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0TKNXツール・ソフトウェア使用許諾契約 
 

 

KNXツール用ソフトウェアラインセンス使用許諾契約 / 2023年1月, バージョン 6.14 

概論 

注意事項。 以下を実施する前に、ソフトウェア使用許諾契約書を注意してお読み下さい： 

A. KNX、他のウェブサイト、またはストレージ媒体を介して、KNX協会が提供する任意のKNXツールをインストールする。 

B. KNX Associationから取得した永久または期間限定のライセンスで ソフトウェアパッケージ のロックを解除する。 

上記に記載されてある注意事項AまたはBの行為を実施した場合、お客様はこのソフトウェア使用許諾契約書の契約条件に同意し、承認したものと

みなされます。 

お客様がこのソフトウェア使用許諾書の契約事項や条件に同意しない場合は、注意事項Aに記載されてあるソフトウェアをインストールすること、

または、Bに記載されてあるソフトウェア・パッケージのロックを解除することは、いかなる場合も認められません。 

詳細 

42TU定義U42T:  

“ソフトウェア使用許諾契約書” 本書を意味します 

"KNX Association"  は、KNX Association cvba、Diegem/Brusselsを意味します。 

"KNXメンバー" は、 KNX協会のの定款によって定義されているKNX協会 の通常会員を意味します。 

"ライセンシー"  は、インストールおよび/またはアンロックされた ソフトウェアの正当なユーザーを意味します。 

“KNXツール” は任意のタイプの一つのKNX ソフトウェアライセンスをあらわす共通の用語とします。 

“ライセンス” はKNX Associationによりライセンシーに許諾された次のソフトウェアを使用するための非排他的かつ譲渡

不可能な権利を意味します: ETS, ETS Inside, ETS App or Manufacturer Tool 。この権利は下記の規定と

、ソフトウェアドキュメンテーションに記載された目的とアプリケーションに準拠します。 これはテキス

トキーの形で、MyKNXプラットフォームで実装されたメカニズムを介して生成される、永続的または時間制

限のいずれかです。  

"ソフトウェア"  は全てのサポート部品を含む一般的な運用ソフトウェアを意味します：以下の名称の一つが前置きされる場

合は、特定のKNXツールを意味します。 前置きがなければ、用語は任意の KNXツールを意味します。 

• “ETS” 

• “ETS Home(ETSホーム)” 

• “ETSアプリケーション” 

• “Falcon(ファルコン)” 

• “Manufacturer Tool(メーカーツール)” 

"ソフトウェア・ドキュメント"   ソフトウェアの一部としてのヘルプファイル、 あるいはWebのリポジトリ－、その他全てのマニュアル、

ユーザドキュメントや関連する資料でソフトウェアに付属して提供されるもので、KNX協会がソフトウェア
に関連してライセンシー に用意するものです。 

“ソフトウェア・パッケージ” ソフトウェア でソフトウェア・ドキュメントを含み; 以下の一つの前置きを有する場合は、特定のKNXツー
ルを示します。   

• “ETS” 

• “ETSアプリケーション” 

• “ファルコン” 

• “メーカーのツール” 

サードパーティETS App  KNXメンバーにより開発されたETSの機能的拡張 

サードパーティETS App  KNXメンバーにより開発されたETSの機能的拡張 

42Tライセンス許諾42T: 

ETSソフトウェアパッケージ, MANUFACTURER TOOL ソフトウェアパッケージ 及び KNX ETS App: 

(0) ライセンシーがライセンス料を支払っていることを条件に、KNX Associationはライセンシーにライセンスを許諾する。 

• "クラウド"と呼ばれる単一の購入ライセンスタイプで、関連するコンピュータ上で有効化することにより1台のコンピュータ上で使用で

きるもの、または、複数のコンピュータと組み合わせて、ドングルを関連するコンピュータに差し込むことにより本ライセンスを個別に

使用することができる"ドングル"と呼ばれる単一の購入ライセンスタイプのもの  
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• ETS Homeに関連し, ライセンシーは取得したライセンスでただ一つのプロジェクトを作成する権利を有する。 KNX協会はライセンシーが

