App Bridge 統合監視サービス（SaaS型）利用規約
SaaSサービスの申し込みが行える法人向けオンラインショップ（以下「本件サイト」といいます。）
に関する利用規約（以下「原規約」といいます。）に基づくサービス利用規約として、お客様（以
下｢甲｣といいます。
）と株式会社日立システムズ（以下｢乙｣といいます。）は、この規約を締結し
ます。
この規約は、乙が提供するApp Bridge 統合監視サービス（SaaS型）
（以下「本件サービス」とい
います。
）を対象とします。
この規約は、本件サイトの「約款確認」画面において、甲が「同意する」と表示されたボタンを
クリックすることにより、締結されたものとみなします。
甲は、原規約に定める契約者としての地位を有しなければならないものとします。甲が契約者の
地位を有しない場合又は契約者の地位を失った場合、この規約は効力を失うものとします。

共

通

条

項
甲が本件サービスを利用するために使用するも

第１章

総

則

のをいうものとします。
（７）クライアントソフトとは、サービス仕様書に

（定

義）

定める条件を満たすコンピュータプログラムで

第１条 この規約における用語の意義は、次の各号に

あって、甲が本件サービスを利用するためにク

定めるとおりとします。

ライアントにインストールし、実行し、使用す

（１）本件サービスの利用とは、甲が、クライアン

る乙又は第三者が権利を有するものをいうもの

トにおいて、クライアントソフトを使用して、

とします。

本件サービスの提供する機能を利用することを

（８）アクセス回線とは、クライアント及びサーバ

いうものとします。

ネットワークを接続するために、甲が電気通信

（２）サーバとは、乙が本件サービスを提供するた

事業者から提供を受けて使用する電気通信回線

めに使用するサーバソフトがインストールされ

をいうものとします。

ている電子計算機であって、乙又は共通条項第
３０条に定める第三者が管理するものをいうも

（この規約の趣旨等）

のとします。

第２条

（３）サーバソフトとは、乙が本件サービスを提供

乙は、甲に対し、この規約に定める条件に基

づいて、本件サービスを提供し、これに対し、甲は、

するためにサーバにインストールし、実行し、

対価を支払うものとします。

甲にアクセス回線を通じて接続させ、利用させ

２．本件サービスの詳細は、この規約に付属のサービ

る乙又は第三者が権利を有するコンピュータプ

ス仕様書において定めるとおりとします。

ログラムをいうものとします。

３．乙は、この規約及びサービス仕様書の定めに従い、

（４）サーバデータとは、甲がサーバに記録したデ

本件サービスを提供するものとします。

ータ及び当該データのサーバソフトによる処理

４．サービス仕様書にこの規約の条項と異なる定めが

結果をいうものとします。

ある場合は、当該サービス仕様書の定めが優先しま

（５）サーバネットワークとは、乙が本件サービス

す。

の用に供するサーバその他のハード、サーバソ
フト、サーバデータ等を保管する施設内に設置

（遂行責任者の選任）

されている電気通信回線をいうものとします。

第３条

（６）クライアントとは、サービス仕様書に定める

本件サービスに係る甲の遂行責任者は、原規

約に定める契約者とします。

条件を満たす甲が管理する電子計算機であって、

２．甲から乙への連絡は、甲の遂行責任者が行うもの
とします。
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させるものではありません。
（甲が利用する本件サービスの確定手続）

