトウェアのコピーを含みます)を、
EPにおいて使用できないことを理解し、同意します。 

 
5. お客様は、EP に基づきライセンスを受けた本ソフトウェアへのエンドユーザのアクセスを管

理する、NI によりお客様に提供される Approved Volume License Manager を最新のライ
センス・ファイルと共に使用するものとします。「Approved Volume License Manager」と
は、エンドユーザの本ソフトウェアへのアクセスを管理し、適用ある使用遵守情報を生成す



る NI のコンピュータ・ソフトウェア(以下「VLM」といいます)、FlexNet 及び FLEXIm ソフト
ウェア、又は NIが書面で承認したエンドユーザの本ソフトウェアのアクセスを管理する他の
第三者ソフトウェアを意味します。Approved Volume License Manager が NI VLM である
場合、又は NIが適切な Approved Volume License Manager のためにドキュメンテーション
を利用可能にした場合、当該 Approved Volume License Manager は NI により提供されたド
キュメンテーションに従ってインストールされ、使用されなければなりません。 
 
当社は、EP に記載されているライセンスの数の上限および期間に従い、ライセンス管理ツー
ル（以下「切断されたライセンス」といいます）により管理されていない個別のソフトウェ
ア・ライセンスをインストールすることができます。本項に特段の定めがない限り、切断さ
れたライセンスには EP ドキュメンテーションに記載の条件のすべてが適用されます。お客
様は、EP 有効期間の開始日から 30 日以内に有効期間が過ぎたプログラムに基づきインスト
ールしたソフトウェアに対する切断されたライセンスを削除し、EP 有効期間の終了から 30
日以内に、当該ライセンスを切断されたライセンスで交換しなければなりません。 

 
6. トレーニング・認定試験サービス お客様の EPにおいて提供されているサービスが、トレーニ

ング又は「認定試験準備」のコース、及び NI ソフトウェアのための認定試験サービスを含む
場合(以下「トレーニング・認定試験サービス」といいます)、お客様は、EP ドキュメンテー
ションで特定されているとおり、お客様は、従業員が本ソフトウェアの使用に関する該当す
るトレーニングに参加できるように、または該当する「認定試験準備」コース及び NIソフト
ウェアのための認定試験サービスを受けることができるように、EP 期間中、利用可能なトレ
ーニング・クレジットを使用することができます。トレーニング・認証サービスは、NI のソ
フトウェアトレーニング及び認証のための最新の標準ポリシーに従って提供されます。トレ
ーニング・クレジットは、国際兵器輸送規則 22 CFR 120.9 において定義される「国防
(“defense service”)」を構成する特別なトレーニングのために使用することはできません。
トレーニング・クレジットには金銭的価値はなく、未使用のトレーニング・クレジットは、
お客様の EP の終了又は満了により、又は EP ドキュメンテーションに定められる他の期間
の終了又は満了により、失効します。 

 
7. 本ソフトウェア・サービス EP の下で提供されるサービスが本ソフトウェア・サービスを含

む場合、NI は、(i)お客様のソフトウェア管理者に、該当する商用リリース日後のすべてのア
ップグレードのマスターコピーを提供し、 (ii)EP ドキュメンテーションにおいて指定される
数のユーザに、本ソフトウェアのインストール及び使用を含む問題に対処するための、NI の
アプリケーション・エンジニアへのアクセスを提供し、NI のカスタマー・オンライン・テク
ニカル・サポート・システムへのアクセスを提供します。すべてのサービスは、NI の最新の
スタンダード・ソフトウェア・メンテナンス・サポート・ポリシーに従って提供されます。
NI は、本ソフトウェア・サービスを商用の本ソフトウェアの最新バージョンに制限する権利



を留保します。お客様は、NI が EP において利用可能なすべての本ソフトウェアのために本
ソフトウェア・サービスを利用可能なものとしない可能性があることを理解します。 

 
8. ハードウェア又はハードウェア・サービスがないこと お客様は、EP においては、NI により

提供され、又は利用可能なハードウェア及びハードウェア関連サービスがないことを理解し、
同意します。 

 
9. 年間管理評価；報告 

 

A. EPドキュメンテーションに記載された一定期間毎に (少なくとも 1年に 1回以上)、お客
様の代表者は、 EP およびお客様による EPの使用 (EPの下での NI の本ソフトウェアお
よびトレーニング・クレジットの使用状況の評価ならびに EP の下でのライセンシングの
レベルおよび EP ロケーションの数の妥当性の判断を含みますが、これらに限られませ
ん。) について NIの代表者と協議するため会合を行うものとします。 

