ソフトウェア使用権許諾およびサポート契約
一般条件
（「GTC」）

1.
1.1

定義
「アドオン」とは、既存の SAP の機能を変えることなく、SAP API を使用して新たな独立した機能を追加する開発をいう。

1.2
「API」とは、SAP のアプリケーションプログラミングインターフェースおよび「本契約」に基づいて提供され、他のソフトウェア製品が SAP
「ソフトウェア」と通信し、または呼び出すことができるその他の SAP コード（SAP エンタプライズサービス、BAPI、Idoc、RFC および ABAP、また
はその他のユーザー Exit など）をいう。
1.3
「関連会社」とは、「指定国」内に所在し、ライセンシーが直接的または間接的に 50% を超えた株式または議決権を保有する法人をいう。かか
る法人は、前記持分が維持されている期間においてのみ「関連会社」とみなされるものとする。
1.4
「取引先」とは、ライセンシーの社内業務に関連して「ソフトウェア」へのアクセスが必要な、ライセンシーの顧客、ディストリビュータ、仕
入先等の法人をいう。
1.5
「秘密情報」とは、SAPについては、SAP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う（以下が含まれるが、これらに限られな
い）。 （a）「ソフトウェア」、「ドキュメンテーション」およびその他の「SAP マテリアル」（「ソフトウェア」に関する次の情報を含むが、ただ
しこれらに限られない:（i）「ソフトウェア」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
ング技法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、マニュアル、プログラムリスティング、データ構造、
フローチャート、論理図、機能仕様、ファイル形式、および（iii）「ソフトウェア」に関連した発見、発明、コンセプト、デザイン、フローチャート、
ドキュメンテーション、製品仕様、アプリケーションプログラミングインターフェース仕様、技法およびプロセス。) （b）SAPの研究開発または調査。
（c）製品の提供内容、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ー、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。ならびに（d）第三者についてのまたは第三者に関連する情
報（当該第三者に対する有効な秘密保持義務を条件としてSAPに提供された情報）。 ライセンシーについては、「秘密情報」とは、ライセンシーが他
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、開示の時点でライセンシーが明確に秘密または専有である
旨特定した情報。（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、ライセンシーが開示の時点で秘密である旨特定し、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。
1.6

「ドキュメンテーション」とは、「本契約」に基づいてライセンシーに引き渡されるまたは提供される SAP の文書類をいう。

1.7

「知的財産権」とは、あらゆる国で、制定法もしくは慣習法に基づき、または契約により発生するあらゆる種類の特許権、意匠権、実用新案ま

たはその他類似の発明権、著作権、マスク・ワーク権、営業秘密または機密保持の権利、商標、商号およびサービスマークその他のあらゆる無形財産
権（上記の権利の申請および登録を含む）をいう（保護されているか、現存しているか、または今後申請、交付、もしくは取得されるか否かを問わな
い）。
1.8
「修正」とは、以下のいずれかをいう。（i）引き渡されたソースコードまたはメタデータに対する変更。（ii）引き渡されたソースコードまた
は メタデータに対する変更を除き、「ソフトウェア」の既存機能をカスタマイズ、拡張、もしくは変更する開発（新しいアプリケーションプログラミ
ングインターフェース、代替ユーザーインターフェースの作成、SAP データ構造の拡張が含まれるが、これらに限られない）。（iii）「SAP マテリア
ル」（下記に定義のとおりとする）を利用し、もしくは組み込んだ、「ソフトウェア」に対するその他の変更（「アドオン」を除く）。
1.9

[意図的に削除]

1.10
「SAP マテリアル」とは、「本契約」に基づく履行の過程で SAP からライセンシーに提供される、あらゆるソフトウェア、プログラム、ツー
ル、システム、データまたはその他の資料をいう（「ソフトウェア」および「ドキュメンテーション」、ならびに「ソフトウェア」および「ドキュメ
ンテーション」に関してライセンシーから SAP に提供される情報、資料、フィードバックが含まれるが、これらに限られない）。
1.11
「SAP サポート」とは、「本契約」に添付され、「本契約」の一部を構成する有効な「SAP サポートスケジュール」に記載され、ライセンシー
が利用可能な SAP のその時点で最新且つ有効な SAP サポート提供サービスをいう。
1.12
「ソフトウェア」とは、（i）「本契約」に基づいてライセンシーに使用権許諾され、「本契約」の「ソフトウェア注文書」に指定するいかな
るすべてのソフトウェア製品 (SAP、SAP AG、Business Objects Software Limited および/もしくはそれらの関連会社によって、またはかかる会社のため
に開発され、「本契約」に基づいてライセンシーに引き渡されるすべて、（ii）それぞれのサポート契約に従って、制約のない出荷により提供可能とな
る当該ソフトウェア製品の新規リリース、および（iii）前記の全部または一部の複製物。
1.13 「ソフトウェア注文書」とは、ライセンシーにより発注される「ソフトウェア」および関連「SAP サポート」に対する注文書をいう（これには、
「ソフトウェア」、「SAP サポート」、料金に関する情報、ならびにかかる品目のライセンシーに対する引き渡しに必要なその他の情報が含まれる）。
1.14

