
ACL ソフトウェア ライセンス契約書 

本 ACL ソフトウェア ライセンス契約（以下「本契約」）は、お客様（単独の個人、事業体または政府機関。

以下「お客様」といいます）と、ACL Services Ltd. （以下「ACL」） との間で締結される契約であり、ACL 

ソフトウェア（以下に定義）のライセンスがお客様に許諾される諸条件を定めています。 

本ソフトウェアをインストールまたは使用された場合には、参照によって統合されたすべての条件を含む本契

約の条件に拘束されることに同意されたことになり、かつ、本契約を締結する権限を有することを表明された

ことになります。そのような権限を持たない場合、または本契約書の条件にご同意いただけない場合は、ご購

入後 30 日以内に、お客様が支払われた本ソフトウェアの代金の返金を要求することができます。お客様がお

客様のシステムから本ソフトウェアを削除したことを確認する書面を ACL が受領次第、ACL からお支払いい

ただいた代金をお返しいたします。 

以下の「完全な同意」条項に従い、お客様に適用される本契約のバージョンは、お客様が本ソフトウェアをイ

ンストールした時点で同意したバージョンまたはサブスクリプションを更新した時点で同意したバージョン

（初回のサブスクリプションを更新した場合）です。 変更が ACL の意志によって一方的に行われ、お客様が

サブスクリプションを更新するときまで適用されない場合は、ACL は本契約と適時更新および変更する権利を

留保します。お客様は、いつでも本契約の最新版を HTTPS://WWW.ACL.COM/ABOUT-US/LEGAL/ で入手する

ことができます。本バージョンは、当初購入した時点または本ソフトウェアのサブスクリプションを最後に更

新した時点でバージョンに含まれていたバージョンとは異なる場合があります。 

本契約書の英語版と他言語版との間に矛盾または不明確点がある場合は、英語版を優先し、これを解釈のため

の正文とします。 

1. ソフトウェアおよびサブスクリプション：本契約において、「本ソフトウェア」とは、ACL のオンプレミ

ス ソフトウェア ソリューション（オブジェクトコード フォームの修正なし）のうち、 ACL 、その関連

会社、もしくはそれらの認定販売店のいずれかが発行した注文書または請求書（以下「本注文書」）に記

載されているか、または本注文書内のバンドル ソリューションの一部として包含されているものを指しま

す。これには、本ソフトウェア用のコンポーネント、インストーラー、および ACL Essentials などの本ソ

フトウェア用のあらゆるアドオン（以下「アドオン」）のうち、本ソフトウェアとは別にライセンスを許

諾されたか、または本ソフトウェアとともにライセンスを許諾されたものも含まれます。「本ソフトウェ

ア」には、本ソフトウェアおよび ACL Launchpad のユーザー文書（以下に定義）も含まれます。明確にす

るために、「ソフトウェア」および「アドオン」には ACL GRC、リザルト ライト、または ACL コンテン

ツおよびコミュニティで提供されているコミュニティ リソース（集合的に「リソース」）は含まれませ

ん。ACL GRC のサブスクリプションは、ACL から別途購入することができます。リソースは、本ソフトウ

ェアのサブスクリプションの一部として、本ソフトウェアの使用を強化するために ACL がコンテンツおよ

びコミュニティ サイトを通してお客様に提供するリソースであり、ACL コミュニティの利用規約

（https://www.acl.com/about-us/legal/）で規定される個別の契約で提供されます。ACL は独自の裁量にお

いてリソースのコンポーネントの一部またはすべてを変更または終了することができます。リソースの特

定のコンポーネントへのアクセスおよびその使用はお客様支払い済みの有料サブスクリプション期間中に

限られ、有料サブスクリプション期間の満了時に終了します。  

2. サブスクリプション ライセンス：本契約の諸条件に従い、ACL は、下記第 4 項に記載のサブスクリプシ

ョン期間中、指名ユーザー（以下に定義）の数または SAP システムの数（いずれか該当する方）、および

本注文書に記載の本ソフトウェアの種類に応じて、社内業務目的で本ソフトウェアをインストールし、使

用し、かつ本ソフトウェアにアクセスするための全世界的、非独占的、移転不能かつ譲渡不能（本契約書

に別段の明示的な定めがある場合を除きます）な権利およびライセンスをお客様に付与します。1 アドオン

は、関係する特定の本ソフトウェアと併せて使用する場合に限りライセンスを許諾されるものであり、ス

                                                        