（クライアント及びクライアントソフト）

第４条 甲及び乙は、この規約の履行に際し、甲が利

第７条

甲は、自らの責任及び負担において、サービ

用する本件サービスの種類、期間、料金その他の条

ス仕様書に定める条件を満たすクライアント及びク

件を、次の各号所定の手続きにより、定めるものと

ライアントソフトを調達し、サービス仕様書記載の

します。なお、インターネット上の障害その他乙の

内容に従い、本件サービスを利用するために必要な

責めに帰することができない事由により、甲の申込

設定を行うものとします。この設定に関する業務を

みが乙に到着しなかった場合、乙は当該責任を負わ

委託する場合には、甲及び乙は、別途契約を締結す

ないものとします。

るものとします。

（１）本件サイトの所定の画面で申請受付している

２．共通条項第４条所定の手続において利用が確定し

サービスの開始、変更、終了を申し込む場合、

た本件サービスにおいて、乙から甲へ提供するクラ

甲は、当該画面から必要な事項を入力し、乙に

イアントソフト（以下、乙が甲に対して提供するク

送信するものとします。乙は、申し込みを受諾

ライアントソフトを「本件ソフトウェア」といいま

する場合、本件サイトの受領画面を表示します。

す。
）の提供が本件サービスの内容として含まれる場

本件サイトの受領画面が表示された時点で、甲

合、本件ソフトウェアの使用許諾には、ソフトウェ

が申し込んだ本件サービスの利用が確定したも

ア使用許諾条項及び共通条項（ただし、その性質上、

のとします。

使用許諾に適用が困難な条項を除きます。
）の定めが

（２）電子メールで申請受付しているサービスの開

適用されるものとします。

始、変更、終了を申し込む場合、甲は、電子メ
ールに必要な事項を入力し、乙に送信するもの

（アクセス回線）

とします。乙は、申し込みを受諾する場合、甲

第８条

本件サービスの利用に際し、甲は、自らの責

に対し、申し込みを承諾した旨の電子メールを

任及び負担において、サービス仕様書に定める条件

送信します。当該電子メールを乙が送信した時

を満たすアクセス回線を利用するものとします。甲

点で、甲が申し込んだ本件サービスの利用が確

が乙に対し、アクセス回線の提供を委託する場合に

定したものとします。乙が申し込みを受諾しな

は、甲及び乙は、別途契約を締結するものとします。

い場合、甲に対し、申し込みを受諾しない旨の
電子メールを送信します。甲の電子メール送信

（禁 止 事 項）

から5日以内に、乙の電子メールが届かない場

第９条

甲は、本件サービスの利用に当たり、次の各

合、甲は、乙に対し、申し込みを受諾したか、

号に該当する行為をしてはならないものとします。

否かの問い合わせを行うものとします。

（１）乙が文書により承諾した場合を除き、有償又
は無償を問わず、甲以外の者に、本件サービス

第２章

本件サービスの利用条件等

を利用させること。
（２）本件サービスを法令又は公序良俗に反する目

（本件サービスの利用条件）

的で利用すること。

第５条 甲は、共通条項第４条所定の手続において利

（３）サーバソフト等の著作権その他の知的財産権

用が確定した本件サービスについて、合法で適切な

を侵害すること。

自らの業務遂行のために利用することができるもの

（４）乙の本件サービスの運営に支障を及ぼす行為

とします。

又はそのおそれがある行為をすること。

２．本件サービスの利用可能時間その他の利用条件に
ついては、サービス仕様書において定めるものとし

（不適正情報の削除）

ます。

第１０条

乙は、甲が本件サービスに登録又は提供し

３．利用が確定した本件サービスにおいて乙が認めた

た情報が、次の各号のいずれかに該当すると判断し

利用範囲内で、甲が本件サービスを利用しているこ

た場合、甲に通知することなく、当該情報を削除す

とを確認するため、乙は必要な調査を行うことがで

ることができるものとします。ただし、乙は、当該

きるものとし、甲はこれに応ずるものとします。

情報に関する削除義務を負うものではありません。
（１）前条各号のいずれかに該当する情報。

（サポート・サービス）

（２）その他乙が削除の必要があると判断した情報。

第６条 甲の本件サービスの利用に際し、乙は、サー

２．本条の定めに従い、前項の各号に定める情報を削

ビス仕様書に定めるサポート・サービスを提供する

除したこと、又は当該情報を削除しなかったことに

ものとします。

より甲に発生した損害について、乙は一切の責任を

２．サポート・サービスを通じて取得した助言または

負いません。

情報は、この規約に明示的な定めのない保証を生じ
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（ＩＤ等の管理責任）