 
B. 上記 A に定める会合の 30 日前または NI が求める他の合理的な期間をもって、お客様は、

NI に(i)  NI が受け入れ可能なフォーマットで、EP ロケーション毎に、本ソフトウェアの
使用許可要請を判別するアクティビティ・コンプライアンス・ログ、および(ii) EP ロケ
ーションにおける該当する Approved Volume License Manager によって生成された、本
ソフトウェアのチェックアウト及びチェックインを示すユーセージ・ログを提供するも
のとします。 

 
10. EP の料金 EP に関してお客様に請求される料金は、EP ドキュメンテーションに定められま

す。別途 EP ドキュメンテーションに定められない限り、EP においてお客様が支払う金額は、
US ドルで支払われます。EP ドキュメンテーションに記載されている金額は、適用ある税金
又は輸入／輸出税、すべての税金は含まれず、EP において NI が提供する納品物に関連する
税金及びその他の税については、お客様が責任を負い、負担します。お客様が EP に組み込
むことを望む最新の NI のソフトウェア・ライセンスを有する事業体を取得した場合、EP に
関連してお客様に請求される料金は増加します。 

 
11. 終了 

 

A. NI 又はお客様は、もし他方当事者がエンタープライズ・プログラム条項における義務の
重大な違反をし、当該違反が、当該違反に対する書面による通知の受領後 30 日以内に違
反していない当事者にとって合理的な満足に達するほどに治癒されない場合、各自の裁量
に基づいて、他方当事者に対する書面通知により EP を解除することができます。ただし、
当該違反が治癒され得ないものの場合は、EP期間は速やかに終了します。 



 

B. EP の満了又は終了の結果 EP の満了又は終了により、お客様は EP における本ソフトウ
ェアのすべての使用を速やかに中止しなければならず、本ソフトウェアのすべてのコピ
ーを破棄しなければなりません。ただし、もし NI が当該破棄の前に要求した場合、お客
様は本ソフトウェア及びすべてのコピーを NI に送付しなければなりません。前述の記述
にかかわらず、EP 発効日前に有効であった、かつ EP ドキュメンテーションで既存ソフ
トウェアとして指定された、EP の対象となっている本ソフトウェア(以下「EP 既存ソフ
トウェア」といいます)の NIからのライセンスに関して、エンタープライズ・プログラム
条項において当該条項の違反のみに基づき、かつ本契約の他の条項違反に基づかずに、
NI が EP を解除する場合、お客様は、EP 期間後のために、EP ドキュメンテーションで
指定されうる EP 既存ソフトウェアのコピーを該当数分、EP ロケーションのみで、ソフ
トウェアに付属するソフトウェア・ライセンス条項を遵守し、その条項に沿って、使用
することができます。EP 期間後の使用のために EP ドキュメンテーションで指定されて
いる、かつ EP 発効日に最新バージョンであった、または一つ前のバージョンであった
EP 既存ソフトウェアのコピーに関して、NIにより EP期間が解除されていない場合、お
客様は、本項に従い、お客様の使用のために、EP 期間の終了又は満了の発効日の適用あ
る本ソフトウェアの最新バージョンのコピーをアップグレードすることを選択すること
ができます。 

 

C. お客様の EP 期間後の EP 既存ソフトウェアを使用する権利は、お客様が、NI に対し EP
期間の満了又は終了の 30 日以内にアクティビティ・コンプライアンス・ログ及びユーセ
ージ・ログを提供し、速やかに EP 期間の満了又は終了時に支払われていない金額を支払
うという条件が付されます。 

 

D. 本ソフトウェア及び Approved Volume License Manager には、EPが期間の満了し又は
終了した後に、お客様が EP のもとで本ソフトウェアを使用する能力を無効にするコードが
含まれます。お客様は、本ソフトウェアが、EP の終了又は満了時に、警告なしに自動的に失
効し又は使えなくなることを理解し、同意します。EP ドキュメンテーションにより特定され
る既存 EP ソフトウェアの EP 期間後の許可された使用を可能にするために、必要なライセン
ス・ファイルを NI から取得することは、お客様の責任です。お客様は、NI がライセンス・フ
ァイルを発行した後できる限り早くライセンス・ファイルをインストールし使用しなければな
りません。しかし、いかなる場合も EP期間の終了から 60日を超えてはなりません。 

 
12. EP におけるライセンスは譲渡不可能であり、お客様は、NI 又は権限ある関連会社による事

前の書面による同意を得ずに、第三者又は EP ロケーション以外のお客様の場所又は施設に対
し、本ソフトウェアを頒布又はその他提供してはなりません。 

 