1
 ACL Analytics または Analytics Exchange 用のお客様のライセンスは、各指名ユーザーに対して、ACL GRC の限定的なアクセス ロールをサブスクリプショ

ンする権限と、限定的なアクセス ロールを持つその他の 2 人のユーザーと共同作業する権限を付与します（たとえば、指名ユーザーは自身が ACL GRC の限

定的なアクセス バージョンに公開した結果を、監査部門、監査部門長、事業部長以外の業務上の関係者に表示させることができます）。ただし、かかる追加

のユーザーが、ACL Analytics または ACL Analytics Exchange 用のお客様のライセンスが付与された指定ユーザーであるかどうかは問いません。 

https://www.acl.com/ABOUT-US/LEGAL/
https://www.acl.com/about-us/legal/
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タンドアロン製品として使用することはできず、他のソフトウェアまたはサービスと共に使用することも

できません。本ソフトウェアを、お客様が購入されたライセンスに対する指名ユーザー数に限定して使用

する限り、本ソフトウェアを仮想（またはその他の方法でエミュレートされた）ハードウェア システム内

にインストールすることができます。本契約のライセンス期間およびライセンス制限を回避するために仮

想化技術を使用することはできません。 

3. 指名ユーザー：お客様は、お客様のサブスクリプションを有効化する際に、正確、最新、かつ完全な情報

を提供すること、およびお客様のログイン ID およびパスワードの秘密を保持することについて責任を負

います。お客様は、お客様のサブスクリプションまたはアカウントに関する情報の不正使用を認識した場

合は、速やかに ACL に通知するものとします。お支払いいただいた代金の対象となる、お客様の関連会社

組織内の特定個人ユーザー（以下「指名ユーザー」）の最大数まで、本ソフトウェアにアクセスし、これ

を使用することができます。各指名ユーザーには、本ソフトウェアにアクセスするための一意の ID が割

り当てられます。指名ユーザーの ID およびパスワードは、他の個人と共有することはできません。ただ

し、以下に規定する複数の個人間の指名ユーザーのアクセスを共有およびプールすることに関する制限に

従い、お客様は、指名ユーザー数が、お客様が該当する料金を支払った指名ユーザーの数を超えないこと

を条件として、お客様の別の個人に指名ユーザーを再割り当てすることができます。本ソフトウェアを使

用する指名ユーザーの上限を超過したか、または当該上限の引き上げを希望される場合には、追加料金を

適用させていただきます。複数の個人間で指名ユーザーのライセンスを共有したりプールし、部署や組織

の複数のユーザーによる一時的な使用を許可することは固く禁じられています。本契約の目的では、「関

連会社」はお客様を管理、お客様によって管理、またはお客様との共同管理下にある事業体を意味しま

す。「管理」とは、このような事業体における 50% 以上の所有権またはこのような事業体の経営を管理す

る能力を指します。 

4. 期間と更新：本ソフトウェアのサブスクリプションは、本注文書に記載された期間において有効です。サ

ブスクリプション期間は、本注文書に記載されていない場合には、本注文書の日付から 1 年間とさせてい

ただきます。ACL は、その時点のサブスクリプション期間が終了する 30 日以上前に少なくとも 2 回の個

別の更新通知を提供し、お客様の更新を確認するか、お客様がサブスクリプションを更新しないことを 

ACL に通知する機会を提供します。ただし、(a）その時点のサブスクリプション期間が終了する 30 日前

までに、更新しない旨をお客様から ACL にご連絡いただけない場合。（b）その時点のサブスクリプショ

ン期間が終了する 60 日前までに、更新しない旨を ACL からお客様にご連絡差し上げない場合は、各サブ

スクリプション期間の最後にさらに 1 年間分サブスクリプションが更新されます。本ソフトウェアおよび

リソースには、お客様のサブスクリプションの満了または解除に際し、お客様による本ソフトウェアおよ

びリソースへのアクセスを ACL が防止するための無効化メカニズムが含まれています。 

5. 災害復旧およびフェイルオーバー：災害復旧またはフェイルオーバー用とする 1 台以上の非実稼働サーバ

ーに、本ソフトウェアをさらにインストールすることができます。追加インストールしたソフトウェア

は、非実稼働サーバー上でのみ実行することができ、かつ、その非実稼働サーバーに関連する所定の目的

を遂行するためにのみ使用することができます。 

6. 非実稼働環境：適用される料金をお支払いいただければ、ステージングやテスト用とする 1 台以上の非実

