SAP On Demand Service に関する規定書

第1条
定義
1.1
「関連会社」とは、甲が株式または議決権の 50% 以上を直接的または間接的に保有する法人をいう。かかる会社は、それだけの権利
が保有されている間だけ関連会社と見なされる。
1.2
「本契約」とは、この「規定書」およびこの「規定書」を言及する「注文書」並びにそれらのその他の別表、別紙または付属書（添付されて
いるか、参照によりその一部を構成しているかを問わない）をいう。
1.3
「秘密情報」とは、乙については、乙が他者への無制限の開示から保護するすべての情報をいい、以下を含むがこれらに限らない。
（a）「SAP サービス」。乙の「サービス」に関する次の情報を含むがこれらに限らない。（i）乙の「サービス」に具体化されたコンピュータ
ーソフトウェア（オブジェクトコードおよびソースコード）、プログラミング技術およびプログラミングコンセプト、処理方法、システム設計、
（ii）ベンチマーク結果、プログラムリスティング、データ構造、論理図、機能仕様、ファイル形式並びに（iii）システム基盤、セキュリティー/
アーキテクチャー設計および/または作業プロセス、（iv）「サービス」に関係する発見、発明、コンセプト、デザイン、フローチャート、ドキュ
メント、製品仕様、アプリケーションプログラムインターフェース仕様、技法およびプロセス。（b）乙の研究開発または調査。（c）製品の提
供、コンテンツパートナー、製品の価格設定、製品のアベイラビリティ、図面、アルゴリズム、プロセス、アイデア、技法、論理式、データ、
回路図、営業秘密、ノウハウ、改良、マーケティング計画、予測および戦略。並びに（d）第三者についてのまたは第三者に関する情報
（当該第三者に対する適切な秘密保持義務を条件として乙に提供された情報）。甲については、「秘密情報」とは、「顧客データ」および
甲が他者への無制限の開示から保護する、次に該当するすべての情報をいう。（i）有形物の場合、開示の時点で甲が明確に秘密また
は専有である旨特定した情報、および（ii）無形物（口頭でまたは視覚的になされた開示を含む）の場合、甲が開示の時点で秘密または
専有である旨特定し、書面にて「秘密情報」を要約し、かつ当該開示から 30 暦日以内に当該要約を引き渡した情報。
1.4
「コンテンツ」とは、「サービス」と併せて利用するために第三者によって供給され、「サイト」を通じて提供されたその他乙によって供給さ
れた画像、音声、数値、図画、文章その他のデータまたはコンテンツをいう。
1.5
「甲」とは、この「規定書」及び「規定書」を言及する「注文書」の締結または登録ページのチェックボックスにチェックを入れる等のその他
の「本契約」を承諾する法的な拘束力のある方法により、「本契約」を承諾した法人または個人をいう。
1.6
「顧客データ」とは、「サービス」の利用過程において甲またはその「登録ユーザー」によって乙に提供された資料、データおよび情報を
いう。
1.7
「ドキュメンテーション」とは、「本契約」に基づいて「サービス」の一部として甲に引き渡される、または提供される乙の文書をいう。
1.8
「登録ユーザー」とは、「本契約」に基づいて使用権許諾を受け、甲により「サービス」にアクセスしこれを利用する権限を与えられたユー
ザーをいう。
1.9
「注文書」とは、「サービス」に適用される具体的な条件を記載し、この「規定書」を言及する、甲および乙が締結した書面による注文書
その他の発注文書式（登録用の「ウェブページ」または「ウェブサイト」を含む）をいう。
1.10
「乙」とは、この「規定書」または「注文表」によって甲に「サービス」を提供する者として特定され、「本契約」の当事者である法人をいう。
1.11
「サービス」とは、「注文書」に記載された SAP On Demand Service をいう。
1.12
「サイト」とは、「サービス」の提供窓口である、乙が開設したインターネットサイトをいう。
第2条
使用権
2.1
「本契約」の条件に従い、乙は、甲に、「注文書」に記載された期間中、「本契約」および「ドキュメンテーション」において許可された甲自
身の社内業務目的のためのみに「登録ユーザー」が「サービス」に遠隔的にアクセスしこれを利用することを許可することができる、譲
渡不可の非独占的な権利を許諾する。このライセンスは、www.sap.com/company/legal に挙げられた国々を除く全世界におけるライ
センスであり、適用される輸出管理法令の制約を受ける。
2.2
甲は、「登録ユーザー」および「関連会社」以外の第三者に、使用権許諾、販売、リース、貸与、アウトソース等により、「サービス」を利
用をさせてはならない。甲は、自らの「関連会社」および「登録ユーザー」の行為および不作為に関し、自らの行為および不作為同様に
責任を負うものとする。「サービス」を利用するために使用権許諾された「登録ユーザー」の権利は、複数の個人で共有または利用する
ことができない。さらに、「サービス」にアクセスする必要がなくなった元のユーザーのアクセス権限が取り消されない限り、「登録ユーザ
ー」をある個人から別の個人へ移転することはできない。
2.3
甲は、著作権、商標権、特許権およびその他の知的財産権に関する「サイト」上または「サービス」内の通知および表示を撤去してはな
らないものとする。乙または乙の使用権許諾者は、「サービス」における、および「サービス」においてまたは「サービス」に対していずれ
かの当事者が考案または作成した改良、設計変更若しくは派生著作物に対する一切の特許権、著作権、商標権その他の権利に対す
るすべての権利、権原および権益を保有する。本契約において明示的に付与された限定的ライセンス権を除き、本契約は、「サービス」
に関するいかなる所有権ないし権益も乙より移転するものではない。本契約において明示的に甲に付与されていない権利はすべて、
乙および乙の使用権許諾者が留保する。
2.4