（３）電子メールで開示する場合、本文等に第１号

第１１条 甲は、本件サービスを利用するためにのみ、

に定める表示をし、相手方に開示すること。
（電

乙から発行を受けたID及びパスワード（以下「ID等」

子メールにファイル等が添付されている場合、

といいます。）を使用するものとし、当該ID等を第

当該ファイル等についても同様とします。
）

三者に開示又は漏洩することがないよう善良なる管

（４）口頭で開示する場合、開示の際、当該情報が

理者の注意をもって管理するものとします。

秘密情報としての取扱いを要するものである旨

２．乙は、サービス仕様書に定める権限を付与したID

を相手方に告げ、当該口頭による開示後１４日

等を発行するものとします。

以内に、前各号に定めるいずれかの方法により

３．甲の責めに帰すべき事由により、ID等が第三者に

相手方に開示すること。

開示又は漏洩し、当該第三者がID等を用いて、本件

４．第２項の定めは、次の各号のいずれかに該当する

サービスを利用した場合、甲は、当該第三者による

情報には適用されないものとします。

利用を自己の利用とみなされることを承諾するとと

（１）相手方から開示される前に既に受領当事者が

もに、かかる利用につき一切の責任を負うものとし

保有していた情報。

ます。

（２）相手方から開示された秘密情報によることな

４．前項の第三者による利用に関し、甲に損害が生じ

く、受領当事者が独自に開発した情報。

た場合であっても、乙は、一切の賠償の責任を負わ

（３）公知の情報。

ないものとします。

（４）受領当事者が秘密保持に係る義務を負うこと
なく第三者から正当に入手した情報。

（秘密情報の取扱い）

（５）権限ある官公署から開示を求められた情報。

第１２条 甲は、本件サービス及び本件ソフトウェア

５．第２項及び前項の定めは、この規約の終了後１年

の内容を、この規約の期間中はもとよりその終了後

間有効に存続するものとします。

も第三者に開示してはならないものとします。ただ
し、乙の文書による事前の同意を得た場合は、この

（サーバデータの保存、管理及び削除）

限りではありません。

第１３条

２．甲及び乙は、次項に定める方法で、相手方から秘

乙は、甲の本件サービスの利用期間中、甲

が利用している当該本件サービスに係るサーバデー

密と指定して開示された情報（以下「秘密情報」と

タを保存するものとします。

いいます。
）を、次の各号の定めに従い取り扱うもの

２．本件サービスの利用終了後、乙は、甲による利用

とします。

の終了した本件サービスに係るすべてのサーバデー

（１）秘密に保持するものとし、事前に相手方の文

タを削除できるものとします。

書による承諾を得ることなく第三者（共通条項

３．本件サービス終了後も保存する必要があるサーバ

第３０条の定めに基づき乙が本件サービスの遂

データについては、甲は自らの責任で保存のために

行を委託する第三者を除きます。
）に開示しない

必要な一切の措置を講ずるものとし、乙は一切の責

こと。

任を負わないものとします。

（２）この規約の目的の範囲内でのみ使用、複製及

４．乙は、サーバデータを第三者に開示又は漏洩する

び改変すること。

ことがないよう善良なる管理者の注意をもって管理

（３）この規約の終了後又は相手方から求められた

するものとします。

場合速やかに自らの責任で消却すること。
（秘密

５．乙は、甲に対し、事前に文書による通知をした上

情報の複製物及び改変物も同様とします。
）

で、サーバデータを削除することができるものとし

３．甲及び乙は、前項に定める秘密情報としての取扱

ます。ただし、第２項及び共通条項第１０条に基づ

いを要する情報を相手方に開示する場合、次の各号

き、サーバデータを削除する場合には、事前に文書

に定める方法でこれを行うものとします。

による通知を要さないものとします。

（１）文書で開示する場合、
「Confidential」等の秘
密である旨を表示して相手方に提供開示するこ

（第三者ソフトの利用）

と。

第１４条

乙がサーバソフトとして乙以外の者が権利

（２）電子記録媒体で開示する場合、当該電子記録

を有するソフト（以下「第三者ソフト」といいます。
）

媒体の表面上に前号の表示を付すとともに、当

を使用する場合であって、別途、甲乙間で、使用許

該電子記録媒体に電磁的方式（電子的方式、磁

諾契約等の締結が必要な場合、甲及び乙は、第三者

気的方式その他人の知覚によっては認識するこ

ソフトをサーバソフトとして使用するために必要な

とができない方式をいいます。以下同様としま

措置を講ずるものとします。

す。
）により前号の表示を記録することが技術的
に可能な場合は、電磁的方式により前号の表示

（本件サービスの回復及び再開時の措置）

を記録し、相手方に開示すること。

