ソフトウェア・ライセンス契約
[製品名：Interactive Whiteboard Patch File Type1 ]
© 2017 Ricoh Company, Ltd. All rights reserved.
注意：この契約（以下「本契約」といいます）の各条項をよくお読み頂いてから、本件ソフト
ウェアをインストールまたはご使用ください。
本契約は、お客様（以下「お客様」といいます）と、株式会社リコーおよび／または以下で定
義されるその関連会社（以下「リコー」と総称します）との間の法的な契約です。
リコーは、本契約に含まれるすべての条件にお客様が同意されることのみを条件として、本件
ソフトウェア（関連する媒体および印刷文書または電子文書（以下「本件ドキュメンテーショ
ン」と総称します）がある場合には、それらを含みます）をライセンス供与するものとします。
本契約において用いる用語は、以下の意味を有するものとします。
(a) 「本件ソフトウェア」とは、本契約の中で名前が示されるか、またはお客様の本
件ソフトウェアの取得に関連してリコーが発行する注文書もしくは購入証明書そ
の他の確認書（以下「ライセンス確認書」といいます）に記載されるソフトウェ
アをいいます。
(b) 「関連会社」とは、本契約期間中において、株式会社リコーを支配し、株式会社
リコーによって支配され、または株式会社リコーと共通の支配下にあるあらゆる
事業体を意味します。
(c)
「支配」とは、直接的または間接的を問わず、株式の保有、株式資本、議決権の
保有、契約その他によってリコーの運営機関の過半数のメンバーを任命および／
または解任する権限、またはその他の方法によってリコーの業務および方針を管
理する権限を有していることを意味します。
お客様は、本件ソフトウェアをインストールもしくは使用することにより、または下記の「同
意する」のボタンをクリックすることにより、本契約の諸条件に拘束されることに合意するこ
とになります。お客様は、本契約に同意する人が、お客様を代表して当該同意を行う全ての権
限を有することを表明し保証します。
お客様が本契約の条件に同意されない場合、リコーは、お客様に本件ソフトウェアのライセン
ス供与することはできませんので、お客様は、直ちに本件ソフトウェアの使用またはインスト
ールを中止してください。この場合、お客様は、本件ソフトウェアが記録されたメディアがあ
る場合には、当該メディアおよび添付されたすべての本件ドキュメンテーションをリコーに返
却してください。
1.

ライセンスの付与および適用範囲

1.1

お客様が本契約の条件に従うことに同意し、かつこれに関連する料金および手数料があ
る場合には、それらのすべてが支払われることを前提として、リコーは、本件ソフトウ
ェアおよび本件ドキュメンテーションに関して、オブジェクトコード形式のみでこれら
を使用できる、限定的、非排他的、一身専属的、譲渡不能なライセンスをお客様に付与
します（以下「本ライセンス」といいます）。お客様は、本ライセンスおよびお客様によ
る本件ソフトウェアの使用にあたり、ライセンス確認書および本件ドキュメンテーショ
ンに記載がある場合には、これらに規定された数、量、数量その他の使用範囲または限
度に限定されます（以下これらの書面を「許諾使用確認書」といいます）。当該範囲又は
限定は、それぞれの製品に応じて、許諾されたユーザーの数、設置箇所数、多機能プリ

ンターの数、機器の数、パソコンもしくはサーバーの数などの量的な制限で明示される
場合があります。また、本件ドキュメンテーションにおいて当該制限又は限定と異なる
規定がない限り、本契約は、本件ソフトウェアに関連して将来提供されるあらゆるリリ
ース版、修正版、アップデート版または機能強化版にも適用されます。
1.2

お客様は、本契約の条件およびリコーが別途定める追加的条件（許諾使用確認書に定め
る条件を含みますが、これらに限定されません）に従って、本件ソフトウェアを使用す
ることに同意します。

1.3

お客様は、許諾使用確認書に従い、以下のことを行うことができます。
(a)
お客様の社内の業務および営業のためにのみ本件ソフトウェアをインストール、
ロード、実行、操作、実施、表示または使用すること。
(b)
第 1.1 条で許諾された範囲での使用において必要であることを条件として、バッ
クアップ目的のためだけに合理的な数の本件ソフトウェアのコピーを作成するこ
と。
(c)
第 1.1 条で許諾された範囲での使用のために本件ドキュメンテーションを使用す
ること、および法律で認められた使用に合理的に必要な範囲において、本件ドキ
ュメンテーションのコピーを作成すること。

2.