「指定国」とは、「ソフトウェア注文書」に記載された対象国をいう。
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1.15
「第三者ソフトウェア」とは、（i）「本契約」に基づいてライセンシーに使用権許諾され、「本契約」の「ソフトウェア注文書」に指定する
いかなるすべてのソフトウェア製品およびコンテンツ (SAP、SAP AG、Business Objects Software Limited および/もしくはそれらの関連会社以外の企業
によって開発され、「本契約」に基づいてライセンシーに引き渡されるすべて）、（ii）個々の「SAP サポートスケジュール」に従って、制約のない
出荷により提供可能となる当該第三者ソフトウェアの新規リリースおよび（iii）前記の全部または一部の複製物。
1.16
「使用」とは、「ソフトウェア」の処理機能を起動させること、「ソフトウェア」をロード、実行、アクセス、利用、またはかかる機能から得
られた情報を表示することをいう。
2.

使用権の許諾

2.1
使用権
2.1.1
「本契約」のすべての諸条件をライセンシーが遵守することを条件として、SAP は、ライセンシーおよびその「関連会社」の社内業務処理
（顧客バックアップおよび受動的な災害回復を含む）のために、もしくは社内でのトレーニングおよびテストをするために、または「ソフトウェア注
文書」に追加された定めに従って、「ソフトウェア」、「ドキュメンテーション」、およびその他の「SAP マテリアル」を「指定国」内の特定された
場所で「使用」するための、非独占的かつ永久（サブスクリプションベースのライセンスの場合を除く）のライセンスをライセンシーに付与する。た
だし、「本契約」の第 5 条に基づいて終了された場合はこの限りではない。このライセンスでは、ライセンシーが以下を行うことは許可されない（か
かる制限に明示的に限定されない）:（i）「SAP マテリアル」を使用した、第 2.2 条を条件とする「関連会社」以外の第三者へのサービスの提供（業務
プロセスのアウトソーシング、サービスビューローの用途、第三者のトレーニングなど）、（ii）第 2.2 条を条件とする「関連会社」への頒布を除く、
「SAP マテリアル」のリース、貸与、再販、サブライセンスまたはその他の方法での頒布、（iii）キーコードの頒布または公開。（iv）「本契約」の条
項に従って明示的に許されている場合を除き、「SAP マテリアル」の「使用」またはこれに関連する行為、（v）（ライセンシーがその他の「ソフト
ウェア」コンポーネントにアクセスすることが技術的に可能である場合でも）「ソフトウェア注文書」で明示的に特定されたていない「ソフトウェ
ア」コンポーネントの使用、「取引先」は、唯一ライセンシーによる「使用」に関連して、スクリーン・アクセスのみを通じて「ソフトウェア」を
「使用」できるが、「取引先」の業務を遂行するために「ソフトウェア」を「使用」することはできない。
2.1.2 ライセンシーは、事前に SAP から書面によって承認されているか、または「ソフトウェア」の「使用」もしくは相互作用に適している旨が公知
の事実であるとして、「本契約」に従ってライセンシーによって特定され、ライセンシーの施設に配置され、ライセンシーが直接所有する情報技術機
器（ハードディスクや中央処理装置等）（以下「指定ユニット」）にのみ、「ソフトウェア」をインストールすることに合意する。SAP が書面により
合意した場合、当該情報技術機器には、「関連会社」の施設内に配置され、その「関連会社」が直接所有するものも含まれる。ライセンシーは、「使
用条件」に記載された必要なライセンスを、「関連会社」および「取引先」の従業員または代理人を含め、「ソフトウェア」を「使用」するすべての
個人について保有しなければならない。「使用」は、「ソフトウェア」とともに、もしくは、その一部として引き渡されたインターフェース、ライセ
ンシーもしくは第三者のインターフェース、またはその他の仲介システムを通じて行うことができる。ライセンシーが以前に使用権許諾された「ソフ
トウェア」の代替に使用権許諾された「ソフトウェア」を受領した場合、以前に使用権許諾された「ソフトウェア」に関する「本契約」に基づくライ
センシーの権利は、ライセンシーが代替の「ソフトウェア」を本稼働システムでの「使用」のために配置した時点で終了する。その場合、ライセンシ
ーは、かかる以前に使用権許諾された「ソフトウェア」に関して、「本契約」の第 5.2 条に従うものとする。
2.1.3 「ソフトウェア」に関連する「本契約」の諸条件は、「ソフトウェア使用権に関するスケジュール」に別途記載がある場合を除き、「第三者ソフ
トウェア」にも適用される。
2.2
「関連会社」による「使用」第 2.1.1 条に基づいて許可される「関連会社」によるその社内業務処理目的のための「ソフトウェア」、「ドキュ
メンテーション」およびその他の「SAP マテリアル」の「使用」は、以下を条件とする:（i）「関連会社」が、「本契約」に添付された「スケジュー
ル A」（「関連会社使用契約」）の形式で、「本契約」の条項を遵守することに合意すること、および（ii）かかる「関連会社使用契約」の違反は、ラ
イセンシーによる「本契約」の違反とみなされること。ライセンシーの関連会社または子会社が、SAP AG、SAP AG の関連会社（SAP を含む）または
その他の SAP ソフトウェアの頒布業者と SAP のソフトウェアライセンスおよび/もしくはサポートサービスに対する別の契約を締結している場合、両
当事者による書面による別段の合意ある場合を除き、かかる別契約が満了し、または終了されていても、かかる関連会社または子会社の事業運営のた
めに「ソフトウェア」を「使用」してはならず、またかかる関連会社または子会社は「本契約」に基づいていかなるサポートサービスも受けらないも
のとする。