13. 秘密保持義務 お客様の EPドキュメンテーションの条項、お客様の EPに関連して NI又はそ
の権限ある関連会社により提出された提案書又は他の文書(すべての料金及び費用を含みま
す)、お客様の EP に関連する NI の製品開発の試みに関するあらゆる情報は、NI の秘密情報
とみなされます。お客様は、NIの秘密情報を第三者に開示してはなりません。 

 



付帯条項 E–アカデミック・ライセンス条項 
 

1. アカデミック・ライセンスタイプの本ソフトウェアはいずれも、国際教育分類 (ISCED) 
(2011) レベル 0-8 (「本学術機関」)に属する教育機関でのみ使用が許可されています。 

 
2. アカデミック・ライセンスに従った本ソフトウェアを使用して開発した認定アプリケーショ

ンは、商業目的のために頒布されてはならず、商業目的のための再頒布を禁止した上で頒布
しなければなりません。 

 
3. 中学校のライセンス お客様が中学校用ライセンスを取得した場合、お客様は、その中学校で

の教育目的に限り、本ソフトウェアを使用することができます。中学校は、レベル K–12 お
よび国際標準教育分類(ISCED) (2011) レベル 0–3と定義されるものです。お客様は、適用あ
る見積書において NI又はその権限ある関連会社が書面で指定した台数以下のお客様の学校の
コンピュータ上に本ソフトウェアをインストールすることができます。前記権利は、一つの
学校またはキャンパス(NI 又は権限ある関連会社により適用ある見積書で特定されます)に適
用され、学校区域全体に及ぶものではありません。 

 
4. 教育用ライセンス お客様がアカデミック教育用ライセンスを取得した場合、お客様は、本学

術機関における指導目的に限り、本ソフトウェアを使用することができます。以下のいずれ
かの基準を充たす使用に限り、「指導目的」とみなされます。 

 
(i) 学期またはその他の教育期間の終了時に学生に対する共通試験が行われ、かかる試験が 

(その全体または一部が) 本ソフトウェアの学生による利用に関連していること 
 

(ii) 本ソフトウェアを利用しなければならない宿題または同様の課題が成績評価を行うため
に試験の代わりとして課されること 

 
お客様は、適用ある見積または NIからお客様に提供された適用あるドキュメンテーションに
おいて NIまたはその権限ある関連会社が書面で指定した台数以下のお客様の本学術機関のコ
ンピュータ上に本ソフトウェアをインストールすることができます。上記の制限なく、お客
様の本学術機関の教員でない者が本ソフトウェアを使用することは禁じられています。 

 
5. 研究用ライセンス お客様がアカデミック研究用ライセンスを取得した場合、お客様は、本学

術機関における学術研究目的に限り、本ソフトウェアを使用することができます。お客様は、
適用ある見積または NI からお客様に提供された適用あるドキュメンテーショで NI 又はその
権限ある関連会社により特定された、お客様の本学術機関のコンピュータの数を超えずに本
ソフトウェアをインストールすることができます。 

 



6. 学生のインストール・オプション 
 

A. お客様が本学術機関であり、学生のインストール・オプション・ライセンスを取得した
場合、NI は、適用ある本ソフトフェアのマスター・インストールをお客様に交付します。
お客様は、本ソフトウェア(アップデート又はアップグレードを含みます)を、適用ある見
積書において NI 又はその関連会社により特定される学生の数を超えて、利用可能にして
はならず、NI が本ソフトウェアを実際に引き渡した場所に所在する学生に対してのみか
つ見積書に記載した期間中のみ利用可能にするものとし、各学生は適用ある見積書によ
り特定されるお客様の本学術機関の、適用ある学科、学部又は特定の大学のキャンパス
に在籍していなければなりません。当該本学術機関の本ソフトウェア・サービスに付属
する学生のインストール・オプションを通じて提供される各ライセンスの期間は、1 年間
とします。 

 

B. お客様が学生であり、ご自身が在籍する本学術機関の学生のインストール・オプションを
通じて本ソフトウェアを使用するライセンスを取得した場合、お客様は、本ソフトウェア
を使用するには、本学術機関に在籍し又は継続的に授業を受けている学生でなければなり
ません。お客様は、例えば学部での学業に役立てるため授業又は実習及び学術研究の目的
で使用するなど、お客様自身の教育目的のために本ソフトウェアを使用することができ、
他の目的のために使用することはできません。お客様は、コンピュータ 3 台を限度とし
て本ソフトウェアをインストールすることができます。ただし、お客様のみがコンピュー
タにおいて本ソフトウェアを使用し他に起動することができ、本ソフトウェアは一度に一
つのコンピュータにおいて立ち上げることができます。お客様は、お客様以外の何者かが
本ソフトウェアにアクセスしこれを使用するようなネットワーク・デバイスにおいて、
本ソフトウェアをインストールしてはなりません。家庭内使用の例外はありません。お客
様は、ライセンス期間が終了するのと、本学術機関の在籍を完了し若しくは終了するのと、
いずれか早い方の時期に、お客様のライセンスが自動的に失効することを理解し、同意し
ます。かかる失効時は、お客様は速やかに本ソフトウェアのすべてのコピーをアンインス
トールしなければなりません。 