「サービス」を利用する際、甲は、以下の行為を行ってはならず、甲の「関連会社」および「登録ユーザー」が以下の行為を行わないよう
にするものとする。（a）「サービス」の一部を翻訳し、逆コンパイルし、リバースエンジニアリングし、その他修正すること（「ドキュメンテー
ション」に記載された場合を除く）、（b）違法な、有害な、脅迫的な、虐待にあたる、迷惑な、不法な、名誉毀損にあたる、下品な、わいせ
つな、中傷的な、他者にプライバシーまたはパブリシティ権を侵害する、不快な、または人種的に、民族的にその他好ましくないコンテン
ツ、データまたは情報を送信すること、（c）組織体の知的財産権を侵害すること、（d）乙のソフトウェア、「サービス」のホスティングに利
用されている乙のシステム、その他の「サービス」に接続されている機器またはネットワークに干渉しその他これらを混乱させること、ま
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2.5
2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

たは甲に通知された「サービス」に接続されたネットワークの要件、手順、方針または規制に従わないこと、（e）サービスビューローまた
はタイムシェアリングサービスの運営に「サービス」を利用すること、（f）「サイト」若しくは「サービス」またはこれらの一部にリンク、ハイ
パーテキスト（URL アドレス）その他（ウェブブラウザーの「ブックマーク」以外）を備え、またはこれらを利用可能にすること、（g）「サイト」
若しくは「サービス」またはこれらに関連するホスト、ネットワーク若しくはアカウントのユーザー認証またはセキュリティーを回避すること、
（h）「サービス」にアクセスするために乙に提供されたもの以外のアプリケーション・プログラミング・インターフェースを使用すること、（i）
サーバーに「サイト」のミラーを設定すること、（j）適用される地域、州、国、国際または外国の法律に違反する形で「サービス」を使用す
ること、または（k）不正な使用権許諾、販売、譲渡、リース、送信、配布その他の開示を回避するため商業的に合理的な努力をしないこ
と、または（l）「本契約」において許可された「登録ユーザー」に提供された使用許可を除き、「サービス」へアクセスするために甲に発行
された、または甲が選択したユーザー識別情報、コード、パスワード、手順およびユーザーキーを第三者に使用させること。
「サイト」の内容の一部は政府を出典とするものであることがあり、これは公有のものであり、著作権で保護されない。
「サイト」には、外部のウェブサイトへのリンク並びに乙のパートナーおよび第三者のサービス提供者によって当該外部のウェブサイト
上に提供された情報が含まれることがある。乙は、リンクされた「ウェブ」サイトのコンテンツまたは当該サイトの変更若しくは更新につ
いて責任を負わないものとする。甲は、さらに、当該リンクされたウェブサイトにおいてまたはこれを通じて提供されるコンテンツ、物品
またはサービスを甲が利用したことまたはこれらに依存したことに起因する、またはこれらに起因すると申し立てられた、またはこれら
に関連する損害または損失について、乙が直接にも間接にも責任を負わないことに同意する。公に投稿されたものであれ非公開で
送信されたものであれ、「サイト」上の記事、情報、データ、コード、文章、ソフトウェア、文書、図画、画像、マーケティング資料、動画、
写真、メッセージまたはフォーラム、ウィキ若しくはブログへの投稿は、そのコンテンツを提供した個人または組織体が単独で責任を負
う。
「サービス」には、「コンテンツ」が含まれる場合がある。この「コンテンツ」は「現状有姿」で提供されるものであり、乙はかかる「コンテン
ツ」の精度または完成度に関していかなる保証も行わない。甲はかかる「コンテンツ」を自らの危険負担において使用し、甲によるか
かる「コンテンツ」の使用または信頼に基づいて、乙は甲またはいかなる第三者に対しても責任を負わないものとする。
乙は、「サービス」にアクセスする「登録ユーザー」の数の監視など、甲が「本契約」の条件を遵守しているかを監視する権利を有する
ものとし、「本契約」第 12 条を条件として、乙は、甲の「サービス」の利用に関する情報を、乙の製品およびサービスを向上させ、甲に
その「サービス」の利用に関する報告を提供するために活用することができる。
乙は、「サービス」を随時変更または修正できるものとする。乙は、その「サービス」の変更または修正が、（i）業界水準および/または
業界の慣習の範囲内でない場合、および（ii）「サービス」の機能性または構造を拡張しおよび/または強化するものでない場合にのみ、
当該変更または修正について甲に事前に通知する必要がある。乙が本第 2.9 条の要求するところにより甲に変更を通知し、甲が当
該変更の通知後に「サービス」の利用を希望しない場合、甲は、通知から 45 日以内に、乙に書面にて「本契約」の解約通知を提供す
るか、乙に対する書面による通知によって当該変更を拒否することができる。甲が変更を拒否した場合、乙は、6 カ月前に書面で通
知することにより、「本契約」を解除することができる。甲がかかる 45 日の期間内に乙に書面で通知しない場合、甲は当該変更を受
け入れたものとみなされ、「本契約」は引き続き完全な効力を有するものとする。解約された場合の甲の排他的な救済かつ乙の唯一
の責任は、「サービス」の解約の発効日からの前払いされた未利用の料金の返金とする。本第 2.9 条のいずれの文言も、それにより
乙が第三者の権利または適用される法令に違反することになりうる場合は、乙に「サービス」の一部の提供を継続することを要求する
ものではない。
「本契約」に基づいて甲が「サービス」の無償バージョンのライセンスを許諾される場合、適用される法令で認められる範囲で、甲は、
（i）乙が特定のサービスレベルまたはサポートサービスを提供する義務を有しないこと、および（ii）乙がいつでも通知なくして「サービ
ス」の提供を中止することができることに同意する。本第 2.10 条は、「本契約」のこれに矛盾するあらゆる規定に優先する。