第１５条
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本件サービスの全部又は一部が停止し、乙

が甲に対し、その再開のために必要な協力を求めた

関し、賠償の責任を負わないものとします。

場合、甲は速やかにこれに応ずるものとします。

（１）本件サービスが甲の特定の目的又は用途に適
合すること。

第３章

料金及び支払方法

（２）アクセス回線を利用した通信が正常に行われ
ること。

（本件サービス料金等）

（３）アクセス回線を通じて送受信されたデータが

第１６条 本件サービスの料金（以下「本件サービス

完全であること、正確であること、又は有効で

料金」といいます。
）は、甲が利用するサービス商品

あること。

に応じ、本件サービス内訳書に基づき算定するもの

（４）クライアント又はクライアントソフトが正常

とします。

に稼働すること。

２．甲は、乙に対し、暦の月ごとに、本件サービスの

（５）サーバがクライアントからの問い合わせ又は

サービス料金並びに消費税及び地方消費税（以下「本

処理要求に対して、一定時間内に応答すること。

件サービス料金等」といいます。
）を支払うものとし
ます。

（防 御 措 置）
第２０条

（本件サービス料金等の支払方法）

乙は、第三者によるサーバデータの毀棄又

は改変、サーバへの不正な接続等を防御するため、

第１７条 乙は、甲に対し、当月の本件サービス料金

ファイアウォールで防御されたネットワーク内にサ

等を当月所定の期日までに請求するものとします。

ーバを設置するものとします。

２．甲は、原規約に定める方法により前項に定める本

２．前項に基づく防御措置により防御できない方法を

件サービス料金等を支払うものとします。

用いて第三者がサーバに接続等を行ったことにより
甲に損害が発生した場合、乙は一切の責任を負わな

（サービス料金の変更）

いものとします。

第１８条 経済情勢、公租公課等の変動により本件サ
ービスの料金が不相当となり変更の必要が生じたと

（保守等による本件サービスの一時停止）

きは、共通条項第３５条に従い、当該料金を変更す

第２１条

乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、

ることができるものとします。なお、変更された当

１週間前までに甲に電子メールまたは本件サービス

該料金は、当該変更が適用される時間帯から効力を

が提供するウェブサイトで通知することにより、本

有するものとします。

件サービスの全部又は一部を一時的に停止すること
ができるものとします。ただし、緊急かつやむを得

第４章

責任の制限

ないと乙が判断した場合は、事前に甲に通知するこ
となく、本件サービスの全部又は一部を一時的に停

（保証の範囲）

止することができるものとします。

第１９条 乙が本件サービス用に供するハード、ソフ

（１）本件サービスの提供に必要な設備等に対し保

ト及び通信回線に関し、乙は、次の各号に定めるハ

守、工事、障害の対策等の実施が必要なとき。

ード、ソフト及び通信回線が正常に稼働する責任の

（２）電気通信事業者が電気通信役務の提供を中止

みを負担し、これ以外の責任は一切負担しないもの

するとき。

とします。

（３）その他乙が必要と認めたとき。

（１）サーバ

２．前項に基づき、本件サービスを停止したことによ

（２）サーバソフト

り、甲が被った損害について乙は賠償の責任を負い

（３）サーバネットワーク

ません。

（４）次条に定める防御措置を講ずるために用いた
ハード及びソフト。

（不可抗力による本件サービスの停止）

（５）乙がインターネット等の外部のネットワーク

第２２条

へ接続するために利用する回線。

天災地変その他の不可抗力により本件サー

ビスの全部又は一部が停止した場合、乙は、本件サ

２．本件サービスに関し、乙は、本件サービスがサー

ービスの停止後、遅滞なく甲に文書により通知する

ビス仕様書に記載されている仕様を満たすことのみ

ものとします。

を保証し、この規約又はサービス仕様書に特に明記

２．不可抗力による本件サービスの全部又は一部の停

されている場合を除き、これ以外の責任を負わない

止に関して、乙は甲に対し、本条に定める責任以外

ものとします。

の一切の責任を負わないものとします。

３．乙は、次の各号に定める事項が満たされることに

（本件サービスの廃止）

関し、何らの保証を行わないとともに、これらの事

第２３条

項が満たされなかったことにより甲に生じた損害に

乙が甲に対し、本件サービスの全部又は一

部を廃止する日（以下「サービス廃止日」という。）
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の２ヵ月前までに本件サービスの全部又は一部を廃