ソフトウェア使用許諾契約書の規定に違反したと認定した場合、 ライセンシーがETS Homeライセンスを使用して作成した追加のプロジ

ェクトに関するサポートを拒否する場合があります。  

• 時間制限付き ライセンス の有効期限が切れた後、 ライセンシーは この ソフトウェア使用許諾契約 で表明されたすべての権利を放棄

します。 ライセンシーは 時間制限付きライセンスの更新を書面をもって要求することができ、承諾の判断はKNX協会に委ねられる。 

(1) ライセンシーが対応するLicense 費を支払ったことを条件に、関連するKNXメンバーは自身のライセンス許諾契約書によりライセンシーにサ
ードパーティETS Appの排他的かつ譲渡不能な権利を許諾する。これは以下に示す条件でソフトウェア・ドキュメントに記載された目的とア

プリケーションに従う。 

• "クラウド"と呼ばれる単一の購入ライセンスタイプで、関連するコンピュータ上で有効化することにより1台のコンピュータ上で使用で

きるもの、または、複数のコンピュータと組み合わせて、ドングルを関連するコンピュータに差し込むことにより本ライセンスを個別に

使用することができる"ドングル"と呼ばれる単一の購入ライセンスタイプのもの 

(2) このソフトウェアは以下条件で使用できるよう設計されています： 

• クラウドライセンスにより指定されたコンピューター  

• ソフトウェアが稼働しているローカルのハードウェアのUSBポートに直接ドングルが挿入されたコンピューター ドングルのファームウェ

アも、 ソフトウェア も、リモートネットワークの USB ドングルサーバーに接続されたドングルで動作するように設計またはテストされ

ていません。 実際、ソフトウェアはローカルネットワーク環境(インターネット経由でないLAN) でUSBドングルライセンスサーバーと連

携する可能性がありますが、KNX協会はそれを推奨も、またドングルサーバーに関連するライセンス問題に対していかなるサポートも提

供いたしません。 

• KNX協会はライセンスタイプ"クラウド"にて利用できる場合、ドングル向けの特定の ソフトウェアのタイプの販売を事前通知無しで制限

する権利を有します。 

FALCON(ファルコン) ソフトウェア・パッケージ 

(3)  Falconソフトウェアのライセンスは無料で、KNXから入手できます。 KNX協会はライセンシーに、ライセンシーがFalconソフトウェアを使用

して作成したソフトウェア製品を、そのソフトウェア製品を購入または取得したエンドユーザーに、Falconソフトウェアの複製、配布する為

の個人用の排他的かつ譲渡不可の権利を許諾します。 

(4) ライセンシーはさらに、エンドユーザーにライセンシー が開発したソフトウェア製品を配布しようとするサードパーティの代わりに、Falco
nソフトウェアに基づくソフトウェア製品を作成するためにFalconソフトウェア使用する権利がある。 

• ライセンシーは、ライセンシーが作成したソフトウェアの一部として、Falcon Softwareのコピーまたはサンプルアプリケーションを受

け取った人からの、サポート、サービス、アップグレードや技術的もしくはその他の補助の要望や要求について完全に責任を負う 

• ライセンシーはKNX協会からの書面による承諾なしに、KNX協会またはFalconソフトウェアの名称、ロゴ 、商標を使用してはならない。 

• ライセンシーは、Falconソフトウェアの使用、複製または配布から生じるいかなる苦情または責任に対して、KNX協会を保護、免責しか

つ損害を与えないものとする。 

42T取り消し 

ライセンシーはソフトウェアの購入を撤回する権利は、MyKNXプラットフォーム上でクラウドもしくはドングルタイプのライセンスを有効化した時

点で失われる事を認めるものとします。これにより、ライセンシーが使用するためにインストールしたソフトウェアのロックが解除されます。  

本ライセンスがMyKNX プラットフォームで有効になっていない場合で、ライセンシーがライセンスの購入を取り消したい場合、当該ライセンス購

入から十四(14) 日以内に、KNX 協会に対して書面で要求するものします。 KNX協会による本申請の承認後、ライセンシーは KNX協会に当該 'ドン

グル' を返却しなければならない。 その’ドングル'を受領後、KNX 協会は、支払済みのライセンス料金を返金します。 

42T使用の制限42T: 