2.3
外注サービス SAP が事前に書面をもって同意した場合、ライセンシーは、以下のすべてを条件として、「本契約」で「ソフトウェア」が使用
権許諾される対象のライセンシーの事業に関連して、機能、実装、システム、アプリケーション管理、または災害回復サービスをライセンシーに提供
することのみを目的として、「ソフトウェア」へのアクセスをサービス提供者に許可することができるものとする:（i）ライセンシーおよび当該サー
ビス提供者は、かかるアクセスの前に、「本契約」の条項を当該サービス提供者が遵守することを要求する規定（SAP の「秘密情報」の非開示が含ま
れるが、これに限られない）が含まれる合意書を締結すること、（ii）ライセンシーは、「ソフトウェア」へのアクセスを認められた当該サービス提供
者の全従業員に対して、「使用条件」に記載された必要なライセンスを保有すること、（iii）当該サービス提供者は、「本契約」の定めにより、ライ
センシーの事業に関連して「ソフトウェア」をインストールし、構成すること（災害回復ベンダーの場合は、災害回復サービスのみを提供すること）
のみを目的として「ソフトウェア」の「使用」が許可されること、（iv）いかなる状況の下でも、当該サービス提供者は、ライセンシーもしくはその
他の者に対して処理サービスを運用し、もしくは提供するために、または当該サービス提供者の自らの業務処理に関連して、「ソフトウェア」を「使
用」してはならないこと、（v）ライセンシーは、当該取引の実施に必要なその他の「ソフトウェア」、移行ツール、または第三者ソフトウェアについ
て責任を負うこと、および（vi）ライセンシーは、当該サービス提供者による「本契約」の条件の違反に起因して SAP が被ったすべての請求、賠償責
任、損失、損害および費用（妥当な弁護士費用を含む）について、SAP、その役員、従業員、代理人および外注先に補償することに明示的に合意する
こと。SAP の要求に応じて、ライセンシーは、上記の（i）～（iv）項が満たされていることの確認書を提出するものとする。
3.
監査 SAP は、毎年 1 回以上、SAP の標準的な手順に従い、「SAP マテリアル」の使用状況について監査を実施することを認められるものとす
る（これにはオンサイト監査および/もしくはリモート監査が含まれる）。 ライセンシーは、当該監査の実施において妥当な協力を行うものとする。
監査において、（i）ライセンシーによる使用料および/もしくは「SAP サポート」料の SAP への支払いが不足していたこと、および/もしくは（ii）ラ
イセンシーが「ソフトウェア注文書」に記載されたライセンスの数量またはレベルを超えて「ソフトウェア」を「使用」したことが判明した場合、ラ
イセンシーは、かかる不足分の料金および/もしくはかかる超過使用に対して、監査時において有効な、使用に適用される「SAP 価格表」および「ソ
フトウェアおよびサポート条件」に従って正当な料金を支払い、かつ「本契約」の条項に従って追加の「ソフトウェア注文書」を締結して追加の数量
またはレベルについて必要な使用権許諾を取得するものとする。監査結果により、使用状況が使用権許諾を受けた数量またはレベルを超えていること