お客様の義務

2.1

お客様は、本契約に明示的に規定されている場合または適用される法律の強行規定で別
途要求される場合を除き、以下の事項を理解し、同意します。
(a)
本件ソフトウェアまたは本件ドキュメンテーションをコピーしないこと。但し、
そのコピーが本件ソフトウェアの通常の使用に付随して起こる場合、またはバッ
クアップもしくは作業の安全のために合理的に必要な場合を除きます。
(b)
本件ソフトウェアの二次的著作物を作成せず、本件ソフトウェアの全部または一
部を翻案、変更、翻訳、修正または改造せず、本件ソフトウェアもしくはその一
部が他のプログラムと結合され、または他のプログラムに組み込まれることを許
可しないこと。
(c)
該当するオープンソース・ソフトウェアのライセンスの条件または適用される法
律の強行規定で要求される場合を除き、本件ソフトウェアの全部または一部を逆
コンパイル、逆アセンブルおよびリバースエンジニアリングをしないこと。
(d)
リコーの書面による事前の同意がない限り、本件ソフトウェアおよび本件ドキュ
メンテーションを第三者に賃貸、リース、サブライセンス、貸与または譲渡せず、
その他の方法で第三者に本件ソフトウェアを使用させないこと。
(e)
本件ソフトウェアの全体または一部について、配布、サービス提供としてのホス
ティング、タイムシェアリング化、またはその他の方法での第三者の利益のため
の提供（無償か否かを問いません）を行わないこと。
(f)
許可された本件ソフトウェアのコピーを安全に保管し、本件ソフトウェアのすべ
てのコピーの数および保管場所について、正確かつ最新の記録を維持すること。
(g)
本件ソフトウェアの使用について管理および監督を行い、本件ソフトウェアを本
契約の条件に従ってお客様の被用者に使用させること。
(h)
本件ソフトウェアのあらゆる形態における全部または一部のコピーに、リコーの
著作権表示を含めること。
(i)
リコーの書面による事前の同意なしに、お客様の被用者以外の第三者に対して、
いかなる形態によっても本件ソフトウェアの全体または一部の（プログラム一覧
表、オブジェクトプログラムおよびソースプログラムの一覧表、オブジェクトコ
ード、ならびにソースコードを含みますが、これらに限定されません）提供また
はその他の方法で閲覧に供さないこと。

2.2

お客様は、お客様の本契約の条件の遵守状況を確認するために、合理的な時間であれば
いつでも、かつリコーによる相当な事前の通知の後に、あらゆる事業場内、当該事業場
内に設置されている、本件ソフトウェアまたは本件ドキュメンテーションが保管され使
用されているコンピューター設備、および本契約に従って保管されているあらゆる記録
について調査または閲覧することを、リコーおよびその権限を有する代表者に対して許
可しなければなりません。

3.

サポートおよびメンテナンス

3.1

本契約において、リコーは、本件ソフトウェアのメンテナンスおよび／またはサポート
を行う義務を負わないものとします。なお、サポートおよびメンテナンスに関する契約
は、追加料金を払うことで利用できる場合があります。本件ソフトウェアに関して問題
が発生した際は、リコーまたは販売業者にお問い合わせください。お客様が利用してい
る本件ソフトウェアのバージョンをリコーがサポートしている限り、本ライセンスには、
リコーがその必要に応じて提供する本件ソフトウェアの小規模なマイナーアップデート、
バグの修正またはメンテナンスリリースが含まれています。但し、リコーによって行わ
れた本件ソフトウェアの改良として分類される新しいリリース、大規模なバージョンま
たはアップデートは含まれず、これらについては追加料金の支払いが必要になる場合が
あります。

4.

保証

4.1

お客様は、本件ソフトウェアがお客様の個別の要求を満たすために開発されたものでは
ないことに同意し、そのため、本件ドキュメンテーションに記載された本件ソフトウェ
アの機能および利便性が、お客様の要求を満たすようにする責任はお客様にあることを
合わせて同意します。