第3条
サポート、セットアップおよびセキュリティー
3.1
乙は、「注文書」または「注文書」の別表の記載に従い、「サービス」に対するサポートを提供する。
3.2
乙は、「サービス」の提供にあたって商業的に合理的なセキュリティー技術（暗号化、パスワード保護やファイアウォール保護等）を使用
し、甲は、「サービス」その他を通じて甲に通知される、適用される乙のセキュリティーガイドラインおよび手順に従うものとする。ただし、
乙は、インターネットを含む電気通信設備によるデータ（「顧客データ」を含むがこれに限らない）転送の管理は行わない。また、乙は、
「サービス」の安全な運用を保証したり、または、かかるセキュリティー技術が「サービス」の第三者による妨害を防止することを保証し
たりするものではない。
第4条
甲の責任と義務
4.1
下記第 13 条を条件として、甲は、乙に対し、乙が「サービス」を提供するためにのみ、かつこれに必要な範囲で「顧客データ」を使用す
ることができる非独占的な権利を許諾する。
4.2
甲は、その「顧客データ」を「サービス」に入力する責任を負うものとし、甲は、自らが供給した「顧客データ」の保守に責任を負うものと
する。甲は、「顧客データ」に、ウィルス、トロイの木馬、および乙またはその下請業者が「サービス」の提供に使用するシステムまたはソ
フトウェアに障害をもたらすようなこれらに類似した要素が含まれていないことを表明し、かつ乙に保証する。
4.3
甲は、「サービス」へのアクセスに使用するすべてのパスワードを定期的に変更するものとする。第三者がパスワードを知ったことが判
明した場合、甲は直ちにその旨を乙に通知し、また、速やかにパスワードを変更するものとする。
4.4
甲は、インターネット接続を含む、「サービス」への接続に責任を負う。乙は、甲による「サービス」への接続に起因する、またはこれに関
係して発生した本契約における義務の不履行については責任を負わないものとする。
第5条
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「本契約」には、「注文書」に記載された以外のサービスは含まれない。「サービス」の修正または甲のニーズに合わせたその翻案は、「本契約」
に含まれない。当該サービスに関する別途契約書および乙の標準取引条件に従い、乙は、「サービス」に関連するオプションサービスを提供する
ことができる。
第6条
価格と支払条件
6.1
甲は、乙に対し、「本契約」に従って提供された「サービス」の対価として、適用される「注文書」に規定された金額の料金を、請求書の日
付から 30 日以内に支払うものとする。
6.2
更新が許可された「注文書」のその時点で有効な期間の更新にあたって、乙は、「注文書」に明記された価格を、更新期間の長さに基
づき、該当する「サービス」に対する乙のその時点で有効な料金に一方的に値上げする権利を有するものとする。乙は、甲が乙に「注
文書」を更新しない意思を通知する必要がある日付以前に、かかる値上げを甲に通知するものとし、かかる値上げは、「注文書」が更
新された場合はその更新日に自動的に発効するものとする。
6.3
甲は、本契約に基づく料金を源泉徴収若しくは減額する、または「サービス」の瑕疵の主張により負う金額で相殺する権利を有しないも
のとする。
6.4
期日に支払われない料金すべてには、月利 1.5% の利率または適用される法律が許容する最高利率のいずれか低いほうの金利が発