 

C. 学生のインストール・オプションを通じて提供されるライセンスには、本ソフトウェア
用標準サポート・保守プログラム(SSP)に関するあらゆる権利を学生が個別に利用するこ
とは含まれません。 

 



7. アカデミックサイトライセンス(以下「ASL」といいます)。ASL には以下の条件が適用され
ます。 

 

A. ASL に関し、NI又はその権限ある関連会社からお客様が取得した見積り(以下「ASLドキ
ュメンテーション」といいます)は、本契約に組み込まれます。本契約の条項と ASL ドキ
ュメンテーションとの間に抵触がある場合、本契約の条項が優先します。 

 

B. 期間 ASL は、お客様のご注文の日(以下「ASL 発効日」といいます)から効力を発します。
ASL に基づくライセンス(学生のインストール・ライセンスを含みません)は、永久ライセ
ンスとします。 

 

C. ASL に基づく本ソフトウェアは、教員、研究者及び学生が、本付帯条項Ｅ及び ASL ドキ
ュメンテーションに記載されたライセンスのタイプの条件に従い、かつ、ASL ドキュメ
ンテーションにおいて別段定められない限り NI が本ソフトウェアを届けた物理的場所に
あるコンピュータにおいてのみ、使用することができます。 
 
お客様が本ソフトウェアの使用を認められる場所を、｢ASL ロケーション｣といいます。 
 
ASL ライセンスは、ASL ドキュメンテーションで指定されたとおり、教育または研究の
いずれかを対象としています。 

 

D. お客様は、各 ASL ロケーションにおいて、マスター・インストール・メディア及び
Approved Volume License Managerの使用を含む、本ソフトウェアの頒布、並びに本ソ
フトウェアのインストール及び使用の監督に責任を有する個人(以下「ソフトウェア管理
者」といいます)をお客様の組織において指名しなければなりません。お客様は、NI に対
し、ソフトウェア管理者に対するあらゆる変更を書面で速やかに通知しなければなりま
せん。NI は、お客様の教員、研究者及び学生が適宜内部でインストール及び使用するた
めに、ソフトウェア管理者に対し、本ソフトウェアのためのマスター・インストールを
頒布します。ソフトウェア・ドキュメンテーションは電子的形態によってのみ提供され、
本ソフトウェアのマスター・インストールに備わっています。 

 

E. 本ソフトウェア・サービス 本ソフトウェア・サービスが ASL のために購入され又は
ASL と共に提供される場合、NI は、お客様のソフトウェア管理者に、該当する商用リリ
ース日後のすべてのアップグレードのマスターコピーを提供します。すべてのサービス
は、NI の最新のスタンダード・ソフトウェア・メンテナンス・サポート・ポリシーに従
って提供されます。NI は、本ソフトウェア・サービスを商用の本ソフトウェアの最新バー
ジョンに制限する権利を留保します。お客様は、NI が ASL において利用可能なすべての



本ソフトウェアのために本ソフトウェア・サービスを利用可能なものとしない可能性が
あることを理解します。本ソフトウェア・サービスについては、ASL ドキュメンテーシ
ョンに記載されています。 

 
ASL に基づく永久ライセンスには、期間を 1 年間とする本ソフトウェア・サービスが付
帯しています。1 年目の経過後、ASL に基づく永久ライセンスを対象とする本ソフトウェ
ア・サービスを別途購入して頂く必要があります。本ソフトウェア・サービスの有効期間
は、ASL ドキュメンテーションで指定された期間とします。 

 
ASL を対象とする本ソフトウェア・サービスには、ASL ドキュメンテーションに記載さ
れたとおり、学生のインストール・オプション・ライセンスが含まれることがあります。
学生のインストール・オプションを通じて提供されるライセンスには、本ソフトウェア
用標準サポート・保守プログラム(SSP)に関するあらゆる権利を学生が個別に利用するこ
とは含まれません。 

 