SAP 社外秘
jaJP v.5.2011

P2

が判明した場合、ライセンシーは SAP の監査に対して妥当な費用を支払うものとする。SAP は、ライセンシーによる使用料または「SAP サポート」料
の支払不足およびライセンスの数量またはレベルを超えた使用のいずれについても、法律上のすべての権利を留保する。
4.

料金および支払い

4.1
料金 ライセンシーは、「本契約」の「ソフトウェア注文書」の条件に基づいて「ソフトウェア」に対する使用料および「SAP サポート」に対
する料金を SAP に支払うものとする。支払期日までに支払われなかった料金には、年利 6% （ただし法律により許可される最高額を超えない額）の利
息が課せられるものとする。 使用料には、物理的に出荷するための初回の納入および梱包の費用が含まれる。電子的引渡の場合、SAP は、自己の費
用でネットワークから「ソフトウェア」をダウンロードできるようにし、ライセンシーは、「ソフトウェア」をダウンロードする費用を負担する。
4.2
税金 「本契約」に記載された料金およびその他の費用には、現在または今後課税される消費税、その他一切の公租公課 （以下「税金」）は含
まれず、それらはすべてライセンシーが負担するものとする。該当する直接支払許可書または有効な免税証明書がある場合は、「本契約」の締結前に
SAP に提出しなければならない。SAP が「税金」を支払う必要がある場合は、ライセンシーは、当該「税金」額を SAP に償還ものとする。ライセンシ
ーは、SAP が既に支払いまたは支払おうとするう「税金」、および関連する費用、ならびに延滞金および重加算税等の罰則金について、SAP に補償す
ることに合意する。
5.

期間

5.1.
期間 「本契約」および「本契約」に基づき許諾される使用権は、該当する「ソフトウェア注文書」の頭書の日付より発効し、次のいずれか
の事由が発生する最も早い時点で終了されるまで有効とする:（i）ライセンシーが、理由の如何を問わず、支払期にある使用料および「SAP サポー
ト」料の全額を支払った上、「本契約」を終了する意思を書面によりSAPに通知した後 30 日を経過したとき、（ii）ライセンシーに、ライセンシーが
支払期にある金銭の支払いを30日以上怠った場合を含む「本契約」条項に関する重大な違反がある場合において(但し、第 6 条、第 10 条または第 11
条のの規定に定める義務違反を除く。これらの義務違反の場合は「本契約」は直ちに終了するものとする。）、SAPがライセンシーに当該違反の是正
を通知した後ライセンシーが当該違反を是正しないまま30日を経過したとき、（iii）ライセンシーにつき、破産、民事再生、会社更生の申立て、支払
不能、差押、保全処分もしくは競売の申立てが行われた場合における、当該申立てのとき。 疑義回避の目的として、「本契約」の終了は、「本契約」、
その付属書、スケジュール、別表、補足覚書、注文書類およびその他の文書に基づくすべてのライセンスに厳密に適用されるものとし、ライセンシー
による「本契約」の一部の終了は、「本契約」、その付属書、スケジュール、別表、補足覚書、注文書類のいかなる部分についても許可されないもの
とする。
5.2
契約期間終了時の義務 「本契約」に基づく終了が行われた場合、ライセンシーおよびその「関連会社」は、すべての「SAP マテリアル」およ
び「秘密情報」の「使用」を直ちに中止するものとする。終了後 30 日以内に、ライセンシーは、「SAP マテリアル」および「秘密情報」のすべての
複製物を、修復不能な方法で廃棄するか、SAP から要求があった場合は SAP に返却するものとする。ただし、法律によりこれより長期間保存すること
が求められる限りにおいては、かかる返却または廃棄は、当該期間の終了時に行うものとする。ライセンシーは、本第 5.2 条に基づく自らの義務を履
行したことを、書面により SAP に証明しなければならない。ライセンシーは、ライセンシーおよびその「関連会社」のそれぞれが前記義務を履行した
ことを、SAP に対して書面により証明することに合意する。第 3 条、第 4 条、第 5.2 条、第 6 条、第 7.2 条、第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 12.4 条、
第 12.5 条、第 12.6 条、および第 12.8 条の規定は、かかる終了後も有効であるものとする。「本契約」に基づく終了が行われた場合、ライセンシーは
既に行った一切の支払いについて返還を求めてはならないものとする。終了によって、未払料金を支払うライセンシーの義務が免除されることはない
ものとする。
6.