第５章

契約期間及び契約の終了

止する旨文書により通知した場合、乙は、契約期間
内といえども、当該サービス廃止日をもって本件サ

（契 約 期 間）

ービスの全部又は一部を廃止することができるもの

第２６条

とします。

この規約の有効期間は、この規約締結日か

ら次項に定める終了した時点までとします。

２．前項に基づき、乙が本件サービスの全部又は一部

２． 終了した時点とは、甲が、本件サイトの所定の画

を廃止した時点において、既に乙に対し支払われて

面において本件サービスの終了処理を行い、本件サ

いる本件サービス料がある場合には、乙は甲に対し、

ービスを利用するクライアントの登録が削除された

当該廃止する本件サービスについて提供しない日数

時点とします。

に対応するサービス料金を日割計算にて甲に返還す
るものとします。

（過 怠 約 款）
第２７条

（責任の範囲）

甲が次の各号に定める事項のいずれかに該

当する場合、乙は、甲に対し何ら通知又は催告する

第２４条 この規約又は本件サービスに関し、甲は、

ことなく、甲の本件サービスの利用を停止すること

乙の責めに帰すべき事由により損害を被った場合は、

ができ、この規約の全部又は一部を解除することが

当該事由の直接の結果として現実に発生した通常の

できるものとします。

損害に限り、乙に対し、次項に定める限度内で、当

（１）甲振り出しの手形又は小切手が不渡りになった

該損害の賠償を請求することができるものとします。
２．前項に定める損害賠償額の限度は、債務不履行、

とき。
（２）差押え、仮差押え、仮処分、競売、破産手続開

法律上の瑕疵担保責任、不当利得、不法行為その他

始、再生手続開始あるいは更生手続開始等の申立

請求原因の如何にかかわらず、当該損害の生じた時

を受けたとき。

点における当該損害の直接の原因となった本件サー

（３）自ら破産手続開始、再生手続開始あるいは更生

ビスの前月分のサービス料金相当額とし、甲乙協議

手続開始等の申立てをしたとき、又は清算に入っ

の上、定めるものとします。
３．前各項の定めにかかわらず、通信回線の障害、甲

たとき。

における端末誤操作等その他乙の責めに帰すること

（４）支払を停止したとき。

ができない事由から生じた損害、乙の予見の有無を

（５）監督官庁から営業の許可取消処分又は停止処分

問わず特別の事情から生じた損害及び逸失利益につ

を受けたとき。

いては、乙は、請求原因の如何にかかわらず、賠償

（６）債務の履行猶予の申出を行い、あるいは債権者

責任を負わないものとします。

集会の招集準備、主要資産の処分の準備その他債
務履行が困難と認められる事由が生じたとき。

（免

責）

（７）この規約に違反したとき。

第２５条 前条の定めにかかわらず、甲が被る次の各

（８）その他社会的に信用状態が著しく悪化したとき。

号の損害に関して、乙はその責任を負わないものと

（９）届出内容に虚偽の内容があったとき。

します。

（１０）クレジットカード会社、立替代行業者等によ

（１）地震、災害、水害等の不可抗力による損害。

り甲の指定したクレジットカード又は支払口座の

（２）本件サービスを提供するために乙が利用する

利用が停止させられたとき。

センタの設備に関わる偶発的事故又は盗難紛失

２．甲が第１項各号のいずれかに該当する場合、乙が

による損害。

甲に対し、債権を有し一方で債務を負担している場

（３）本件サービスの開始時点の科学的又は技術的

合には、甲の債務の弁済期にかかわらず、乙は当該

知見によっても発見することができなかった本

債権と債務を対当額で相殺することができるものと

件サービスを提供するために乙が利用するセン

します。

タの設備の欠陥に起因する損害。
（４）電気通信事業法の定めに基づき、乙が重要通

（契約終了時の措置）

信を優先的に取扱い、又は電気通信役務の一部

第２８条

を停止したことに起因する損害。

甲及び乙は、この規約の終了後遅滞なく、

秘密情報を自らの責任で破棄するものとします。

（５）前各号以外で、本件サービス関連設備の維持

２．この規約が終了した時点で未払いの本件サービス

管理上、乙が通常払うべき程度の注意を払った

料金等その他の料金がある場合、甲は、直ちに当該

にもかかわらず、乙の責めに帰することができ

料金等を支払うものとします。

ない事由により発生した損害。
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第６章

一般条項

甲の責任において必要な手続をとるものとします。
（１）輸出するとき。

（権利義務譲渡等の禁止）

（２）海外へ持ち出すとき。

第２９条 甲は、この規約に基づく権利の全部若しく

（３）非居住者へ提供し、又は使用させるとき。

は一部を第三者に譲渡し、担保に供し若しくはその
他の処分をし、又は債務の全部若しくは一部を第三

（暴力団等の排除）

者に履行させてはならないものとします。

第３３条

反社会的勢力とは、暴力団、暴力団員、暴

力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動
（第三者への委託）