F. お客様は、ASL における本ソフトウェアの使用が、ASL ドキュメンテーションで定めら
れるライセンスの最大数を超えたり、又はその他 ASL ドキュメンテーションに記載され
た範囲を超えたりしてはならないことを理解し、同意します。 

 
8. アカデミックボリュームライセンス(以下「AVL」といいます)。AVL には以下の条件が適用

されます。 
A. AVL に関し、お客様が NI またはその権限ある関連会社から取得した見積（以下「AVL ド

キュメンテーション」といいます）は本契約に組み込まれます。本契約の条件と AVL ド
キュメンテーションとの間で矛盾がある場合、本契約の条件が優先します。 
 

B. 有効期間 AVL は、お客様のご注文の日(以下「AVL 発効日」といいます)から効力を発
します。AVL ドキュメンテーションで別段の期間が指定されていない場合、AVL の最初
の期間は、AVL 発効日から 1 年間継続し、その後は両当事者の合意により更に 1 年間更
新されます。AVL に基づくライセンス(学生のインストール・ライセンスを含みません)は、
AVL ドキュメンテーションに別段の規定がない限り、サブスクリプション・ライセンス
とします。 

 
C. AVL に基づく本ソフトウェアは、教員、研究者及び学生が、本付帯条項Ｅ及び AVL ドキ

ュメンテーションに記載されたライセンスのタイプの条件に従い、かつ、AVL ドキュメ
ンテーションにおいて別段定められない限り NI が本ソフトウェアを届けた物理的場所に
あるコンピュータにおいてのみ、使用することができます。 

 
お客様が本ソフトウェアの使用を認められる場所を、｢AVL ロケーション｣といいます。 



 
AVL ライセンスは、AVL ドキュメンテーションで指定されたとおり、教育または研究を
対象としています。 

 
D. お客様は、各 AVL ロケーションにおいて、マスター・インストール・メディア及び

Approved Volume License Managerの使用を含む、本ソフトウェアの頒布、並びに本ソ
フトウェアのインストール及び使用の監督に責任を有する個人(以下「ソフトウェア管理
者」といいます)をお客様の組織において指名しなければなりません。お客様は、NI に対
し、ソフトウェア管理者に対するあらゆる変更を書面で速やかに通知しなければなりま
せん。NI は、お客様の教員、研究者及び学生が適宜内部でインストール及び使用するた
めに、ソフトウェア管理者に対し、本ソフトウェアのためのマスター・インストールを
頒布します。ソフトウェア・ドキュメンテーションは電子的形態によってのみ提供され、
本ソフトウェアのマスター・インストールに備わっています。 

 
E. 本ソフトウェア・サービス 本ソフトウェア・サービスが AVL のために購入され又は

AVL と共に提供される場合、NI は、お客様のソフトウェア管理者に、該当する商用リリ
ース日後のすべてのアップグレードのマスターコピーを提供します。すべてのサービス
は、NI の最新のスタンダード・ソフトウェア・メンテナンス・サポート・ポリシーに従
って提供されます。NI は、本ソフトウェア・サービスを商業的に入手可能な本ソフトウェ
アの最新バージョンに制限する権利を留保します。お客様は、NI が AVL において利用可
能なすべての本ソフトウェアについて本ソフトウェア・サービスを利用可能なものとし
ない可能性があることを理解します。本ソフトウェア・サービスについては、AVL ドキ
ュメンテーションに記載されています。 

 
本ソフトウェア・サービスは、サブスクリプション・ライセンス付の AVL に付帯して提供さ
れます。AVL に基づく永久ライセンスには、期間を 1 年間とする本ソフトウェア・サービ
スが付帯しています。1年目の経過後、AVL に基づく永久ライセンスを対象とする本ソフ
トウェア・サービスを別途購入して頂く必要があります。本ソフトウェア・サービスの有
効期間は、AVL ドキュメンテーションで指定された期間とします。 

 
AVL を対象とする本ソフトウェア・サービスには、AVL ドキュメンテーションに記載さ
れたとおり、学生のインストール・オプション・ライセンスが含まれることがあります。
学生のインストール・オプションを通じて提供されるライセンスには、本ソフトウェア
用標準サポート・保守プログラム(SSP)に関するあらゆる権利を学生が個別に利用するこ
とは含まれません。 

 



F. お客様は、お客様による AVL における本ソフトウェアの使用が、AVL ドキュメンテーシ
ョンで定められるライセンスの最大数を超えたり、又はその他 AVL ドキュメンテーショ
ンに記載された範囲を超えたりしてはならないことを理解し、同意します。 
 

G. 承認済みライセンスマネージャーを使用し、顧客にインストールした、当該承認済みラ
イセンスマネージャーに永久に接続されていない個別のソフトウェアライセンス（以下
「切断されたライセンス」といいます）を作成する場合、切断されたライセンスには本
契約に規定するすべての条件が適用されます。切断されたライセンスの数は、AVL ドキ
ュメンテーションに記載のライセンスの数を超えることはできません。切断されたライ
センスに再接続する場合、各切断されたライセンスを顧客のコンピュータからただちに
削除しなければなりません。お客様は、AVL の開始から 30 日以内に有効期間が過ぎたプ
ログラムに基づきインストールされた本ソフトウェアの切断されたライセンスを顧客の
コンピュータから削除し、現 AVL 有効期間の終了から 30 日以内に、当該ライセンスを
切断されたライセンスで交換しなければなりません。 
 