知的財産権

6.1
権利の留保 「SAP マテリアル」、およびそこに具現化されているすべての「知的財産権」は、「本契約」の第 2 条および第 6.3 条でライセ
ンシーに明示的に供与される権利を条件として、SAP、SAP AG （SAP の親会社）またはそのライセンサーの唯一かつ独占的な財産であるものとする。
「本契約」の第 6.3 条に定める権利を除き、ライセンシーが、「ソフトウェア」を修正したり、その他の方法でその二次的著作物を作成したりするこ
とは認められない。ライセンシーにより作成されたかかる無許可の二次的著作物、およびそこに具現化されているすべての「知的財産権」は、SAP ま
たは SAP AG の唯一かつ独占的な財産であるものとする。
6.2
権利の保護 ライセンシーは、「ソフトウェア」の複製、翻訳、逆アセンブリ、または逆コンパイル、ならびにいかなる方法においてもオブジ
ェクトコードからのソースコードの作成もしくは作成の試みをしてはならないものとする。「ソフトウェア」および「SAP マテリアル」のリバースエ
ンジニアリングは、禁止されている。ライセンシーは、適切な情報技術慣行に従ってデータをバックアップし、この目的において「ソフトウェア」の
必要なバックアップコピーを作成することが許される。持ち運び可能なディスクやその他のデータ媒体に保存されたバックアップコピーには、バック
アップコピーであることを記し、オリジナルディスクや他のデータ媒体と同一の著作権および著作権者表示をしなければならない。ライセンシーは、
SAP の著作権および著作権者表示を変更または削除してはならない。
6.3

修正/アドオン

6.3.1 ライセンシーが「本契約」の諸条件を遵守することを条件として、ライセンシーは、「本契約」に基づいて許されるその「使用」を促進するた
めに「ソフトウェア」の「修正」および/または「アドオン」を作成することができ、「本契約」の第 2.1.1（a） 条に定める「ソフトウェア」に対す
る「ライセンス」供与に従って、「ソフトウェア」とともに「修正」および「アドオン」を使用することが許されるものとする。「修正」または「ア
ドオン」を作成する場合、ライセンシーは、事前に SAP の定める登録手順に従うものとする。すべての「修正」およびそれらに関するすべての権利は、
SAP および SAP AG の独占的財産であるものとする。SAP により（独自にまたはライセンシーとの協力で）開発されたすべての「アドオン」およびそ
れらに関するすべての権利は、SAP および SAP AG の独占的財産であるものとする。ライセンシーは、前記の SAP の権利を保護するために合理的に必
要となる文書に署名することに合意する。SAP の関与なくライセンシーによりまたはライセンシーに代わって作成されたすべての「アドオン」（以下
「ライセンシーのアドオン」）、およびそれらに関するすべての権利は、「ソフトウェア」に関する SAP の権利を条件として、ライセンシーの独占的
財産であるものとする。ただし、ライセンシーは、かかる「ライセンシーのアドオン」について、商品化、販売、頒布、使用権許諾、サブライセンス、
移譲その他の譲渡を行ってはならない。SAP は独自に「ソフトウェア」の自らの「修正」または「アドオン」を作成する権利を保有し、ライセンシー
は、SAP による自らの「ソフトウェア」またはその「修正」もしくは「アドオン」の販売、譲渡、使用権許諾または使用を制限するようないかなる行
為も行わないことに合意する。
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6.3.2
SAP の関与なくライセンシーによりもしくはライセンシーに代わって作成されたすべての「修正」または「ライセンシーのアドオン」では、
（「本契約」に定めるその他の制限を条件として）、以下のことが禁止される: 「本契約」に定める制約の迂回または回避を可能にすること、および/
もしくはライセンシーが直接に使用権許諾されていない「ソフトウェア」へのアクセスをライセンシーに提供すること、「ソフトウェア」から SAP 以
外のソフトウェアに対する大量のデータ抽出を可能にすること（SAP 以外のソフトウェア内でのデータの使用、修正、保存またはその他の処理を含
む）、「ソフトウェア」の性能またはセキュリティーを不当に毀損、低下または低減させること、および SAP のソフトウェアライセンス条項、「ソフ
トウェア」に関する情報、またはその他の SAP の製品に関する情報を提供すること。
6.3.3
ライセンシーは、SAP の関与なくライセンシーによりもしくはライセンシーに代わって作成された「修正」もしくは「ライセンシーのアドオ
ン」、またはかかる SAP の関与なくライセンシーによりもしくはライセンシーに代わって作成された「修正」もしくは「ライセンシーのアドオン」に
よってアクセスされる SAP「 ソフトウェア」のその他の機能につき、SAP もしくはその関連会社、またはその販売代理店、頒布業者、仕入先、取引先
および顧客に対していかなる権利も主張しないことを、自らならびにその継承人および譲受人に代わって誓約する。
7.