等標ぼうゴ口又は特殊知能暴力集団、その他これら

第３０条 乙は、本件サービスの遂行を必要に応じ第

に準ずる者をいいます。

三者に委託することができるものとします。

２.甲が、個人であると団体であるとを問わず、次の各

２．前項の定めに従い第三者に本件サービスの遂行を

号のいずれかに該当する場合は、反社会的勢力であ

委託する場合、乙は、共通条項第１２条及び同第１

るとみなします。

３条第３項に定める乙の義務と同等の義務を、当該

（１）代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有す

第三者に課すものとします。

る者が反社会的勢力に該当する場合、又は該当し
ていた場合

（第三者の知的財産権に関する紛争処理）

（２）代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有す

第３１条 乙は、本件サービスの成果、サーバソフト

る者が自己又は第三者の利益を図る目的をもって

及びサービス仕様書に納入物、提出物と記載された

するなど反社会的勢力を不当に利用した場合

もの（以下「参考資料等」といいます。
）の提供時（サ

（３）代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有す

ーバソフトについてはこの規約の締結時）において、
甲は、提供情報（甲が乙に提供した情報をいいます。

る者が反社会的勢力へ資金や便宜を提供するなど
不当に利益供与をした場合

以下同様とします。
）の提供時において（以下本件サ

（４）代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有す

ービスの成果、サーバソフト、参考資料等及び提供

る者が反社会的勢力と密接に交際をするなど社会

情報を総称して「提供物等」といいます。）、それぞ

的に非難されるべき関係がある場合

れ提供物等又はその使用が第三者の日本国における

（５）代表者、責任者若しくは実質的に経営権を有す

特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権その

る者が暴力的ないし威迫的な犯罪行為を行ったと

他の知的財産権（以下本条において「知的財産権」

して公に認識され、若しくは報道その他により一

といいます。）を侵害していないことを保証します。

般に認識された者である場合、又はこの者と関わ

ただし、当該提供物等を提供した当事者の責めに帰

り、つながりのある者である場合

することができない事由による場合はこの限りでは

３．甲は、反社会的勢力に該当しないことを表明し確

ありません。

約するものとします。

２．甲及び乙は、前項に定める保証に違反し、提供物

４．乙は、甲が次の各号のいずれかに該当した場合に

等又はその使用が第三者の知的財産権を侵害し、又

は、何らの催告を要しないで、この契約の全部又は

はそのおそれがある場合には、相手方に対しその旨

一部を解除することができるものとします。

速やかに通知するとともに、自らの責任と負担にお

（１）前項の確約に違反することが判明した場合

いて処理、解決するものとします。

（２）反社会的勢力に該当するに至った場合

３．提供物等の提供を受けた当事者と第三者との間に

（３）自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、

第１項に定める保証に係る提供物等又はその使用が

自身が反社会的勢力である旨を伝え、又は自己の

当該第三者の知的財産権を侵害しているとして差止

関係者が反社会的勢力である旨を伝えた場合

請求、損害賠償その他の紛争が生じた場合、当該提

（４）自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、

供物等の提供を受けた当事者は、相手方に対してそ

詐術、暴力的行為、又は脅迫的言辞を用いた場合

の旨を速やかに通知するものとします。

（５）自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽

４．前各項の場合を除き、本件サービスの利用に関し

計又は威力を用いて、相手方の名誉や信用等を毀

て、甲と第三者との間において紛争が生じた場合は、
甲の責任と負担において解決するものとし、乙は一

損し、又は毀損するおそれのある行為をした場合
（６）自ら又は第三者を利用して、風説を流布し、偽

切責任を負わないものとします。

計又は威力を用いて、相手方の業務を妨害し、又
は妨害するおそれのある行為をした場合

（輸出等の処置）

（７）自ら又は第三者を利用して、明らかに法的な責

第３２条 甲は、次の各号に該当する取扱いをする場

任を超えた不当な要求行為をした場合

合は、
「外国為替及び外国貿易法」の規制並びに米国

（８）第３号から前号に準ずる行為をした場合

輸出管理規則など外国の輸出関連法規を確認の上、

５．乙は、甲が前項の規定に該当したことによりこの
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契約の全部又は一部を解除した場合には、甲に損害