9. 移転 アカデミック研究用ライセンスを除き、アカデミック・ライセンスは譲渡不可能であ
って、お客様は、事前に NI又はその権限ある関連会社の書面による同意を得ずに、本ソフト
ウェアを、第三者に又は NI から適用ある書面において明示的に指定されていないお客様の場
所若しくは設備において、頒布し、その他提供してはなりません。本学術機関は、アカデミ
ック研究用限定の ASL または AVL を、ライセンスが当初与えられた研究者に移転することが
できます。ただし、(i)本学術機関が、NI に対し、書面で当該移転(当該研究者の氏名及び所在
地を含みます)を通知すること、(ii) 当該研究者が本契約の条項を受諾すること、かつ(iii)本学
術機関が、当該移転の後、移転したアカデミック研究用限定の ASL または AVL に基づくソ
フトウェアの使用を直ちに停止することを条件とします。 

 



付帯条項 F–製品固有の規定 
 

LabVIEW 
 

LabVIEW 開発ライセンスを取得した場合、LabVIEW ソフトウェアを職場でもう 1 台のコンピュ
ータにインストールし、自動テスト、自動検証、自動レビュー、自動ビルドプロセスの継続的イ
ンテグレーション・アクティビティ、ならびに LabVIEW ソフトウェアを使用して開発したコー
ドの構築とテストを唯一の目的とするこれらのアクティビティの実行とセットアップに必要なス
テップを実行することができます。いかなる場合も、継続的インテグレーション・アクティビ
ティの自動化をデバッグする場合を除き、当該追加コンピュータで本ソフトウェアを開発に使用
することはできません。追加コンピュータは、複数のユーザーがソフトウェアにアクセスできる
ようにするネットワークデバイスであってもかまいませんが、その場合、各ユーザーがそれぞれ
LabVIEW のライセンスを持つ必要があり、各ユーザーは本項で許可されるコードの統合およびテ
スト目的以外に当該追加コンピュータ上で本ソフトウェアを使用することはできません。 
 
Measurement Studio 
 

Design Time Context における Measurement Studio コントロールを使用する Measurement 
Studio ソフトウェアで作成されたアプリケーションは、認定アプリケーションではありません。 

 
MeasurementLink 
 
別途、適用ある見積書に規定がある場合又は NI による書面で承認されている場合を除き、お客
様は、有効な MeasurementLink ライセンス又はその他所定の適用ある有料ライセンスを取得し
ている場合、GRPC機能を使用する権限のみを有するものとします。 
 
LabVIEW コミュニティエディション及び LabVIEW NXGコミュニティエディション 
 

お客様が LabVIEW コミュニティエディション又は LabVIEW NXG コミュニティエディションの
ライセンスを取得した場合、お客様は、ご自身の個人的、非商業的、非産業的な目的に限り、本
ソフトウェアを使用することができます。お客様は、製品説明、 NI から提供されたその他の適
用可能なドキュメンテーション、又は本ソフトウェア自体において特定されたライセンス期間に
限り、本ソフトウェアを使用することができます。かかるライセンスは、当該期間の終了時に自
動的に満了します。 
 
本ソフトウェアのライセンスは、コンピュータベース・ライセンスに変換することができず、ま
た、かかるライセンスは、譲渡不能です。 



 
お客様は、本ソフトウェアを使用してご自身が作成するアプリケーションを頒布又は譲渡するこ
とができますが、これは、お客様が認定アプリケーションの頒布に関する契約の条件に従い、か
つ、成果物の当該頒布が非商業目的・非産業目的である場合に限られます。 
 
お客様は、本ソフトウェアを使用してご自身が作成したソースコードを頒布することができます
が、これは、非商業目的・非産業目的である場合に限られます。 
 
本ライセンスに定める限定的な頒布権を除き、お客様は、いかなる場合も、本ソフトウェアを使
用して作成されたソフトウェア又はコードを頒布することはできません。 
 
本契約又はソースコード・ライセンスに定める条件にかかわらず、お客様は、本ソースコード(ソ
ースコード・ライセンスで定義されます。)を、お客様ご自身が修正したか否かを問わず、非商業
目的・非産業目的である場合に限り、頒布することができます。お客様は、本ソースコードから
派生するオブジェクトコードを頒布することはできません。お客様は、ソースコード・ライセン
スに定めるその他すべての条件の適用を受けるものとします。 
 
