
L2Connect 使用許諾契約書 

L2Connect をお使いのお客様へ 

 

IoT-EX 株式会社（以下、「IoT-EX」といいます。）の L2Connect（L2Connect Server、 

L2Connect Remote Access、L2Connect Remote Bridge、L2Connect Embedded、L2Connect 

Mobile これらの製品に組み込まれる他の製品及びそれぞれの管理ツールその他の付属す

るソフトウェア、ならびにそれぞれに付帯する文章を含みます。また、製品の評価版（製品

の有効性をご確認頂くために短期間のみご利用頂く製品）も含まれます。ただし、固有の使

用許諾契約書が添付された製品は除きます。以下、総称して「本ソフトウェア」といいます。）

をご使用される場合は、お客様が本「L2Connect 使用許諾契約書」（以下、「本契約」とい

います。）のすべての条件に同意されたものとみなされます。 

本契約のすべての条件に同意されないお客様は、本ソフトウェアをご使用にならないでく

ださい。また、本契約を確認する機会を得ずに本ソフトウェアを入手され、かつ、本契約の

すべての条件に同意されないお客様は、直ちに本ソフトウェアのご使用を中止してくださ

い。 

 

お使いの本ソフトウェアが評価版か否かについては、製品のライセンス情報をご確認頂く

か、付属する取扱説明書をご覧ください。 

 

第１条 定  義 

本契約における用語の定義は以下のとおりとします。 

① 「サービス」とは、本ソフトウェアの機能の全部または一部により構築されるオー

バレイネットワーク環境を第三者に対して提供することや、オーバレイネットワ

ーク環境を通して第三者にコンテンツを提供すること、第三者のコンピュータ、ワ

ークステーション、ネットワーク機器、携帯電話等の情報機器（以下、「コンピュ

ータ等」といいます。）等の遠隔保守を行うこと等をいいますが、これらに限られ

ません。 

② 「事業者」とは、法人その他団体及び事業を行う者または事業に従事する者として

の個人をいいます。 

③ 「個人」とは、「事業者」に該当しない者をいいます。 

④ 「商用事業者」とは、本ソフトウェアを利用して何らかのサービスを提供する「事

業者」をいいます。 

⑤ 「顧客」とは、お客様からサービスの提供を受ける「個人」または「事業者」をい

います。 

 