及びこの規約に定めのない事項については、甲乙双

が生じても、これを一切賠償することを要せず、ま

方で協議し、円満に解決を図るものとします。

た、当該解除により乙に損害が生じたときは、甲は、

ソフトウェア使用許諾条項

その損害を賠償するものとします。
６．甲は、自己が第４項に該当したことにより、乙か
ら同項及び前項の措置を受けても、一切の異議を述

（ソフトウェア使用許諾条項の趣旨）

べないことを確約するものとします。

第１条

このソフトウェア使用許諾条項は、乙の甲に

対する本件ソフトウェアの使用許諾について定め

７．甲は、自己が、この契約の履行に関連して、反社

たものです。

会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入

２．甲は、この規約の締結をもって、このソフトウェ

を受けた場合には、これを拒否するとともに、速や

ア使用許諾条項に同意したものとします。

かに当該事実を乙に報告し、乙の捜査機関への通報
に必要な協力を行わなければならないものとしま

（クライアントへのインストール）

す。
（通

知）

第２条

第３４条 乙から甲への通知は、原規約又はこの規約

本件ソフトウェアについては、甲が本件サイ

トの所定の画面より入手し、クライアントにインス

に特段の定めのない限り、通知内容を原規約に定め

トールするものとします。

る契約者宛に電子メールを送信することにより行い
ます。

（本件プログラムの使用条件）

２．前項の定めに基づき、乙から甲への通知を電子メ

第３条

甲は、本件サービスを利用するために必要な

ールの送信により行う場合には、甲に対する当該通

範囲（以下、
「本件範囲」といいます。
）でのみ、本

知は、電子メールの送信がなされた時点から効力を

件プログラム（本件ソフトウェアのうちのオブジェ

生じるものとします。

クトプログラムをいいます。以下同様とします。）
をクライアントにおいて使用することができます。

（この規約の変更）

２．甲は、本件プログラムを第三者に対し、有償であ

第３５条 この規約を変更する場合、乙は、変更日の

ると無償であるとを問わず、譲渡、使用許諾その他

1週間前までに、前条に定める方法で甲に通知する

の方法で使用させてはならないものとします。ただ

ものとします。

し、甲が別途乙所定の契約書により、第三者による
本件プログラムの使用等に係る契約を乙と締結し

２．前項の変更日までに本件サイトの所定の画面にお

た場合は、この限りではありません。

いて甲が本件サービスの終了処理を行わない場合、

３．本件プログラムにはApache Licenseのライセンス

甲はこの規約の変更に同意したものとみなします。

条件によるオープンソースソフトウェアが含まれ
ています。甲は当該オープンソースソフトウェアの

（存 続 条 項）

使用にあたり、別紙２に定める使用許諾条件に同意

第３６条 この規約の終了後も、共通条項第１０条第

するものとします。

２項、同第１１条、同第１９条第３項、同第２０条
第２項、同第２１条第２項、同第２２条第２項、同

（本件プログラムの保全）

第２４条、同第２５条、同第２７条、同第３１条、

第４条

甲は、本件プログラムをバックアップの目的

同第３２条、同第３３条、同第３８条、ソフトウェ

でのみ、オブジェクトプログラムの形式で記録媒体

ア使用許諾条項第７条、同第８条及び同第１３条の

に、又は用紙に１部複製することができます。

規定は、有効に存続するものとします。

２．前項により複製された本件プログラムの取扱いは
原本の取扱いと同一とし、甲は、この規約の定めに

（法令等の遵守）

従ってのみ使用するものとします。

第３７条 甲及び乙は、この規約の履行に関し、法令

３．第１項の定めに従い複製された本件プログラムの

等の定めを遵守するものとします。

権利は乙に帰属するものとし、甲は、当該複製され
た本件プログラムの媒体すべてに、乙が甲に提供し

（管轄裁判所）

た、本件プログラムの記録媒体に付されている権利

第３８条 この規約に関する一切の紛争については、

に係る表示と同一の内容の表示を付すものとしま

東京地方裁判所のみを管轄裁判所として処理するも

す。

のとします。

４．甲は、本件プログラムの全部若しくは一部を改変
し、又は他のプログラムと結合してはならないもの

（協

議）

とします。

第３９条 この規約の履行について疑義を生じた事項

５．甲は、本件プログラムの全部又は一部を逆アセン
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ブル又は逆コンパイルすることはできません。