稼働保証

7.1
保証 SAP は、「ソフトウェア」が、その引渡しから 6 カ月間、「ドキュメンテーション」に定める機能仕様に実質的に従って稼働することを
保証する。ただし、以下のいずれかの場合には保証は提供されないものとする:（i）「ソフトウェア」が「ドキュメンテーション」に従って使用され
ていない場合。（ii）瑕疵が、「修正」もしくは「アドオン」（SAP により作成され、「SAP サポート」を通じて提供される、もしくは保証の対象とな
っているものを除く）、ライセンシーもしくは第三者のソフトウェアに起因するものである場合。ただし、SAP による保証は、「ソフトウェア」が中
断なく作動すること、稼働に重大な影響を及ぼさない些細な瑕疵もしくはエラーがないこと、または「ソフトウェア」に含まれるアプリケーションが
ライセンシーの業務上の必要性に合致するよう設計されていることまでをも、保証するものではない。ライセンシーが「ソフトウェア」の保証違反に
ついての具体的な内容説明を添えて、保証期間内に書面により SAP に通知し、SAP がかかる保証違反の存在を検証することを条件として、SAP は、そ
の裁量により次のいずれかを行う: a）保証違反のある「ソフトウェア」を修理または交換する、または b）かかる保証違反のある「ソフトウェア」の
返却を受ける代わりに、かかる保証違反のある「ソフトウェア」に対して支払われた使用料を返金する。以上を、本保証のもとでのライセンシーの唯
一かつ排他的な救済とする。
7.2
明示的免責事項 SAP およびそのライセンサーは、法律により保証を免れ得ないものとされる場合を除き、明示、黙示を問わず、その他の一
切の保証（商業性や特定目的への適合性の黙示的保証が含まれるが、これらに限られない）を免れるものとする。
8.

補償

8.1
ライセンシーの権利侵害および防御 SAP は、「本契約」の諸条件に従ったライセンシーによる「ソフトウェア」の「使用」が、特許権、著作
権または営業秘密権の直接的侵害または不正利用にあたるとして、第三者が「指定国」でライセンシーに対して提起した請求等からライセンシーを防
御するものとし、SAP は、当該請求等に関して最終的にライセンシーに対して裁定された損害賠償額（または SAP が締結する和解の金額）を支払う。
この SAP の義務は、申し立てられた侵害または不正利用が、他のソフトウェア、「指定ユニット」以外の装置と組み合わせた「ソフトウェア」の「使
用」、SAP により提供された更新プログラムを使用しなかったこと（かかる侵害または不正利用がその更新プログラムの使用により回避可能であった
場合）、または使用権許諾対象外の行為に起因する場合は、適用されないものとする。この SAP の義務は、ライセンシーが当該請求等を書面にて適時
に SAP に通知しない場合にも適用されないものとする。SAP は、ライセンシーに対する金銭的な義務が和解に含まれない限り、当該請求等の防御およ
び和解をすべて指揮することが認められる。ライセンシーが SAP が提案する答弁書を拒否する場合、その他の方法で SAP の指定した弁護士に防御に対
する完全な指揮権を与えない場合、ライセンシーは、本第 8.1 条に基づく SAP の義務に対する権利を放棄する。ライセンシーは、かかる請求等に対す
る防御については SAP と十分に協力するものとし、ライセンシーの費用負担で SAP が合理的に受け入れられる弁護士を通して訴訟参加することができ
る。SAP は、「ソフトウェア」が第三者の権利を侵害もしくは不正利用しているとの申立てが行われなくなった場合、または侵害もしくは不正利用し
ていないとの裁定が下された場合は、いかなる請求等に対する防御も中止する権利を明示的に留保する。SAP は、「ソフトウェア」をこれと実質的に
同等で侵害のない他のプログラムおよび関連ドキュメンテーションと交換することにより、請求等を解決させることができる。ライセンシーは、「ソ
フトウェア」の侵害もしくは不正利用またはこれらの申立てに対応する際に、SAP の権利を損なう行為を行ってはならない。
8.2 本第 8 条は、第三者が有する知的財産権の侵害に関する SAP およびそのライセンサーがライセンシーに対して負担する唯一、排他的かつ最終的
な責任ならびにライセンシーの唯一の救済手段を定めている。
9.