第２条 使用許諾 

（１）  IoT-EX は、本契約にしたがって、お客様に対して本ソフトウェアを使用するための

以下の権利（以下、「一般使用権」といいます。）を許諾します。 

① お客様が個人の場合： 

お客様が、本契約に同意された他の個人との間で通信を行うために、または商用事

業者から何らかのサービスの提供を受けるために本製品を使用する非独占的な権

利。 

② お客様が事業者の場合： 

お客様の職員または内部組織が相互に内部的な通信を行うために、または、商用事

業者から何らかのサービスの提供を受けるために、本ソフトウェアを使用する非

独占的な権利。 

（２）  IoT-EX は、本契約にしたがって、お客様に対して本ソフトウェアを使用するための

以下の権利（以下、「商用使用権」といいます。）を許諾します。 

① お客様が事業者の場合： 

お客様が、本契約に同意された他の事業者と通信を行うために本ソフトウェアを

使用する非独占的な権利。 

② お客様が商用事業者の場合： 

お客様が、本契約に同意されたお客様の顧客に、何らかのサービスを提供するため

に本ソフトウェアを使用する非独占的な権利。 

ただし、サービス提供に用いるオーバレイネットワークは、お客様ご自身または顧

客が構築するものとし、第三者が提供するオーバレイネットワークを利用して、お

客様が顧客にサービスを提供することはできません。 

③ お客様が顧客の場合： 

お客様が、本契約に同意された他の顧客と通信を行うために本ソフトウェアを使

用する非独占的な権利。他の顧客にサービスを提供することはできません。 

（３）  お客様は、お客様の顧客が、他の第三者に対してサービスを提供することを許諾し

てはならないものとします。 

（４）  お客様が評価版をお使いの場合、本条の（１）及び（２）にかかわらず、一般使用

権及び商用使用権（以下、総称して「本ソフトウェアの使用権」または「使用権」

といいます。）は製品の評価を目的とした範囲・期間に限定して許諾されます。 

（５）  お客様は、本ソフトウェアの使用権をお客様ご本人以外の第三者に対して譲渡し、

または、再許諾することはできないものとします。 

（６）  お客様は、コンピュータ等のいずれか特定の１台に本ソフトウェアをインストール

して、ご使用することができます。お客様が本ソフトウェアをインストールされた

コンピュータ等が、複数の CPU あるいはネットワークインターフェースを有して

いる場合も、同一の使用権に基づいて当該コンピュータ等で本ソフトウェアをご使



用することができます。ただし、当該コンピュータ等で本ソフトウェアのプログラ

ムを同時に複数実行することはできないものとします。 

（７）  本条の（６）にかかわらず、お客様が、本ソフトウェアのライセンスファイルが書

き込まれた USB キー、IC カード等（以下、「認証デバイス」といいます。）をご購

入の場合、お客様は、複数のコンピュータ等に本ソフトウェア（ライセンスファイ

ルに関する部分を除きます。）をインストールしてご使用することができます。ただ

し、この場合も複数のコンピュータ等で本ソフトウェアのプログラムを同時に実行

することはできないものとします。 

（８）  お客様は、本ソフトウェアのご使用にあたって、お客様のコンピュータ等が接続さ

れるネットワークの管理者から、お客様ご自身で必要な許可を取得しなければなら

ないものとします。お客様が必要な許可を受けずに本ソフトウェアをご使用になっ

た結果として発生するすべての損害その他の問題については、お客様の責任と費用

において対処されるものとし、IoT-EX は一切の責任を負わないものとします。 

  

第３条 著作権等 

（１）  本ソフトウェアは、日本国の著作権法その他の関連諸法令によって保護されていま

す。 

（２）  本ソフトウェアに関する著作権、商標権その他一切の権利は、IoT-EX または IoT-

EX に本ソフトウェアまたはその使用権に関する権利を許諾している第三者（以下、

「原権利者」といいます。）に帰属しています。 

（３）  本ソフトウェアの改変物に関する著作権、特許権その他一切の権利は、IoT-EX ある

いは原権利者に帰属するものとします。 

（４）  本契約は、本契約に明示された場合を除き、本ソフトウェアに関する何らの権利を

お客様に許諾あるいは譲渡するものではありません。 

（５）  お客様は、本ソフトウェアに付された著作権表示等の注釈を削除または改変しては

ならないものとします。 

 

第４条 使用期間 

（１）  お客様に許諾された本ソフトウェアの一般使用権の有効期間は、本ソフトウェアの

ライセンスファイルに記載された開始日とお客様が本ソフトウェアをコンピュータ

等にインストールされた日のいずれか遅い日から、ライセンスファイルに記載され

た終了日までとします。ライセンスファイルに記載された終了日をもって、本ソフ

トウェアの一般使用権は終了し、お客様は本ソフトウェアを廃棄しなければなりま

せん。（「廃棄する」とは、本ソフトウェアをコンピュータ等から完全にアンインス

トールし、かつ本ソフトウェア及びその複製物を再利用不可能な状態に消去あるい

は廃棄することをいいます。以下同様とします。） 



（２）  IoT-EX は、本契約に定める事項や公序良俗に違反する行為あるいは第三者の権利

を侵害する行為がお客様にあり、またはそのような行為があり得ると判断した場合

は、本ソフトウェアの使用権の有効期間に関わらず、お客様に対して許諾された本

ソフトウェアの使用権をいつでも取り消し、本契約を解除することができます。こ

の場合、お客様は本ソフトウェアを廃棄しなければなりません。 

また、IoT-EX は、顧客において、公序良俗に違反する行為または IoT-EX もしくは

他人の権利を侵害する行為があり、あるいはそのような事実があり得ると合理的に

判断できる場合、お客様に対して顧客へのサービス提供を中止するよう求めること

ができ、お客様は何らの補償を請求することなく、ただちにこれに応じるものとし

ます。 

（３）  IoT-EX は、本ソフトウェアの使用権を終了させるために、あらかじめ本ソフトウェ

アに組み込まれたプログラム等の手段により本ソフトウェアの動作を停止させるこ

とができるものとします。 

（４）  お客様は、本ソフトウェアを廃棄することを条件として、いつでも本ソフトウェア

の使用権を放棄することができます。 

 