生するものとする。
6.5
「本契約」または乙の直近の価格条件表に記載された料金および他の手数料には、現在または将来賦課される消費税、その他同様の
税金（以下「税金等」）は含まれない。これらはすべて甲が負担するものとする。消費税については、「本契約」の締結前に、直接納付認
可または有効な免税証書を乙に提供しなければならない。乙が「税金等」を支払うよう要求された場合、甲はかかる金額を乙に補償す
るものとする。甲は、ここに、乙が支払った、または支払うことになっているあらゆる「税金等」並びに関連するコスト、利息および罰金を
乙に補償することに同意する。
第7条
7.1
7.2

7.3

7.4

7.5

期間、解約および解約サポート
「本契約」の期間は、適用される「注文書」に規定された「発効日」に始まり、「注文書」に記載された通りに効力を継続する。個々の「注
文書」の解約は、その他の「注文書」に影響を与えないものとする。
上記にかかわらず、「本契約」は、（i）乙が甲に対し、甲による「本契約」の規定の重大な違反（甲が「本契約」に基づいて支払うべき金
員を 30 日以上滞納することを含む）を通知してから 30 日後に（甲が当該 30 日の期間に当該違反を是正しない限り）、（ii）甲が乙に
対し、乙による「本契約」の規定の重大な違反を通知してから 30 日後に（乙が当該 30 日の期間に当該違反を是正しない限り）、終了
するものとする。第 7.2 条第 （ii） 項に従った終了の場合、甲は、該当する「サービス」の前払料金の日割返金を請求する権利を有する
ものとする。第 7.2 条第 （ii） 項に従った終了を除き、甲の未払い料金の支払義務は終了によって免除されることはない。
上記第第 7.2 条に規定する乙の解約権にかかわらず、（i）「本契約」の重大な違反があり、乙からの書面による通知の受領後 30 日以
内に是正されない場合、または（ii）乙において、「サービス」の利用を継続することが「サービス」（「サービス」を提供するために利用さ
れているシステムを含む）または他の乙の顧客を害することになるか、または適用される法令、規制、法的義務または第三者の法律上
の権利に違反することになると判断した場合、法律または衡平法上利用可能なその他の救済に加えて、乙は、ただちに、乙の単独の
裁量で、害となるおそれのある「顧客データ」を「サービス」から削除し、甲のユーザー名およびパスワードを無効化し、並びに/または
「サービス」へのアクセスを停止する権利を有する。
終了の発効日を以って、「サービス」への甲のアクセスは終了する。終了の後、乙は、甲に対し、乙が決定する形式で「顧客データ」を提
供するものとする。ただし、当該「顧客データ」が第 7.3 条に従って削除されている場合または甲が「サービス」の無償ライセンスを許諾
されていた場合を除く。関連法令により、かかるデータの維持が規定されている場合を除き、「本契約」が終了次第、乙は、「顧客デー
タ」を含む（ただしそれに限らない）サーバーに残るデータすべてを、恒久的かつ回復不能な方法により削除するため商業的に合理的な
努力を尽くすものとする。
本契約の第 6 条（第 6.2 条を除く）、第 9 条、第 10 条、第 11 条、第 12 条および第 13 条は、「本契約」の満了若しくは解除後もその
効力を有するものとする。