4.2

本契約には、本件ソフトウェアおよび本件ドキュメンテーションの提供に関するリコー
の義務および責任の範囲がすべて規定されています。本件ソフトウェアは無償で提供さ
れるため、リコーは、本件ソフトウェアに関連して本契約に定める条件を除き、本件ソ
フトウェアに関するいかなる前提条件、保証その他の条件の設定も行わず、合意もしま
せん。本契約に別途明確に規定されている場合を除き、お客様は、本契約に基づいてお
客様に提供される本件ソフトウェア、サービス、サポートその他の全てが、現状有姿の
まま提供され、一切の保証を伴わないことに同意します。また、リコーは、明示または
黙示を問わず、満足のいく品質であること、商品性、特定目的に対する適合性、および
権利の非侵害に関する黙示の条項（これらに限定されません）を含めて、その他のいか
なる保証、前提条件、表明その他の条件の設定もすべて明確に否定します。お客様の意
図した結果を達成するためのソフトウェアを選択する責任は、お客様にあります。リコ
ーは、本件ソフトウェアがお客様の要求を満たしていること（その操作が中断されない
こと、安全であること、エラーがないこと等）、すべての誤りまたは欠陥が修正されるこ
とを保証しません。但し、第 10.3 条で定められる準拠法で禁止される範囲において、上
記の制限または適用除外の全部または一部が、お客様に適用されない場合があります。

5.
5.1

リコーの責任
適用される法律の強行規定で要求される場合、または第 5.4 条に定める場合を除き、リ
コー、その関連会社もしくはサプライヤー、またはリコーもしくはそれらの役員、取締
役、被用者、代表者もしくは代理人（以下「リコー関係者」と総称します）は、お客様
に対し、契約違反、過失またはその他の理由によるかを問わず、(A) 利益、売上、取引、
期待された経費の節減もしくは収入の損失、(B) 営業上の信用の喪失、(C) データの損失、
破壊もしくは変更、(D) ハードウェア、ソフトウェアもしくはデータの損失またはそれら
の使用不能による損失、または、(E) 間接的、派生的、懲罰的または特別な損失もしくは

損害についても、いかなる責任を負いません。
5.2

前項のほか、法律の強行規定で要求される場合を除き、本契約において本件ソフトウェ
アおよび本契約に関連してリコーが行った作為または不作為に関係するリコー関係者の
損害賠償責任（その責任が契約違反、過失またはその他の理由によるかを問わない）の
金額の上限は、本件ソフトウェアの使用に対してお客様が支払済みの金額および支払う
べき金額の総額、または 100 米国ドルのいずれか大きい方の金額を限度とします。

5.3

前項の規定にかかわらず、(A) リコー関係者もしくはその代理人または被用者の過失によ
って死亡もしくは身体的障害が生じた場合、(B)詐欺的な不実の表示をした場合、または
(C) 適用される強行法規によって適用除外または制限できない賠償責任である場合、リコ
ー関係者の賠償責任は、たとえ本契約の他の条項で除外または制限可能と規定されてい
たといえども、本契約によって除外または制限されません。

5.4

第 10.3 条で決定される準拠法で禁止されている範囲で、上記の制限または適用除外の一
部または全部がお客様に適用されない場合があります。

6.

知的財産権およびサードパーティ・プログラム

6.1

お客様は、本件ソフトウェアおよび本件ドキュメンテーションの世界中のすべての知的
財産の権利、権原および権益が、リコーまたはリコーへのライセンサーである第三者に
よって所有されていること、本件ソフトウェアの権利がお客様に対して販売されるので
はなくライセンス供与されること、ならびに本契約で提供される本ライセンスで限定的
に認められている場合を除き、お客様が本件ソフトウェア、本件ドキュメンテーション
または本契約に基づいてお客様に提供されるその他のいずれの物についてもそれらの権
利を有さないことを承諾します。さらに、お客様には、リコーの商標、サービスマーク
または商号の権利、権原または権益も、本契約によって付与されません。リコーおよび
／またはそのライセンサーは、前記の規定によって制限されることなく、以下の各号
（これらに限定されません）を含む自己の知的財産権のすべての権利、権原および権益
を保有します。(a) すべてのソフトウェアのコード（ソースコードおよびオブジェクトコ
ードを含みます）、機能、技術、システムアーキテクチャーまたはネットワークアーキテ
クチャー、およびユーザーインターフェース、ならびにこれらの修正版、(b) 本件ソフト
ウェアに関するすべてのアイデア、企業秘密、発明、特許、著作権およびその他の知的
財産権、(c) 本件ソフトウェアに関するお客様からのすべての評価、コメント、アイデア
および提案（その後の本ソフトウェアのバージョンに組み込まれたか否かを問いません）
、
ならびに、(d) リコーのまたはそのライセンサーの知的財産権を用いて開発されたあらゆ
る修正版または二次的著作物。お客様は、リコーの知的財産権を厳格に秘密として取り
扱い、保護し、維持管理することに同意します。