第５条 禁止事項 

お客様は、次の事項を行ってはならないものとします。 

① 本ソフトウェアの複製を作成すること。（ただし、本ソフトウェアの使用のために

合理的に必要と認められる限度で、本ソフトウェアのバックアップを１つだけ作

成し、本ソフトウェアの使用権の有効期間中に限ってそれを保存することはでき

ます。この場合、複製物は外部記録媒体（フロッピーディスク、ＣＤ－Ｒ等）に保

存するものとし、コンピュータ等のハードディスク、メモリー等に保存してはなら

ないものとします。） 

② 本ソフトウェア及び本ソフトウェアの使用権を貸与、リース、レンタル、販売、再

許諾、その他何らかの方法で第三者に移転し、または第三者の利用可能な状態にお

くこと。ただし、IoT-EX が事前に書面により承諾した場合を除きます。 

③ 本ソフトウェアと競合する製品の開発、違法な行為あるいは公序良俗に違反する

行為のために、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、また

は逆アセンブルを行うこと。また、これらの方法やその他の方法でソースコードの

解読を試みること。（第三者にこれらの行為を行わせる場合を含みます。） 

④ IoT-EX または原権利者の著作権、商標権その他諸権利を侵害すること。 

⑤ 本ソフトウェアの全部または一部を変更すること。また、二次的著作物を作成する

こと。 

⑥ 本ソフトウェアを公序良俗に違反する目的あるいは他人の権利を侵害する目的に

使用すること。 



第６条 本ソフトウェアの機能の制限 

（１）  本ソフトウェアは、医療施設や原子力施設、軍事施設、航空機に関連する施設等に

おいて安全上重要な設備や生命に直接的に関わる設備のために使用されることを想

定した機能を有するものではありません。万一、お客様がこれらの施設のために本

ソフトウェアをご使用された場合またはサービスを提供された場合、その結果とし

て生じる損害その他一切の事項について、IoT-EX は一切の責任を負わないものと

します。 

（２）  本ソフトウェアに組み込まれた電子証明書の検証機能は、お客様の操作または電子

証明書に記載された方法に基づき、適正な電子証明書であるかを検証する機能のみ

です。電子証明書が適正に認証機関から発行されているか、正規のユーザーにより

使用されているか、あるいは使用するユーザーが信頼できるか否かなど、電子証明

書の適正な使用に関する事項についての判断は、お客様がお客様ご自身の責任で行

うものとします。 

 

第７条 無償サポート 

IoT-EX は、お客様に対する無償サポートとして、インターネット上の掲示板などを利用し

た情報提供（以下、「無償サポート」といいます。）を行うものとしますが、その具体的な内

容、提供方法等は IoT-EX によって決定されるものとします。 

また、無償サポートの内容、提供方法等はお客様に予告なく変更されることがあります。 

 

第８条 アップグレード及び有償サポート 

（１）  本ソフトウェアのアップグレードは原則として有償で提供されるものとします。ま

た、無償サポート以外のサービスの提供についても同じく有償となります（以下、

アップグレートと無償サポート以外のサービスの提供をあわせて「有償サポート」

といいます。）。有償サポートは、お客様のご希望のあった場合のみ提供されるもの

としますが、本契約は、必ずしも IoT-EX がお客様に対して有償サポートを提供す

ることを保証するものではありません。ただし、IoT-EX が本ソフトウェアに重大な

欠陥があると判断する場合など、 IoT-EX が特に必要と認める場合は、IoT-EX はそ

の判断に基づいて無償でアップグレードその他の方法によるサポートを無償サポー

トの一環としてお客様に提供することがあります。 

（２）  お客様が IoT-EX 以外の第三者から本ソフトウェアに関する何らかのサービス等を

受けた場合、IoT-EX と当該第三者との間の明示的あるいは黙示的な契約関係の有

無にかかわらず、IoT-EX は当該第三者からお客様に提供されたサービス等につい

て、一切の責任を負わないものとします。 

 