第8条
乙による保証
8.1
乙は、「サービス」（「サービス」を通じてアクセスされる第三者の製品、コンテンツまたはサービスを除く）が、すべての重要な点において、
「ドキュメンテーション」に記載された機能仕様に準拠して機能することを保証する。ただし、以下の場合には保証は提供されないものと
する。（i）「サービス」が「本契約」および「ドキュメンテーション」に従って使用されていない場合、または（ii）欠陥が第三者のサービス、コ
ンテンツ若しくは製品または「サービス」のカスタマイズに起因する場合、または（iii）「サービス」の無償または試用ライセンス。
8.2
甲は、瑕疵が認められた場合は、乙が承認したサポートチャンネルを通じて、かかる瑕疵の詳細な説明およびその訂正に有効な情報
を提出することにより、乙に対し、書面により直ちに報告するものとする。
8.3
乙の過失によるかその他の義務に対する違反によるかを問わず、何らかの態様で「サービス」に関連した損害または損失に対する甲
にとっての唯一かつ排他的な救済手段は、乙の選択に従い、以下のいずれかとする。（i）「サービス」の動作を、すべての重要な点につ
いて、「ドキュメンテーション」に記載された機能仕様に適合するようにする、または（ii）該当する「サービス」の影響を受けた部分につい
て甲が支払ったの該当する部分を返還する。
8.4
第 8.1 条に明示的に記載された場合を除き、乙も乙のベンダーも、明示的であれ黙示的であれ、いかなる事項（商品性、適合性、独自
性若しくは特定目的適合性、または「サービス」の使用から生じる結果、または情報技術サービス、ソフトウェア、ハードウェアその他の
本契約に基づいて提供される資料を含む）に関する表明または保証も行わず、または当該サービス、ソフトウェア、ハードウェアその他
の資料が中断しない若しくはエラーが起こらない旨の表明または保証を行わない。
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第9条
乙による補償
9.1
乙は、第三者によって甲に対して提起された、「本契約」の条件に従った甲の「サービス」の使用が特許クレーム、著作権または営業秘
密権の直接侵害または不正目的利用にあたる旨申し立てるあらゆる請求から甲を防御するものとし、乙は、当該請求について最終的
に甲に対して裁定された損害賠償（または乙が締結する和解の金額）を支払う。この乙の義務は、申し立てられた侵害または不正目的
利用が「サービス」を他のソフトウェアまたはサービスと併せて利用したこと、または実施許諾されていない活動、または「本契約」に違
反した「サービス」の利用に起因する場合、または「サービス」の無償若しくは試用ライセンスには適用されないものとする。この乙の義
務は、甲が当該請求を書面にて適時に乙に通知しない場合にも適用されないものとする。当該和解に甲に対する金銭的な義務が含ま
れない限り、乙は、当該請求の防御および和解について完全に支配することが認められる。甲が乙の提供する和解案を拒否する場合、
その他乙の指定した弁護士に完全な支配権を委譲しない場合、甲は、本第 9.1 条に基づく乙の義務に対する権利を放棄する。甲は、
当該請求の防御に全面的に協力するものとし、甲自身の費用で、乙が合理的に容認できる弁護士を通じて参加することができる。乙
は、「サービス」が第三者の権利を侵害若しくは不正目的に利用していると主張されなくなった場合、または「サービス」が第三者の権利
を侵害若しくは不正目的に利用していないと判断された場合、請求についての当該防御を停止する権利を明示的に留保する。乙は、
「サービス」をこれと実質的に同等で侵害のない他のサービスと交換することにより、請求を解決させることができる。甲は、「サービス」
の侵害若しくは不正目的利用またはこれらの申し立てに対応して、乙の権利を害する行為を行ってはならない。
9.2