ライセンシーはリバース・エンジニアリングをする権利、ソフトウェアまたはその一部分のソースコードを再現する権利、またはソフトウェア、

ソフトウェア・ドキュメント、またはその一部のさらなるコピーを作成する権利を有しません。 

ライセンシーは、KNX協会による書面による承認がある場合を除き、本ソフトウェアのサードパーティに対する貸し出し、リース、サブライセンス

、販売、頒布、ローンあるいは提供する権利を有しない。 さらに加えて複写、修正、適応、合体、翻訳または本ソフトウェアの全部または一部に

基づいた派生品を作成する権利も有しないものとします。 

ライセンス を現在の ライセンシー (プライベートユーザー) からサードパーティ(プライベートユーザー) に移行することはできません。 ライ

センスは、個人アカウントから会社／組織アカウントに譲渡できます。 ライセンスは、同じ組織内で譲渡できます。 正当な理由があると考えら

れる場合、KNX Association は、ライセンス譲渡を承諾する権利があります。 

ライセンスとソフトウェアは、以下の条件において時間に制限なく使用できます。 

• インストールは、ライセンスを取得したETSソフトウェアバージョンのシステム要件に準拠したマシンに対してライセンシーが行うこと

。  

• ライセンシーは、ソフトウェアの新しいバージョのアップグレードを購入していないこと。 

• 当該ソフトウェアが、KNX Associationより正式に廃止されておらず、また当該バージョンのサポートも廃止されていないこと。 
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複製、配布、派生物作成の制限は、ETSソフトウェアで作成されたKNXプロジェクトないしはエクスポートされたKNXプロジェクト、例えばETSを使

用して実行されたKNXプロジェクトのエクスポート、印刷出力、ないしはKNXプロジェクトのバックアップなど、には適用されません。 

複製、配布、派生物作成の制限は、ファルコン・ソフトウェアには適用されません。 この場合、自ら作成したソフトウェアパッケージのコピー、

配布又は使用は 'ライセンスの付与' パート (1) の項目で規定する条件に従って許可されます。 その他の制限は上述のまま引き継がれます。 

 ライセンシー は、バックアップおよび/またはリカバリの目的のためにのみ、一部または全体で ソフトウェア をコピーすることができます。 ラ
イセンシー はさらにソフトウェア で実現されたプロジェクトにおいて、KNX/EIB登録済みおよび/または認証済み製品のみ使用することを承諾しま

す。 登録済み、認証済み製品に関連する制限は、ETS-ソフトウェア内の未登録で認証されていない製品を作成しテストするために、Manufacturer 
Toolソフトウェアで提供される機能には適用されません。 

 ライセンシー は取得した ライセンス を KNX システムへ損害を与える目的で使用しないことに同意します。 これは特に、ライセンシーが自身又

は他者の開発のため、自身ないしはサードパーティの代理として入手したFalconソフトウェアに適用されます。 

42T所有権と秘密事項42T  

ソフトウェアとソフトウェア・ドキュメントいずれも、KNX協会またはライセンサーの企業機密であり、KNX協会またはライセンサーが依然そのオ

ーナーであり、著作権及びその他の権利で保護されています。 KNX協会とライセンサーは、ソフトウェア・パッケージそれぞれのタイトル、著作

権と他の全ての固有の権利の所有者であり、その全てとコピーはKNX協会またはライセンサーに帰属します。 

ライセンシーはライセンスで許諾されたものを除き、ソフトウェア・パッケージのいかなるタイトル、権利または利益も得ることはできません。 

ライセンシーは、このソフトウェア使用許諾契約に従い受領したソフトウェア・パッケージまたはそのコピー、並びにバックアップ・コピーもし

くは他のプログラムへマージされたその一部から、商標、商標名、著作権表示を取り除いてはいけません。 

守秘義務： 

 ソフトウェア・パッケージ は ライセンシー に機密保持する事を前提に配布されます。 ライセンシー は、これらのパッケージの独自性、機密的

性質を継続的に確保するのに必要なすべての措置を講じる責任を負います。 特に、ライセンシーはソフトウェア・パッケージをいかなる形でも第

三者に公開、サブライセンス、貸与、割当、リースまたは譲渡してはなりません。 

42T変更と更新42T  

 ソフトウェアパッケージ は KNX協会や KNXメンバー により変更されることがあります。 本ソフトウェア使用許諾契約は、ライセンシーにソフト
ウェア、ソフトウェア・ドキュメントまたは他のサポート・サービスを改良、修正、更新する権利またはライセンスを付与するものではありませ

ん。 ライセンシー は KNX協会 または KNXメンバーでそのようなサポートサービスを購入することができます。 

42T保証42T:  