責任の制限

9.1
免責 SAP および SAP のライセンサーは、以下のいずれかの場合には、「本契約」に基づく責任を負わない:（i）「ソフトウェア」が「ドキュ
メンテーション」に従って使用されなかった場合、または（ii）不具合もしくは責任が、ライセンシー、「修正」もしくは「アドオン」（SAP により作
成され、「SAP サポート」を通じて提供される、もしくは保証の対象となっているものを除く）、または第三者ソフトウェアに起因するものである場
合。SAP および SAP のライセンサーは、「本契約」で許諾された「ソフトウェア」および/もしくは第三者ソフトウェアにつき、本質的に危険を伴う
「使用」により発生するいかなる請求または損害賠償に対しても責任を負わない。
9.2
損害賠償の除外 責任の制限 「本契約」の反対の趣旨を有するいかなる規定にもかかわらず、いかなる状況の下でも、また請求の性質に関わ
りなく、SAP、そのライセンサー、またはライセンシーは、相互にまたはその他のいかなる個人もしくは事業者団体に対して、当該損害の直接の起因
となっている「ソフトウェア」に対して支払われた使用料を超える損害賠償額について責任を負わないものとし、また特別損害賠償、付随的損害賠償、
結果的損害賠償もしくは間接的損害賠償、営業の信用もしくは利益の喪失、営業停止、データの消失、コンピューターの障害もしくは誤作動、弁護士
費用、裁判費用、金利または懲罰的損害賠償についていかなる金額の責任も負わないものとする。 ただし、「秘密情報」の不正使用もしくは開示、
またはいずれかの当事者の重大な過失もしくは故意による不法行為に起因する死亡もしくは傷害によって生じる損害賠償額については、この限りでは
ない。「本契約」の規定は、ライセンシーおよび SAP にリスクを分配するものである。使用料は、このリスクの分配および「本契約」における責任の
限度を反映したものである。
10.

守秘義務

10.1. 「秘密情報」の使用 「秘密情報」は、「本契約」の目的を達成するために必要でない限り、いかなる形式でも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、引き続き開示当事者の所有物であり、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
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を複製にも記載するものとする。相手方の「秘密情報」に関して、各当事者は、（a）すべての「秘密情報」の秘密を厳守するため、あらゆる「妥当な
措置」（下記に規定）を講じるものとし、（b）相手方の「秘密情報」を、「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
以外の相手には開示してはならないものとする。 「本契約」で使用される「妥当な措置」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
密情報を保護するために講じる措置をいう（ただし、妥当な水準の注意義務を下回ってはならない）。「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」に基づく保護の対象となるものとする。
10.2
例外 「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）受領当事者が開示当事者の「秘密情報」を参照せずに、独自に開発した情報、もしくは当該「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）受領当事者が「本契約」に違反することなく、公知となった情報、（c）受領当事者への開示のときに同当
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合意した情報。
10.3
条件の非開示、公表 ライセンシーは、「本契約」の諸条件または記載された価格を、いかなる第三者にも開示してはならない。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、相手方の名称を宣伝、広告、または類似の活動に使用しないものとする。ただし、ライセンシーは、
SAP が顧客リストで、または両当事者が相互に合意可能な場合に、SAP のマーケティング活動の一環として、ライセンシーの名称を使用することに合
意する（かかるマーケティング活動には、問い合わせの電話および参考実例、証言広告、現場訪問、SAPPHIRE への参加などが含まれるが、これらに
限られない）。SAP は、ライセンシーの名称を使用した活動を行う場合に、ライセンシーの業務を不当に妨害しないよう妥当な努力をする。
11.
譲渡 ライセンシーは、SAP の書面による事前の同意なしに、「本契約」、または「本契約」に基づく権利義務、または「SAP マテリアル」も
しくは SAP の「秘密情報」を、資産の売却、買収もしくは合併を含め、自発的または法の執行のいずれによるかにかかわらず、第三者に譲渡、委譲、
担保権設定その他の方法による移転をしてはならない。SAP は、その関連会社に「本契約」を譲渡することができるものとする。
12.