本ソフトウェアの使用に当たり、お客様は、本ソフトウェアを有効化し、かつ、お客様による本
契約に基づく権利の行使を可能にするため、本ソフトウェアのプログラム内で、NI ユーザアカウ
ントを作成するとともに、ご自身の NI ユーザアカウントに定期的にログインする必要があります。
NI が本ソフトウェアの有効化を定期的に行うことができない場合、本ソフトウェアは、NI がラ
イセンスの有効化を行うまで、追加の通知なく、非アクティブになることがあります。アクティ
ベーション及びログイン並びに定期的な有効化が行われる際、お客様の NI ユーザアカウント、
本ソフトウェア、及びお客様が本ソフトウェアを使用しているコンピュータに関するデータが、
NI に送信される場合があります。送信された個人データは、NI のプライバシーステートメント
(http://www.ni.com/pdf/legal/us/privacy.pdf)(｢ソフトウェアアクティベーション｣と題するセ
クション、及び該当する場合には、お客様がご自身の NI ユーザアカウントを設定する際に同意
した各国のプライバシーステートメントを含みますが、これらに限られません。)に従い、これら
に記載された目的のために、処理されます。 
 
本契約又はソースコード・ライセンスに定める条件にかかわらず、お客様のサブスクリプショ
ン・ライセンスの終了の時点で、お客様は、本項の上記目的以外の目的で VI ファイル及び
LabVIEW を使用して作成したその他のコンテンツを表示するために、コミュニティエディション
のみを使用することができます。明確にするために記載すると、当該コンテンツのいかなる作成、
編集又は開発にも上記の制限が適用されます。 
 
お客様は、本ソフトウェアの結果及び性能に関するすべてのリスクを引き受けます。ソフトウェアは、
NI の保証又は補償義務の定めなくして提供されます。ソフトウェアはサービスなしで提供されます。

http://www.ni.com/pdf/legal/us/privacy.pdf


本ソフトウェアには、ある一定期間経過後に、本ソフトウェアを無効化し、本ソフトウェアを使用不
可にするコードが含まれる場合があり、これは警告なく行われます。当該無効化がなされた場合、本
契約は、終了したものとみなされます。NI は、その単独の裁量により、いつでもライセンスを終
了させることができます。 
 
Multisim教育エディション 
 

お客様は、非商業的、非産業的、学術研究機関における教育的指導の一環としての必要な授業ま
たは実習を含む教育的目的にのみ使用することができます。お客様が学術研究機関である場合、
本ソフトウェアを使用して、非営利の教育的な指示を学生に提供することができます。「学術研
究機関」は、国際教育分類(ISCED)(2011)レベル 0－８に定義される教育機関をいいます。 
 
本ソフトウェアは、商業的または産業的研究に使用してはなりません。当該商業的または産業的
研究には、政府や商業団体から資金提供を受けるものが含まれますがこれらに限定されません。
学術機関推進のための研究、または個人の教育 (資金提供を受けていない個人の学部研究) を目標
とする研究は禁止されません。 
 
お客様は、本ソフトウェアを使用してご自身が作成するアプリケーションを頒布又は譲渡するこ
とができますが、これは、お客様が認定アプリケーションの頒布に関する契約の条件に従い、か
つ、成果物の当該頒布が非商業目的・非産業目的である場合に限られており、商業利用を目的と
した再頒布をしてはなりません。 
 
お客様は、本ソフトウェアを使用してご自身が作成したソースコードを頒布することができます
が、これは、非商業目的・非産業目的である場合に限られており、商業利用を目的とした再頒布
をしてはなりません。 
 
本ライセンスに定める限定的な頒布権を除き、お客様は、いかなる場合も、本ソフトウェアを使
用して作成されたソフトウェア又はコードを頒布することはできません。 
 
本契約又はソースコード・ライセンスに定める条件にかかわらず、お客様は、本ソースコード(ソ
ースコード・ライセンスで定義されます。)を、お客様ご自身が修正したか否かを問わず、非商業
目的・非産業目的である場合に限り、頒布することができます。お客様は、本ソースコードから
派生するオブジェクトコードを頒布することはできません。お客様は、ソースコード・ライセン
スに定めるその他すべての条件の適用を受けるものとします。 
 



TestStand 
 
お客様がコンピュータベースの NI TestStand Development System ライセンス又は NI 
TestStand Custom Sequence Editor ライセンスを取得した場合、お客様は本ソフトウェアにリ
モートアクセスすることはできません。お客様が指定されたユーザの NI TestStand 
Development Systemライセンス又は NI TestStand Custom Sequence Editor ライセンスを取得
した場合、その時点の指定ユーザのみが本ソフトウェアにリモートアクセスすることができます。 
 