6.2

お客様は、本件ソフトウェアには、第三者が所有しおよび／または 1 つ以上のオープン
ソース・ソフトウェアのライセンスに従ってライセンス供与されているソフトウェアの
プログラム、コードまたはライブラリ（以下「サードパーティ・プログラム」と総称し
ます）が含まれる場合があることを承諾します。お客様は、このようなサードパーテ
ィ・プログラムを、本件ソフトウェアに組み込まれた形または含まれる形でのみ使用す
ることができます。但し、その使用にあたっては、当該サードパーティ・プログラムの
すべての知的財産権が、それぞれのライセンサーに引き続き所有されていることを条件
とします。このようなサードパーティ・プログラムのライセンス契約または使用条件
（以下「サードパーティ・ライセンス」といいます）が、本件ソフトウェアに関連して
リコーがお客様に提供するインストール説明書、テキストファイル、「readme」ファイ
ルまたはその他のダウンロード用もしくはインストール用のメディアに含まれている場
合には、お客様によるサードパーティ・プログラムの使用には、当該サードパーティ・

ライセンスが適用されるものとし、お客様は、当該サードパーティ・ライセンスに従う
ことに同意します。サードパーティ・ライセンスに別途記載されている場合を除き、お
客様によるすべてのサードパーティ・プログラムの使用には、本契約の制約および要件
が同様に適用されるものとします。
6.3

法律の強行規定で明示的に許可されている場合、またはサードパーティ・ライセンスで
求められている場合に限り、リコーは、リバースエンジニアリングまたは逆コンパイル
に対する本契約の第 2.1 条に定めるこれらの禁止を放棄します。但し、これらの放棄は、
適用されるライセンスもしくは法律によって要求される限定的な目的のため、または本
件ソフトウェアに著しく類似するソフトウェアを作成しないことを前提とし、個々のサ
ードパーティ・プログラムについてのみを対象とします。本契約またはリコーによって
明示的に規定される場合を除き、お客様は、ソースコードの形式、ロックされていない
コーディング形式、またはコメントの付いたその他の人が読解可能な形式の本件ソフト
ウェアにアクセスする権利を持たないことを承諾します。

6.4

本契約の規定にかかわらず、すべてのサードパーティ・プログラムは、サポートが行わ
れること無く、現状有姿のまま、かつ明示または黙示を問わず一切の保証することなく
リコーから提供されるものであり、かかるサードパーティ・プログラムの使用について
は、お客様が全リスクを負います。リコーは、いかなる場合もかかるサードパーティ・
プログラムに対して責任を負わず、あらゆる明示もしくは黙示の保証（権利非侵害の保
証を含む）を明確に否認し、あらゆる特別的、付随的または結果的損失または損害（利
益または期待された経費の節減の損失、およびサードパーティ・プログラムによって生
じるあらゆる損失または損害を含みますが、これらに限定されません）についての責任
を否認します。

7.

契約の終了

7.1

許諾使用確認書において期限付きのライセンスであることが明確に規定されている場合
には、本ライセンスを更新することに両当事者が書面で合意しない限り、本ライセンス
は、規定された期間の終了時に終了します。

7.2

第 7.1 条に規定される場合を除き、本ライセンスは、終了されるまで有効となります。
お客様の許諾使用確認書に記載された料金もしくは手数料の支払いをお客様が怠った場
合、またはお客様が本契約の条件を遵守しなかった場合、リコーは、リコーの判断によ
りお客様への通知をもって、本契約を直ちに終了させることができます。

7.3

本契約の期間の終了に該当する場合または解除の際には、お客様は、直ちに本件ソフト
ウェアの使用を中止し、リコーの指示に従い、本件ソフトウェアおよびそのコピーすべ
てを削除、破棄または返却の上、その実施時期をリコーに通知しなければなりません。
また、規定の性質上、終了後も延長して適用されるべき本契約の規定は、本契約の終了
後も引き続き存続するものとします。

8.