 



第９条 保証及び責任の範囲 

（１）  本ソフトウェアは、現状のまま提供されるものとし、IoT-EX は、本ソフトウェア、

無償サポート及び有償サポートに関して、お客様や顧客の特定の目的に適うこと、

バグや不具合その他の瑕疵がないこと及びお客様や顧客のコンピュータ等に支障を

きたさず適切に動作することを一切保証しません。ただし、IoT-EX は第８条（１）

にしたがって無償のアップグレード、その他の措置をとることがあります。また、

IoT-EX は、本ソフトウェア及びその使用が第三者の知的財産権その他の権利を侵

害していないことを一切保証しません。お客様は、お客様ご自身の判断と責任によ

り本ソフトウェアをご使用になるものとします。 

（２）  本契約のいかなる規定にかかわらず、本ソフトウェアをご使用することに関連して、

お客様、顧客または第三者が被った一切の損害（直接損害、間接損害、結果損害、

逸失利益、付随的損害、信用損失などを含みますが、これらに限定されません。）に

ついては、お客様が負担するものとし、IoT-EX は、その発生を予見できたか否かに

かかわらず一切の責任を免れるものとします。 

（３）  本契約は、お客様に対して IoT-EX の代理権を付与するものではなく、お客様はす

べて自己の名義と責任において顧客との取引を完結するものとし、お客様と顧客と

の間の取引について、IoT-EX は一切の責任を負わないものとします。 

（４）  本契約のいかなる規定にかかわらず、IoT-EX のお客様に対する賠償責任は、本ソフ

トウェアの使用権の許諾に関連してお客様がお支払いになった対価を上限とします。 

（５）  お客様はバグの疑いのある現象その他について本契約の末尾に記載された連絡先に

ご連絡して頂くことが可能です。ただし、IoT-EX は、必ずしもお客様のご連絡に対

してお応えする責任を負わないものとします。また、IoT-EX は、お客様を特定でき

る情報を削除した上で、お客様からご連絡頂いた内容を自由にホームページその他

の方法を通じて開示、公表する権利を有するものとし、お客様はこれに同意された

ものとします。 

 

第１０条 秘密保持 

お客様は、公然と知られているものを除き、本ソフトウェアの使用に際して知り得た本ソフ

トウェアに関する情報を IoT-EX の事前の承諾を得ることなく第三者に開示または漏洩し

てはならないものとします。 

 

第１１条 輸出規制 

お客様は、本ソフトウェアが「外国為替及び外国貿易法」に基づく日本国の輸出規制の対象

となることを了承するものとします。お客様は、本ソフトウェアを輸出する場合は本ソフト

ウェアに適用される一切の国際法及び国内法に従うことに同意するものとします。万一、お



客様が本ソフトウェアを上記法律に従わずに日本国外で使用された場合、IoT-EX は一切の

責任を負わないものとします。 

詳細については本ソフトウェアを購入された販売店にお問い合わせください。 

 

第１２条 損害賠償 

お客様が本契約に違反し、IoT-EX に直接的あるいは間接的な損害を与えた場合は、お客様

は IoT-EX が被った損害の賠償を行う義務を負うものとします。 

 

第１３条 その他 

（１）  本契約に定める IoT-EX の義務及びその履行は、お客様に通知することなく第三者

に譲渡され、あるいは委託されることがあります。 

（２）  お客様と IoT-EX とは、本契約が「消費者契約法」その他の消費者保護のための法

令によって保護されたお客様の権利を不当に制限するものではないことに同意しま

す。 

（３）  本契約の準拠法は、日本国法とします。 

（４）  本契約に定めのない事項または本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様と IoT-

EX は誠意をもって協議し、解決を図るものとします。 

（５）  本契約に関するお客様と IoT-EX の間における訴訟は、東京地方裁判所を第一審の

専属的合意管轄裁判所とします。 

 

 

連絡先 

IoT-EX 株式会社 

お問い合わせ用電子メールアドレス： VPNinfo@bizmoble.co.jp 

（上記連絡先は、ホームページ等での予告をもって、変更される場合があります。） 

 ホームページ：https://www.iot-ex.co.jp/ 

 

（2022 年５月１日版） 