お客様が NI TestStand Development Systemライセンス又は NI TestStand Custom Sequence 
Editor ライセンスを取得した場合、お客様は、NI TestStand Development System 又は NI 
TestStand Custom Sequence Editor を使用して開発したコードをビルド及びテストする目的で、
NI TestStand Development System又は NI TestStand Custom Sequence Editor のお客様のコ
ピーに同梱されている追加のビルド及び解析ツール(シーケンスアナライザやデプロイメントユー
ティリティなど)を、お客様の職場にある 1 台の追加コンピュータにインストールすることができ
ます。追加コンピュータは、複数のユーザがソフトウェアにアクセスできるネットワークデバイ
スであってもかまいませんが、その場合、各ユーザがそれぞれ NI TestStand Development 
System又は NI TestStand Custom Sequence Editor のライセンスを持つ必要があり、各ユーザ
は本項で許可されるコードのビルド及びテスト目的にのみ、ビルド及び解析ツールを使用するこ
とができます。 
 



付帯条項 G – 米国政府エンドユーザ条件 
 

付帯条項 G は、NI が米国政府の機関（以下「発注者」といいます）に提供する本ソフトウェアお
よびサブスクリプションサービスまたは発注者がエンドユーザである場合に適用されます。米国連
邦調達規則 12.212(a)に従い、本契約のいずれかの部分が連邦法に違反する場合、当該部分は削除
され、発注者に対し執行することはできません。本契約の他の規定と本付帯条項Ｇの規定との間で
矛盾がある場合、本付帯条項Ｇの条件が優先します。 

1. 商用項目の調達 NI の本ソフトウェアは連邦調達規則（以下「FAR」といいます）2.101 項
が定義する商用項目に該当し、FAR パート 12 の規定（「商用項目の調達」、および/また
は DoD 連邦調達規則補遺（以下「DFARS」といいます）227.7202 項、「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ドキュメンテーション」）に基づ
き発注者にライセンス許諾されます。発注者による使用、修正、複製、リリース、実演、
表示、または開示は、本契約の規定で明示的に許可されていない限り、本契約の条件のみ
が適用され、禁止されます。 

2. 準拠法の同意/管轄の同意 1978 年契約紛争法（米国連邦法規類集 41 節セクション 7101-
7109）および連邦不法行為請求権法(28 U.S.C. 1346(b)条)に従い、本契約の有効性、解釈、
執行（特に適用のある時効期間を含みます）は米国連邦法に準拠し、同法に従って解釈さ
れるものとします。衡平法上の救済を明示的に許可する制定法の規定がない場合、衡平法
上の救済を規定する本契約の規定は発注者の発注行為には適用されず、適合する限度で改
定されたものとみなします。発注する機関は、法律で明示的に授権されている場合でない
限り、弁護士報酬の支払その他の裁判費用を支払う義務はありません。 

3. 発注者による補償 不足金返済制限法（米国連邦法規類集 31 節セクション 1341、米国連
邦法規類集 41 節セクション 11）に適合させために必要な限度で発注者による補償を義務
付ける本契約の条項は改訂されたものとみなします。ただし、当該補償が法律または政府
機関の規則および手続きによって明示的に授権されている場合はこの限りではありません。 

4. NI による補償 本契約の規定が、(1)発注者を代表する司法省の権利（米国連邦法規類集
28 節セクション 516）に違反し、および/または(2)発注者に対し訴訟および/または和解を
単独で支配する権限を与えることを要求している場合、当該部分は削除されたものとみな
します。 

5. 更新 本契約の条項が不足金返済制限法（米国連邦法規類集 31 節セクション 1341、米国
連邦法規類集 41 節セクション 11）に違反する場合、自動更新の禁止は、不足金返済制限
法に適合させるために必要な限度で改定されたものとみなします。 

6. 将来の料金または違約金 発注価格を超えて料金または違約金を支払うことに予め合意す
ることを発注者に義務付けるすべての本契約の条項は、当該料金が即時支払法または司法
制度平等利用保障法により特に許可されている場合を除き、発注者に対し執行することは
できないものとみなします。 



7. 紛争解決および裁判地 本契約は、1978 年契約紛争法（米国連邦法規類集 41 節セクショ
ン 601-613）（改正されている場合は改正版）が適用されます。両当事者が、本契約に起
因し、または関連して衡平法上の調整、請求、不服申し立てまたは訴訟を求める要求に関
し合意に達することができない場合、米国連邦調達規則 52.233-1 項に従い解決すべき紛争
に当たるものとします。 
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