米国政府の制限付き権利

8.1

お客様が米国政府のためにまたは米国政府に代わって、本件ソフトウェアまたはそれに
付随する本件ドキュメンテーションをライセンス供与する場合、48 CFR 227.7201 から
227.7202-4 まで（国防総省（DoD）調達用）ならびに 48 CFR 2.101 および 12.212
（DoD 調達用以外）に従い、「商業用コンピューター・ソフトウェア」および「商業用
コンピューター・ソフトウェアのドキュメンテーション」に分類され、 (i) 商業用品目と
してのみ、かつ、(ii) 本契約の条件に従いその他のすべてのエンドユーザーに付与される
権利のみと共に、米国政府のエンドユーザーに対してライセンス供与されます。

9.

お客様の連絡先情報

9.1

法律の強行規定によって別途禁止されない限り、お客様は、リコーがお客様の連絡先情
報（名前、電話番号および電子メールアドレス等を含む）を、リコーが事業を行ういず
れの場所においても保管し使用できることを承諾します。これらの連絡先情報は、リコ
ーの取引関係に関連して処理・使用される他、リコーの委託先、リコーの販売店、およ
びリコーの譲受人に、それらの者の事業活動全体（例えば、注文の処理、サービスの提
供、販促および市場調査などを目的とするお客様との連絡等を含みます）の用途のため
に提供されることがあります。お客様は、お客様の連絡先情報がデータセンター（お客
様の所在する国であるか否かを問いません）に保管されることを承諾すると共に、上記
の場所でお客様の連絡先情報が処理・保管されること（お客様の所在する国が欧州経済
領域（EEA）内の場合でも、EEA 外のデータセンターで保管されることを含みます）に
同意します。秘密保持契約にて保護される範囲において、リコーは、購入および受注処
理、クレジットカードの処理、マーケティングの支援、その他の顧客へのサービス提供
を含め、リコーのお客様へのサービスの提供およびお客様との関係を管理するために、
お客様の連絡先情報を第三者の処理業者に移転することができます。お客様は、リコー
が組織再編を行った場合、または第三者に売却された場合、リコーが連絡先情報をその
組織再編後の事業体または当該第三者に譲渡することができることに同意します。

10.

一般条項

10.1

リコーは、本契約または本契約に基づいて生じるリコーの権利または義務を、本契約の
期間中いつでも、移転し、譲渡し、下請に出し、またはその他の方法で処分することが
できます。お客様は、本契約および本件ソフトウェアを使用するライセンスを、譲渡ま
たはその他の方法による移転をすることはできません。但し、(i) お客様の完全所有子会
社、または、(ii) お客様の支配下もしくはお客様と共通の支配下にある関連会社に譲渡ま
たは移転する場合で、当該譲渡または移転先が、本契約上のすべての義務を引き受ける
ことに書面で同意している場合を除きます。このような譲渡等を行った場合といえども、
本契約に基づく元々のお客様の債務を免除するものではないものとします。

10.2

お客様は、本件ソフトウェアを取得し、または使用している地域を管轄する法律にて適
用される輸出入関連法規のすべてを遵守することに同意します。これらに限らず、お客
様は、本件ソフトウェアの使用に関連して、 (i) 米国の輸出規制の対象である国、または、
(ii) 米国財務省の特別指定国リスト（list of Specially Designated Nationals）もしくは米商
務省の拒否人名リストもしくは事業体リスト（Denied Person’s List or Entity List）に記
載されている者に対して、本件ソフトウェアの輸出または再輸出を禁じる法規を含め、
米国原産の物品に適用されるすべての輸出入法規を遵守するものとします。お客様は、
本件ソフトウェアを使用するにあたり、お客様が上記の国に所在しておらず、上記のリ
ストに記載されていないことを表明し保証します。さらにお客様は、ミサイル、核兵器、
化学兵器または生物兵器の開発、設計、製造または生産を含めて（これらに限定されま
せん）
、米国の法律で禁止されている目的のために本件ソフトウェアを使用しないことに
も同意します

10.3

国際物品売買契約に関する国際連合条約は、本契約には適用されません。本契約の準拠
法および裁判管轄は、お客様が本件ソフトウェアを購入または取得した場所によって異
なり、以下の通りとします。
(a)
お客様が南北アメリカ大陸で本件ソフトウェアを購入または取得した場合、本
契約は、法の選択および抵触法の規定を除き、米国ニューヨーク州法に基づい
て締結されたものとみなされるものとし、リコーに対するあらゆる請求は、ニ
ューヨーク州の裁判所のみにおいて排他的に強制または争訟を行うことができ
ます。

(b)

(c)