一般条項

12.1
分離独立性 「本契約」に記載の 1 つ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、かかる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」はかかる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。
12.2
権利放棄の否認 一方当事者が「本契約」の条項の違反に対して権利放棄した場合でも、同一条項の違反またはその他の条項に対する以前また
は以後の違反に対して権利放棄したとはみなされない。
12.3

原本 「本契約」は 2 通捺印され、それぞれを原本とし、合わせて 1 つの「本契約」となるものとする。

12.4
規制に関する事項 「ソフトウェア」、「ドキュメンテーション」および「SAP マテリアル」には、さまざまな国の輸出管理法が適用される
（米国およびドイツの法律が含まれるが、これらに限られない）。ライセンシーは、SAP から事前に書面による同意を得ない限り、許可に関する検討
またはその他の規制当局による承認のために、「ソフトウェア」、「ドキュメンテーション」またはその他の「SAP マテリアル」を政府機関に提出し
ないこと、ならびにかかる法律で禁じられた国、個人または組織向けに、「ソフトウェア」、「ドキュメンテーション」および「SAP マテリアル」を
輸出しないことに合意する。 また、ライセンシーは、ライセンシーおよび/もしくはライセンシーの「関連会社」による「ソフトウェア」、「ドキュ
メンテーション」またはその他の「SAP マテリアル」の使用に関して、ライセンシーが登録している国および諸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。
12.5
準拠法、期間の制限 「本契約」、ならびに「本契約」およびその内容に関連して発生する請求は、法の抵触に関する原則を除き、日本の法
律に準拠し、同法に基づいて解釈されるものとする。外国の法規制と日本の法規制との間に不一致がある場合は、日本の法規制が優先されるものとす
る。「本契約」には、国際物品売買契約に関する国連条約は適用されないものとする。制定された統一コンピュータ情報取引法は、適用されないもの
とする。ライセンシーは、ライセンシーが請求の原因となる事実を知った、または妥当な調査後に知りえたはずの日から 1 年以内に、「本契約」およ
びその内容に起因または関連する請求に対して、一連の措置を講じなければならない。
12.6
通知 「本契約」の条項に従って要求され、または与えられる通知または報告はすべて書面によるものとし、「ソフトウェア注文書」の頭書に
記載された所在地でライセンシーおよび SAP の個々の事業所に配達された時点で正当に受領されたとみなされるものとする。本 12.6 条および「本契
約」のその他の条項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、ファクシミリ送信、郵送またはその他の書面の形式によって満たす
ことができる。
12.7
不可抗力 「本契約」の条項の履行遅延または不履行（本契約に基づいて支払期限の到来した金銭の支払いを除く）が履行当事者の合理的な支
配が及ばない状況によって生じた場合は、「本契約」の違反とならず、「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たとみなされるものとする。
12.8
契約の完全合意性 「本契約」ならびに「本契約」に対する各スケジュール、別表および「ソフトウェア注文書」は、ライセンシーと SAP
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（Power Point によるプレゼンテーション、Excel スプレッドシート、提案
書が含まれるが、これらに限られない）はすべて「本契約」に組み込まれ、「本契約」がそれらに差し替えられ、両当事者はかかる表明、協議および
文書に依拠しないものとする。「本契約」ならびに「本契約」に対する各スケジュール、別表および「ソフトウェア注文書」に関連する修正、追加の
合意/取り決め、または別段の合意/取り決めは、両当事者の正当な権限を有する代表者による署名もしくは捺印がなされた文書によってのみなされる
ものとする。ライセンシーは、SAP に関する限り、「本契約」、各スケジュール、別表、「ソフトウェア注文書」および「本契約」の添付文書の条項
に関する追加、変更または修正合意の署名もしくは捺印の権限は、代表取締役のみにあることに合意する。アカウントエグゼクティブ/マネージャー、
営業組織に所属する者またはコンサルタントは、正式な権限を持つ代表者ではない。「本契約」ならびに「本契約」に対する各スケジュール、別表、
「ソフトウェア注文書」および添付文書は、ライセンシーまたは SAP により提出される発注書、提案書、書面またはその他の文書に記載されることが
ある、いかなる相反または矛盾する追加の条項よりも優先されるものとする。
12.9
優先順位 「本契約」の構成要素の条項で矛盾や不一致が生じた場合は、（i）「ソフトウェア注文書」、（ii）「スケジュール」、（iii）
「使用条件」、（iv）「GTC」の順でに優先されるものとする。

SAP 社外秘
jaJP v.5.2011

P5