本第 9 条の規定は、乙と乙の使用権許諾者による甲に対する唯一、排他的かつ完全な責任を規定したものであり、第三者の知的財
産権の侵害または不正目的利用に関する甲の唯一の救済手段である。

第 10 条

甲による補償
甲は、（i）（a）「本契約」に違反した、（b）「サービス」に適用される甲に知らされた乙または乙の第三者提供者の要件、手順、方針または
規制に違反した、および（c）適用される法令若しくは規制に違反した、または他人の法律上の権利に違反した「サービス」の利用、また
は（ii）「顧客データ」から生じる、またはこれらに関連する第三者の請求について、乙を補償しこれに損害を与えないものとする。上記の
規定は、かかる損害の発生原因が甲および/またはその「関連会社」およびこれらの従業員の行為であるか、甲のアクセス資格情報を
使用した第三者の行為であるかどうかを問わず、適用されるものとする。ただし、上記規定は、乙が（i）かかる事態について書面により、
詳細にかつ遅滞なく甲に通知し、（ii）当該第三者に対するあらゆる司法手続および司法外手続を実施する権限を甲に付与し、かつ、
（iii）甲がかかる請求に対し弁護活動を行えるよう、適切な支援を甲の費用負担によって提供することを条件とする。

第 11 条
責任の制限
11.1
いかなる場合においても、いずれの当事者または当事者の従業員若しくはベンダーも、相手方当事者またはいかなる個人若しくは組
織体に対しても、最初の請求が行われた日に先立つ 3 ヶ月間に該当する「サービス」について支払った、または支払うことになっている
料金の額を超える本契約に基づく損害額について、責任を負わないものとする。
11.2
いかなる場合においても、乙またはその従業員も、ベンダーも、甲も、特別損害、付随的損害、結果的損害若しくは間接損害、営業上
の信用若しくは事業利益の喪失、業務停止、データの消失、コンピューターの不具合若しくは故障、または懲罰的損害について、一切
責任を負わないものとする。
11.3
上述の責任の制限には、乙の従業員、乙の下請業者または乙が権限を付与したその他の者に対する賠償請求を含むものとする。
11.4
上記の責任の制限および本第 11 条に規定する賠償責任の例外は、（i）重過失または故意による不法行為の場合、（ii）「本契約」第
10 条に基づく補償義務、（iii）「本契約」第 12 条の違反、または （iv）「本契約」に基づいて支払うべき料金には適用されないものとする。
第 12 条
秘密保持
12.1
「秘密情報」は、「本契約」の意図を達成するために必要でない限り、いかなる形式でも利用または複製してはならないものとする。相手
方の「秘密情報」の複製は、開示当事者の所有物であり続け、原本に表示された秘密情報または専有情報である旨の注記または説明
のすべてを複製にも記載するものとする。相手方の「秘密情報」について、各当事者は、すべての「秘密情報」の秘密を厳守するため、
あらゆる合理的な措置（下記に規定）を講じるものとする。ただし、各当事者は、「秘密情報」を、当該当事者が「本契約」に基づく権利を
行使するためにその利用が必須である善意の個人に開示することができるものとする。「本契約」において使用される“合理的な措置”と
いう用語は、受領当事者が自身の類似の専有情報および秘密情報を防護するために講じる措置であって、合理的な水準の注意義務
を下回らないものをいう。「本契約」の締結以前に開示された各当事者の「秘密情報」は、本契約で供される保護の対象となるものとす
る。
12.2
「秘密情報」の使用または開示に対する上記の制限は、以下（a）乃至（d）のいずれかに該当する「秘密情報」には適用されないものと
する。（a）受領当事者が「秘密情報」を参照せずに独自に開発した情報、若しくは当該「秘密情報」を提供する権利を有する第三者から
制限なしで合法的に受領した情報、（b）受領当事者による「本契約」に対する違反を伴わずに一般的に入手可能になった情報、（c）受
領当事者への開示の時に同当事者が制限なしで既に知っていた情報、または（d）開示当事者がかかる制限がないことに書面で同意し
た情報。
12.3
甲は、「本契約」の諸条件または「本契約」で規定された価格を第三者に開示してはならないものとする。いずれの当事者も、相手方の
書面による事前の同意なしに、相手方の名称を公表、広告その他これらと同様の活動に使用しないものとする。ただし、甲は、乙が、顧
客リストにおいて、またはマーケティング活動（リファレンスの電話および参考実例、証言広告、現場訪問、SAPPHIRE への参加等を
含むがこれらに限らない）の一環として、両当事者が相互に合意可能な時点で甲の名称を使用することに同意する。乙は、リファレンス
活動が甲の業務を不当に妨害しないよう配慮するものとする。
12.4
「サービス」若しくはその他の乙のサイト、サービス若しくは製品の潜在的な創設、修正、訂正、改良若しくは拡張に関するコメント若しく
は提案を含むがこれらに限らない「サービス」に関する情報提供、または乙の開発の方向性が甲の業務および IT のニーズ、一般の技
術市場に一致したものであると甲が考えるか否かなどに関する情報提供（以下総称して「フィードバック」）を、甲は提供することができ、
CONFIDENTIAL
SAP GTC jaJP.v3-2011