お客様が欧州、中東またはアフリカで本件ソフトウェアを購入または取得した
場合、本契約は、法の選択および抵触法の規定を除き、イングランド法に基づ
いて締結されたものとみなされるものとし、リコーに対するあらゆる請求は、
イングランドの裁判所のみにおいて排他的に強制または争訟を行うことができ
ます。
お客様が上記 (a) および (b) の条項に規定された地域以外で本件ソフトウェア
を購入または取得した場合、本契約は、法の選択および抵触法の規定を除き、
日本国法に基づいて締結されたものとみなされるものとし、リコーに対するあ
らゆる請求は、日本国の東京の裁判所のみにおいて排他的に強制または争訟を
行うことができます

現地の法律で認められる範囲内で、本契約両当事者は、それぞれが有する陪審裁判をう
ける権利を放棄します。
10.4

本契約のいずれかの規定が裁判所によって無効、強制不能または違法と判断された場合
といえども、当該判断によって他の規定の有効性および強制力に影響が及ぶことはなく、
本契約は準拠法で認められる最大の範囲まで強制されるということを、両当事者は意図
しています。また、上記の規定に影響しないことを前提として、当事者の責任のいずれ
かの限定または適用除外に関して、管轄権を有する裁判所または裁決機関によって、特
定の請求または訴因について強制不能と判断された場合といえども、両当事者は、準拠
法で認められる最大の範囲において、当該限定または適用除外が、その他の請求および
訴因に適用されることを意図しています。

10.5

リコーが本契約のいずれかの規定に定める権利を行使しなかった場合といえども、当該
規定または当該規定に定める権利を放棄したとはみなされないものとします。

10.6

お客様は、本契約および本契約で明確に参照されている書面（許諾使用確認書を含みま
す）が、本件ソフトウェアおよび本件ドキュメンテーションに関するお客様とリコーと
の間の完全なる合意であり、口頭または書面を問わず、すべての提案および本契約締結
前の合意事項、ならびに本件ソフトウェアおよび本件ドキュメンテーションに関するお
客様とリコー間のその他のあらゆる意思の伝達に優先することに同意します。

10.7

本契約の変更は、両当事者の正式な権限を有する代表者によって署名されない限り、有
効とはならないものとします。

10.8

リコーが合理的に支配できないと思われる状況によって生じる本契約の不履行につい
て、リコーはお客様に対し責任を負いません。

10.9

本件ソフトウェアが試用、評価またはこれらに類似した非再販（not-for-sale。以下
「NFR」と総称します）を前提にして提供される場合、お客様には、一定期間に限り本
契約の条件に従って本件ソフトウェアのコピー1 部を使用する限定的で非独占的なライ
センスが付与されます。お客様が NFR または評価用の本件ソフトウェアを使用すること
について、お客様は、お客様の本件ソフトウェアのその使用権がその評価期間をもって
終了し、その後は市販のライセンスを購入するまで本件ソフトウェアを使用できないこ
とを承諾し、同意します。NFR または評価用のコピーはすべて、現状有姿のままとして
ライセンス供与され、リコーによる一切の保証を伴わず、サポートおよびメンテナンス
も行われないものとします。

10.10

本契約のいずれの条件も、本契約の当事者以外の者がこれを強制することはできません。
但し、すべてのリコーの関連会社は、本契約の直接的で意図された第三受益者であり、
リコーに利益を与え、かつ、リコーによって強制可能な本契約のすべての規定を強制す
る権益および権利を有するものとします。

10.11 本契約の日本語版と他の言語版との間に不一致がある場合、現地法の強行規定で別途要
求されない限り、本契約の日本語版が優先されるものとします。
10.12 お客様は、本件ソフトウェアもしくは関連する本件ドキュメンテーションもしくはリコ
ーの知的財産権の不正な開示もしくは使用、または本契約に違反したお客様の秘密保持
の義務の不履行が、法律上の救済では不十分な回復不能の損害をリコーにもたらすこと
があることを承諾します。従って、リコーは、本契約の規定の違反または違反の申立て
に関連して、管轄裁判所に直ちに差止またはその他の衡平法上の救済を求めることがで
きるものとします。
10.13 本契約のいずれの規定も、適用される法律の強行規定に基づく消費者の制定法上の権利
に影響を与えないものとします。
10.14 いずれかの政府または当局が、本契約、または本件ソフトウェア自体の販売もしくは使
用に対する関税、税金（所得税を除く）、賦課金もしくは手数料であって、許諾使用確認
書で規定されていないものを課した場合、お客様は、リコーから当該金員を請求された
時にこれを支払うことに同意します。
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