 ETS ソフトウェア がドングル経由でライセンスされている場合、購入したドングルはその支払い請求日から2年間の保証期間が適用されます。 

ライセンシー は、MyKNXアカウントのサブメニュー'プロダクト'から不良ドングルの交換手続きをすることができます。 ドングルが不適切な使用

により破損したことが証明された場合は、保証対象外となります。 不適切な使用によりドングルが破損した場合、または保証期間を過ぎた場合は

、交換のドングルは有償で購入する必要があります。 

ソフトウェアとソフトウェア・ドキュメントはライセンシーに指定されたバージョンで提供されます。 ソフトウェアに対して永久ライセンスを付

与している場合、ソフトウェアの保証期間は6ヶ月となり、永久ライセンスの送達日から適用されます。 

ライセンスにより許諾されていないソフトウェアに対しては、KNX 協会 は保証をしません。 

サードパーティETS Appの場合、KNXメンバーのライセンス使用許諾契約で保証が付与され、この'保証'条項の以降の段落の内容は適用されません

。 

 ライセンシーは、瑕疵の可能性がある場合、直ちに書面に即座に特定できる瑕疵は納入後 (10)日以内にKNX協会に報告するものとします。 指定さ

れた期間内に書面による苦情が提出されない場合、当該瑕疵に対する請求は、KNX協会に対して行うことができなくなります。 

この6ヶ月間、 KNX協会は以下を保証します：保証対象の不具合に対する適切なソフトウェアへの交換；対応するバージョンのソフトウェアが同梱

するソフトウェア・ドキュメントに従って動作し、KNX協会が指定するパソコンのシステム要件に準拠するコンピュータで動作すること。 保証は

、 ライセンシーの 唯一かつ排他的な救済措置として 本ソフトウェアの代替納品によって確保されます。  

代替品がライセンシーに届かなかった場合、または30日以内の配達が保証されなかった場合、ライセンシーはソフトウェア使用許諾契約書の取り

消しを求める権利または、支払ったライセンス料金の払い戻しを求める権利を有します。 ソフトウェア またはそのデータ構造に不具合がないこと

を保証するものではありません。 本保証は、不適切な取り扱いやその他KNX協会が関知し得ない原因により生じた故障については、KNX協会の書面

による同意がない限り、適用されません。 その他の保証は含まれていません。 拘束力のあるソフトウェア使用許諾契約の締結後は、いかなる理由

であれ、返品、ライセンス料金の返金はいたしません。 

 ライセンシーは、KNXツール を介して生成されたプロジェクト・データの取り扱いに責任を持つものとします。 標準のプロジェクトエクスポート

を行うか、外部ドライブにプロジェクトアーカイブを実行する事でこのデータを損傷や損失から保護する事が可能です。 ライセンシーは、このデ

ータへのアクセス権が本人に限定されることを保証するものとします。 ライセンシーがこのデータの回復または修復を要求する場合、ライセンシ

ーに追加費用が発生する場合があります。この追加費用は、KNX協会によるデータ処理の前に通知され、ライセンシーにより書面で明示的に承認さ

れる必要があります。 ただし、有料サービスでデータの回復または修復を行っても、その成功を保証するものではありません。 成功しなかった場

合、またはデータが部分的に回復/修復された場合でも、ライセンシーには支払い金額の払い戻しを請求する権利はありません。  
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直接的または派生的な損害の賠償責任の制限 

KNX 協会は、本ソフトウェア使用許諾契約に定める場合を除き、いかなる場合においても、保証の不履行、契約違反、過失、その他一切の行為に

起因する直接損害及び間接損害について、その責任を負いません。 いかなる場合においても、KNXアソシエーションの責任は、ライセンシーが支

払ったライセンス料を超えない ものとします。 

第三者ETS Appの場合、賠償責任の制限はKNXメンバーのライセンス使用許諾契約に定められています。 

42T価格条件と支払い条件42T  

すべての価格には該当するV.A.T.(付加価値税)が適用されます。 支払いは、請求書の日付から30日以内に ライセンシー によって、割引なしに、

正味現金で行われるものとします。 支払期日までに支払われない請求書は、支払期日から起算して支払金額を完全に受領するまでの間、日割りで

計算された中央銀行の割引率に2%追加した割合で合法的に増加します。 これ以上の特定の請求については、引き続き留保します。  

42T準拠法および紛争42T  

この ソフトウェア使用許諾契約 は、法律の条項の矛盾にかかわらず、ベルギー法に準拠し、解釈されるものとします。 ブリュッセル(ベルギー) 