稼働環境に本ソフトウェアを追加インストールすることができます。追加インストールしたソフトウェア

は、非実稼働環境上でのみ実行することができ、かつ、その非実稼働環境に関連する所定の目的を遂行す

るためにのみ使用することができます。 

7. バックアップ コピー：本ソフトウェアの複製については、バックアップおよび保管を目的とする場合に限

り、妥当な個数を作成することができます。ただし、本ソフトウェアの原本上にある著作権その他の財産

権表示すべてを複製することを条件とします。 

8. 第三者による使用：ACL は、お客様にとって第三者に相当するサービス プロバイダー、独立請負業者、コ

ンサルタントおよび受託業者が本契約の条件に従って本ソフトウェアを使用することを承認します。ただ

し、その場合には、これらの第三者が本契約の条件の遵守に同意し、かつ、お客様の利益および事業のみ

を目的として本ソフトウェアを使用することを条件とします。ACL から要請された場合、お客様は、本項

の規定に従い本ソフトウェアを使用する第三者のリストを提供することにより、ACL による本ソフトウェ

アのサブスクリプション管理を支援するものとします。これらの第三者が本契約に従い本ソフトウェアを

適切に使用することについても、お客様が責任を負うものとします。 



 - 3 -  

9. ドキュメントと電子配信：すべてのソフトウェアおよび文書は電子的な手段で配信されるものとします。

ソフトウェアは、お客様が ACL Launchpad 経由でダウンロード可能な時点で配信されたと見なされるもの

とします。お客様は、本ソフトウェアのサブスクリプションは、将来の機能または特徴の配布に依存する

ものではなく、将来の機能または特徴に関して ACL またはその社員、代理人または担当者によって公表さ

れたいかなる口頭または書面による意見に影響されるものではないことに同意するものとします。「ユー

ザー文書」とは、マニュアルおよびインストール ガイドを含む（ただしこれらに限定されない）ソフトウ

ェアとともに ACL がお客様に提供した補足の製品ヘルプおよび技術仕様文書を意味します。ユーザー文書

には、ACL Launchpad から電子的にアクセスできます。ACL からのユーザー文書提供はオンラインのみで

す。 お客様は、本契約に従ってご自身の組織内部で使用するため、ユーザー文書を印刷し、妥当な部数の

複製を作成することを認められます。ただし、ユーザー文書の原本上にある著作権その他の財産権の表示

すべてを複製することを条件とします。 

10. 料金：お客様には、適用される購入したサブスクリプションと期間の料金、および本ソフトウェアのサブ

スクリプションに関連して適用される税金、関税またはその他の行政手数料をお支払いいただきます。お

客様が免税対象の機関または事業体であり、適用される免税証明書を提出した場合は、ACL はお客様の免

税対象の税金を課税しません。料金はすべて、注文書に記載された期限までに支払うものとし、本契約に

別段の定めがある場合を除いて、取消不可かつ払戻不能とします。何らかの料金の滞納期間が ACL 請求書

の期日から 30 日を超えた場合には、ACL は、その他の権利および救済手段を制限することなく、滞納全

額が支払われるまで、本ソフトウェアのテクニカル サポートならびに本ソフトウェアへのアクセスおよび

その使用を停止させることができます。ACL は、料金の支払期限が過ぎている旨を、アクセス停止の 7 日

以上前に通知します。ただし、お客様が適用される料金に合理的理由で誠実に異議を唱えており、かつそ

の解決に真摯に協力している場合には、ACL は当該権利を行使いたしません。 

11. ベータ テスト、評価およびデモンストレーションの使用：本ソフトウェアへのアクセスを試用または評価

目的で入手されたか、またはデモンストレーション向けもしくはベータ テストのために本ソフトウェアへ

のアクセスが提供された場合、ACL のベータ テスト、試用、または評価に関するお客様への連絡文書に指

定されている一定期間中に限り、ベータ テスト、試用、評価またはデモンストレーション（すなわち実稼

働以外）を目的として本ソフトウェアを使用することが許可されます。期間が指定されていない場合、本

ソフトウェアの使用は 30 日間に限定されます。本ソフトウェアには、そのベータ テスト、試用、評価ま

たはデモンストレーションに対して認められた期間の終了後に本ソフトウェアおよびサービスを使用でき

ないようにする自動無効化メカニズムが含まれています。ベータ テスト、試用、評価またはデモンストレ

ーションを目的に本ソフトウェアへアクセスし使用する場合は、お客様ご自身の責任において行ってくだ

さい。ベータ テスト、試用、評価またはデモンストレーションを目的として提供される本ソフトウェア

は、「現状のまま」、無料で提供され、本契約の「限定的保証」および「技術サポート」の条項は適用さ

れません。本ソフトウェアの有料サブスクリプションがある場合は、本項はお客様に適用されません。 