4

または、乙はこれを要請することができるものとする。甲は、「フィードバック」に関する協議中に乙によって開示された情報は、乙の「秘
密情報」とみなされること、また「本契約」の条件に従って開示から保護されることを了解しこれに同意する。乙が当該「フィードバック」を
利用するために、甲は、ここに、甲の関連する知的所有権に基づいて、乙のライセンシーおよび顧客にサブライセンスする権利とともに、
乙が選択する任意の方法で当該「フィードバック」を使用、公表、および開示すること、並びに出典に言及することなく乙が選択する任意
の方法で、任意のメディアを通じて、「フィードバック」を具体化している乙およびそのサブライセンシーの製品またはサービスを展示し、
実演し、複製し、作成し、作成させ、使用し、販売し、およびその他の方法で処分することができる、非専属的、永続的、取消不可能、全
世界で有効な使用料無料のライセンスを乙に付与する。乙は甲および/またはその代表者に関していかなる種類の制限または報酬なく、
任意の目的のために「フィードバック」を使用する権限を有するものとする。甲は、「本契約」に基づいて乙により自己に開示される「サー
ビス」に関連する情報が、「サービス」で可能な戦略、開発、および機能としてのみ意図されたものであり、特定の事業過程、製品戦略、
および/または開発に対して乙を拘束することを意図していないことを了解する。
第 13 条
データ保護
13.1
甲は、EU データ保護指令 95/46/EC の第 2 条（d）に規定された“管理者”として、すべての個人データに対する責任を有し、これを受
け入れる。「本契約」に基づいて個人データが保存され或いは処理された場合、乙は EU データ保護指令 95/46/EC の第 2 条（e）に規
定された“処理者”として、甲の指示に従う。甲の指示が、乙が提供するサービスの範囲を超えている場合、その費用は甲が負担し、又、
乙の技術的および組織的実行可能性を前提条件とする。甲および乙は、個人情報の不正使用を防止するため、適用されるデータ保護
に関する法律の条件を満たすために必要なあらゆる技術的および組織的対策を講じる。
13.2
甲の個人データを処理する場合に限り、乙は、甲のデータ処理を委託された乙の人員に対し、適用される法令に従って、データ保護お
よびデータ秘密保持の義務を負わせるものとする。
13.3
乙は、「本契約」における契約上の義務を履行する上で必要な場合に限り、個人データの処理を下請業者に委託することができる。乙
はかかる下請業者に対し、関係するすべてのデータ保護法規を順守するよう義務付けるものとする。かかる下請業者の所在地が EU
外である場合、乙は、EU データ保護法規に基づいて適切であると考えられるレベルのデータ保護を実施するものとする。
13.4
甲は、甲側の法的要件によって、「本契約」に基づく契約上の義務を関連する法律を順守しつつ乙が履行するのを妨げるものではない
ことを保証する。これには、関係するすべての個人が予め個人データの処理に対して同意を表明していることの確認なども含める。
第 14 条
雑則
14.1
「本契約」に記載の 1 または複数の規定が、無効または執行不能と判断された場合であっても、当該無効または執行不能は、「本契
約」の他の規定に何ら影響を与えず、「本契約」はそれら無効または執行不能の規定が一切含まれなかったものとして解釈されるもの
とする。
14.2
一方当事者が「本契約」の条項の違反に対し権利放棄した場合も、先行する、またはその後に起こる同一条項違反またはその他の条
項違反に対して権利放棄することを意味しない。
14.3
「注文書」は、2 通捺印されそれぞれ原本とし、合わせて 1 つの「注文書」となるものとする。
14.4
「サービス」、「ドキュメンテーション」等の乙の資材には、米国、ドイツ及び日本国の法令を含む（ただしそれらに限らない）、様々な国の
輸出管理法令が適用される。甲は、「サービス」、「ドキュメンテーション」等の乙の資材を、乙の事前の書面による同意なく、許可の対価
その他の規制当局による承認のために政府機関に提出しないこと、および「サービス」、「ドキュメンテーション」等の乙の資材を、これら