裁判所が、KNX協会とライセンシーの間の全ての議論や論争の解決のための独占的な裁判権を有します。 

42T契約期間と契約の終了42T  

この ソフトウェア使用許諾契約 は、以下に示すように解除されるまで有効です。 

ライセンシーが本ソフトウェア使用許諾書のいずれかの条項に違反した場合、KNX協会はライセンシーに15日前に書面で通知することにより、本ソ
フトウェア使用許諾書およびここで付与されたライセンスを終了させることができます。 

 ライセンシー はいつでも、いかなる理由によっても ソフトウェア使用許諾契約を解する権利を有します。 

ライセンシーはソフトウェア使用許諾契約が解除された場合、いかなる補償または賠償金もしくは損害賠償の支払いを受ける権利も有さないもの

とします。 

解除することは、有効な終結日まで発生するいかなるライセンス費用の支払い義務を、ライセンシーから免除しないもとします。 

その理由のいかんに関わらず、ソフトウェア使用許諾書が解除された場合、ライセンシーはソフトウェア・パッケージを使用しないものとし、ソ
フトウェア、ソフトウェア・ドキュメント、並びに許諾されたライセンスを全て、事前の要求がなくとも即時に、KNX協会へ書留郵便にて返還しな

ければなりません。 許諾された ライセンス および/または上記 ソフトウェアパッケージ のコピーは、破棄されるものとします。 この規定は F

alcon Runtime ライセンス には適用されません。 いかなる場合においても、秘密保持に関する規定は、本ソフトウェア使用許諾契約の終了後も存

続するものとします。 

雑則 

本 ソフトウェア使用許諾契約 のいずれかの条項の無効性は、この ソフトウェア使用許諾契約 の他の部分に影響はしません。 この ソフトウェア
使用許諾契約 は、両当事者間の本 ソフトウェア使用許諾契約 に関する完全かつ排他的な記述を構成しています。 この ソフトウェア使用許諾契
約 は書面による確認なしで修正、変更することはできません。 

プライバシーに関しては、KNX協会のWebサイトで確認できるKNX協会のプライバシーに関する一般記述の中で言及されています。 ライセンシーは

本使用許諾をもって、KNX協会からライセンスを取得し、義務付けられたMyKNXアカウントを作成することによって、KNX協会がライセンシーとさら

なる連絡を取る権利を有することを認識し、かつ、ライセンシーは本使用許諾に従っていつでもさらなる連絡を拒否することを選択できることを

認めます。 またライセンシーは、いかなるエクスポートされたプロジェクトにもプロジェクト証明書を含むことを認識するものとし、それにより

KNX協会がプロジェクトデータをエクスポートしたライセンシーを特定し、ライセンスの有効性を検証できるものとします。 プロジェクト証明書

には、とりわけ次のものが含まれます。ソフトウェアのロックを解除し、データをエクスポートするために使用されるソフトウェアパッケージ、

ライセンス情報 (すなわちライセンス番号、ライセンシーの氏名及び本ライセンスと関連するあらゆる法人名) "クラウド"タイプのライセンスを使

用した際、許認可プロセスの一部として‘ソフトウェア’がインストールされたパソコンの名前及びユーザーのIPアドレスはライセンスサーバー

へ転送されます。 IPアドレスはインフラストラクチャセキュリティ上の理由によりライセンスサーバーに1年の間、暗号化され保存された後消去

されます。 

サードパーティETS Appの場合も、ライセンシーはKNXメンバーとライセンシー間の契約を履行する目的に限り、KNX協会が関連するKNXメンバーに

本個人情報を渡す権利を有することに同意します。 

本ソフトウェアには、マイクロソフトが提供するソフトウェアが含まれる場合があり、エンド ユーザーのソフトウェアの使用に関する情報を収集

し、マイクロソフトのプライバシーに関する声明 (32Thttps://aka.ms/privacy32T) で開示されているように、サービスを提供するためにその情報をマイクロソフトに送信す

る場合があります。 ソフトウェア は、エンドユーザーのソフトウェアの使用に関する匿名化された情報を収集し、その情報をKNX協会に送信して

、 ソフトウェア の品質向上を支援します。 ただしソフトウェア内のそれぞれの設定からその情報の収集を無効にすることが可能です。 

42T例外規定42T  

この ソフトウェア使用許諾契約 によって明示されていないすべての権利は留保されています。 

https://aka.ms/privacy
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