乙の責めに帰することができない事由から生じた

６．甲は、本件プログラムを記録している媒体を廃棄

損害、乙の予見の有無を問わず特別の事情から生じ

する場合、当該本件プログラムの消去、削除その他

た損害及び逸失利益については、乙は、賠償責任を

の消滅の措置を必ず講ずるものとします。

負わないものとします。
５．本条に定めるほか、乙は、本件瑕疵に関し、一切

（本件マニュアルの取扱い）

の責任を負わないものとします。

第５条 甲は、本件プログラムを使用するために必要
な範囲でのみ、本件マニュアル（本件プログラムの

（第三者の知的財産権に関する紛争処理）

操作方法を説明した文書をいいます。以下同様とし

第８条

乙は、本件ソフトウェア又はその使用が第三

ます。）を使用することができるものとし、乙の事

者の知的財産権を侵害し、又はそのおそれがある場

前の文書による承諾を得ることなく、本件マニュア

合には、甲に対しその旨速やかに通知するとともに、

ルを複製、改変又は第三者へ提供してはならないも

乙の責任と負担において処理、解決するものとしま

のとします。

す。ただし、乙の責めに帰することができない事由

２．前項にかかわらず、乙が甲に提供する本件マニュ

による場合はこの限りではありません。

アルのうち、電磁的方式により記録媒体に記録して

２．第三者と甲との間に、本件ソフトウェア又はその

提供するマニュアル（以下「電子マニュアル」とい

使用が当該第三者の知的財産権を侵害していると

います。）がある場合、用紙に１部複製することが

して差止請求、損害賠償その他の紛争が生じた場合、

できるものとします。

甲は乙に対してその旨を速やかに通知するものと
します。

（本件ソフトウェアの使用料等）
第６条 本件ソフトウェアの使用料並びに消費税及び

（複製物の消滅）

地方消費税は、本件サービス料金等に含まれるもの

第９条

甲は、ソフトウェア使用許諾条項第７条第２

とします。ただし、本件ソフトウェアの使用料等に

項の定めに基づき本件ソフトウェアの代品が提供さ

は本件ソフトウェアを固定する媒体の費用は含み

れた場合、次の各号に定める措置を講ずるものとし

ません。

ます。
（１）当該代品の提供の対象となった本件ソフトウ

（担 保 責 任）

ェアの消去、削除その他の消滅の措置を講ずる

第７条 甲は、本件ソフトウェア並びに本件マニュア

こと。

ルが「現状有姿」及び「提供可能な範囲」で提供さ

（２）前号の定めにかかわらず、乙が当該代品の提

れることを明示的に理解し、これに同意するものと

供の対象となった本件ソフトウェアの引渡しを

します。

求めた場合、これを乙に交付すること。

２．本件ソフトウェアの本件範囲での使用期間中、通

（３）当該代品の提供の対象となった本件ソフトウ

常の検査方法によって発見できない乙の責めに帰

ェアの複製物の消去、削除その他の消滅の措置

すべき本件プログラムと本件マニュアルの不一致

を講ずること。

又は本件プログラムの記録媒体の物理的欠損（電子
マニュアルがある場合には、電子マニュアルの記録

（通 知 義 務）

媒体の物理的欠損を含みます。
）
（以下、
「本件瑕疵」

第１０条

といいます。）が発見され、甲が乙に対してその旨

甲は、次の各号に定める事項のいずれかに

該当する場合は、直ちに乙に通知するものとします。

を文書で通知した場合、乙は、乙の判断により、当

（１）本件ソフトウェアに対し、乙の権利を侵害する

該本件プログラム若しくは本件マニュアルの補修

ような事態が発生したとき、又はそのおそれがあ

又は当該本件プログラム若しくは本件マニュアル

るとき。

の修正情報若しくは代品の提供を行うものとしま

（２）本件ソフトウェアに対し、毀損、盗難等の事故

す。

が発生したとき。

３．前項に定める代品については、甲が、本件サイト
の所定の画面より入手し、甲の責任において交換作

（保 管 場 所）

業を行うものとします。

第１１条

４．本件瑕疵に起因して甲が損害を被り、甲が乙に対

甲は、本件プログラムの記録媒体をクライ

アントの設置場所に保管するものとします。なお、

してその旨を文書で通知した場合、甲は、乙に対し、

当該設置場所以外の場所に本件プログラムを保管

当該損害の直接の原因となった本件ソフトウェア

しようとする場合、甲は、別途乙所定の文書により

の提供をその内容として含む本件サービスの前月

乙に通知するものとします。

分のサービス料金相当額を上限として、当該損害の

２．電子マニュアルがある場合は、電子マニュアルの

賠償を請求することができるものとします。ただし、
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記憶媒体についても、前項と同様とします。

（１）本件プログラムの消去、削除その他の消滅の
（立 入 権）

措置。

第１２条 乙は、乙の従業員又は乙の指定する者を、

（２）本件マニュアルを廃棄すること。電子マニュ

本件ソフトウェアの納入、保守、管理及び引取り等

アルがある場合には、本件プログラムと同様に

のため、本件ソフトウェアの設置場所に立ち入らせ

消去の措置。

ることができるものとします。

（３）その他機密保持に必要な措置。
（４）前各号を実施したことを証明するため、別途

（終了時の措置）

乙所定の文書に所定の事項を記入し、乙に提出

第１３条 甲は、この規約又は本件ソフトウェアの使

すること。

用許諾が終了した場合、直ちに次の各号に定める措

以

上

置を講ずるものとします。

制定日：２０１１年４月２５日
改訂日：２０１４年７月２２日
改定日：２０１７年２月２２日

9/14

別紙１
本件サービス内訳書
サービス商品名
Agent監視サービス
カスタム監視サービス
メッセージ受信サービス
応答監視サービス
API監視サービス
通知サービス
センタAPIサービス

サービス料金種別
従量制（注2）
従量制（注2）
従量制（注2）
従量制（注2）
従量制（注2）
従量制（注2）
従量制（注2）

サービス料・単価（注1）
添付サービス仕様書に記載
添付サービス仕様書に記載
添付サービス仕様書に記載
添付サービス仕様書に記載
添付サービス仕様書に記載
添付サービス仕様書に記載
添付サービス仕様書に記載

注１：サービス料金には、消費税及び地方消費税額は含まれておりません。
注２：請求の対象となる各月において提供したサービスの量に一定の単価を乗じるも
のです。
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別紙２
Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections
1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting
the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled
by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means
(i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract
or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial
ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software
source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source
form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other
media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License,
as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided
in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived
from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications
represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works
shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces
of, the Work and Derivative Works thereof.
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"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any
modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to
Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized
to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any
form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including
but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue
tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and
improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in
writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution
has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright
license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and
distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.

3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby
grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as
stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise
transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor
that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s)
with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against
any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution
incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent
licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation
is filed.

4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in
any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following
conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files;
and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent,
trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not
pertain to any part of the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works
that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE
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file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one
of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within
the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display
generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents
of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your
own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the
NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as
modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different
license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any
such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise
complies with the conditions stated in this License.

5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally
submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of
this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall
supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor
regarding such Contributions.

6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks,
or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the
origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.

7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides
the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR
CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or
conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely
responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks
associated with Your exercise of permissions under this License.

8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence),
contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts)
or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect,
special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or
out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill,
work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even
if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.

9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof,
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You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability
obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may
act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and
only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred
by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional
liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed
by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!)

The text

should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file
or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice
for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at

http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is
distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied.
See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.
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