の法令で禁じられた国、個人または組織体向けに輸出しないことに同意する。甲はまた、「サービス」、「ドキュメンテーション」等の乙の
資材の甲および/または甲の関連会社による利用に関する、甲が登録している国および外国のすべての適用される政府規制の遵守に
も責任を負うものとする。
14.5
本契約は、法の抵触に関する原則を参照することなく、日本国法に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとする。外国の法律、規則
および規制と日本国の法律、規則および規制との間に矛盾が生じた場合、日本国の法律、規則および規制が優先しこれに準拠するも
のとする。「国際動産売買契約に関する国連条約」は、「本契約」には適用しないものとする。制定されている「統一コンピューター情報
取引法」は適用されないものとする。甲は、「本契約」およびその内容に起因または関連して生じた請求の訴訟原因を、その請求を生じ
させる事実を甲が知った日または合理的な調査後に甲が知るべきであった日から 1 年以内に提起しなければならない。
14.6
「本契約」に従って要求され、または提出される場合のある通知または報告はすべて書面によるものとし、この「規定書」、「注文書」また
は登録フォームの頭書中に最初に記載された住所の甲および乙それぞれの執行部に引き渡されたときに正式に送達されたものとみな
すものとする。本第 14.6 条および「本契約」のその他の箇所で書面によることが義務付けられている場合、かかる要件は、ファックス
送信、書簡またはその他の書面形式によって満たすことができる。
14.7
「本契約」の規定の遅延または不履行（「本契約」の下で期限が到来した金銭の支払いに関するもの以外）が、履行当事者の合理的支
配の及ばない状況によって生じた場合は、「本契約」の違反とはならず、本契約に履行期が定められているときは、かかる履行期は履
行を妨げる状況の存続する期間だけ延長されるものとみなされる。
14.8
「本契約」は、甲と乙の間における合意の完全かつ唯一の表明であり、従前の表明、協議および文書はすべて「本契約」に取り込まれ、
「本契約」がこれに代わるものとする。「本契約」は、両当事者が署名した書面によってのみ修正することができる。「本契約」は、発注書
その他の甲が乙に提出する書類上のすべての追加規定、矛盾する規定ないし一貫性のない規定に優先するものとする。「本契約」は、
「サービス」に含まれているクリックラップまたはブラウズラップのエンドユーザー契約（第三者の製品またはサービスについて規定する
エンドユーザー契約を除く）上のすべての追加規定、矛盾する規定ないし一貫性のない規定に優先するものとする。電子的手段（ファク
シミリまたはスキャンして電子メールで送信されたもの）で送信された署名は、原署名とみなされるものとする。「本契約」は、法の作用
による場合を含み、その全部または一部を譲渡または移転することができない。ただし、乙は、「本契約」を、乙の関連会社に対して、ま
たは乙若しくはその関連会社の株式若しくは資産の全部若しくは実質的に全部を取得する法人に対して、譲渡することができるものと
する。乙は、その裁量により、「サービス」の一部を第三者に下請けすることができる。
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14.9
14.10

「本契約」の構成要素の規定間に矛盾または不整合がある場合は、次の優先順位を適用するものとする。（i）「注文書」、（ii）「注文書」
の別表、別紙および付属書、（iii）この「規定書」。
甲は、「サービス」に乙または乙のパートナーからのサービスの告知や管理メッセージ等の通信が含まれることがあることを理解し同意
する。甲は、「サイト」および「サービス」を使用している間は、また甲が乙に甲の購読を解約すること並びに甲の詳細情報を「サイト」お
よびメーリングリストから削除することを求める具体的な書面による通知を送付するまでは、これらのサービスの告知および管理メッセ
ージを受け取らないことを選択することができない。
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