12. トレーニング コースおよび ACL Academic Network の使用：レーニング コースの一環として本ソフト

ウェアの利用が認められている場合、そのトレーニング コース期間中に限り、トレーニング（すなわち実

稼働以外）を目的として本ソフトウェアを使用することが許可されます。本ソフトウェアには、トレーニ

ング コース期間の終了後にそのサービスを使用できないようにする自動無効化メカニズムが含まれていま

す。お客様が ACL Academic Network Program の下（たとえば、教育機関、教科書の発行者経由など）で

本ソフトウェアへのアクセスを取得した場合は、教育（非稼働環境）目的でのみ本ソフトウェアを使用す

ることが認められます。教科書に付属した形で教科書の発行者から本ソフトウェアへのアクセスを取得し

た場合は、本ソフトウェアのサブスクリプションは 6 ヶ月に限定されています。お客様が大学教授または

教育機関の場合、本ソフトウェアのサブスクリプションは 3 年または ACL Academic Network の書面で指

定された期間のうちの長い方に限定されています。教育目的で ACL Academic Network 経由で提供された

ソフトウェアには、必要に応じて、許可された 6 ヶ月または 3 年のサブスクリプション期間が経過した

後に本サービスへの使用を防止する自動無効化メカニズムが組み込まれています。ACL Academic Network 

経由で教育目的で提供された本ソフトウェアの使用については、完全にお客様単独の責任となります。教

育機関向けの ACL ACADEMIC NETWORK で提供される本ソフトウェアおよびサービスは、「現状のま

ま」、無料で提供され、本契約の「限定的保証」の条項は適用されません。ACL は、教育目的で ACL 

ACADEMIC NETWORK の下で提供されたソフトウェアのテクニカル サポートを提供しません。お客様がア

クセスを取得したソフトウェアがトレーニング コース ソフトウェアまたは Academic Network ソフトウ

ェアではない場合は、本項はお客様に適用されません。 
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13. ソフトウェアの所有権：本ソフトウェアは、お客様に対してライセンスされるものであり、販売されるも

のではありません。本ソフトウェア（複製を含みます）におけるすべての権原、所有権および知的財産権

は、ACL に帰属するほか、ACL のライセンサーのうち、本契約の第三者受益者である者（当該ライセンサ

ーの所有権に本契約が関係するため）にも帰属します。本ソフトウェアは著作権法および国際著作権条約

によって保護されており、ACL は、不正使用を防止するため、その内部に一定の手段を組み込むことがで

きます。お客様により発生した著作権侵害については、お客様に責任を負っていただきます。お客様が、

本ソフトウェアを含む（お客様の機密情報を明示的に除く）、ACL がその製品のいずれかで採用する特

徴、機能、またはパフォーマンスに関して提案を行う場合、このような特徴、機能、およびパフォーマン

スは、本契約の下で自動的に ACL に譲渡されたと見なされるものとし、ACL 単独の排他的な財産になる

ものとします。 

14. 知的財産および制限：ACL は、本契約で明示的に許諾されないすべての関連する知的財産権を含めて、本

ソフトウェアのすべての権利、権原、および権益を留保します。上記の一般性を制限することなく、お客

様は、本ソフトウェアに営業秘密が含まれることを認めるほか、適用法に従い、以下のいずれも行わない

ことに同意します。（a）本ソフトウェアを複製、コンテンツの一部を再印刷または再生成すること（本契

約または独自のビジネス目的で認められている場合は除きます）。（b）本ソフトウェアを修正、改変、翻

訳すること（本契約で認められている場合は除きます）。（c）本ソフトウェアの逆コンパイル、リバース 

エンジニアリングまたは逆アセンブルを実施するか、その他の方法で本ソフトウェアをオブジェクト コー

ドからソース コードに変換すること、また本ソフトウェアのソース コード、基礎となる概念、アルゴリ

ズム、ファイル形式またはプログラミング インターフェイスなどいかなるものであれ、それらの再現また

は発見を試みること。（d）本ソフトウェアと機能的に互換または競合する著作物を本ソフトウェアを使用

して開発するか、本ソフトウェアから派生物を作成すること（本ソフトウェアによって認められているレ

ポートその他のタスクを本ソフトウェアを使用して作成することは、本ソフトウェアの派生成果物とは見

なされません）。（e）ACL の書面による承諾を事前に得ることなく、組織外または第三者に本ソフトウェ

アをリース、賃貸、貸与、販売、配布すること（タイムシェアリング方式で本ソフトウェアを使用するこ

と、サービス ビューロー目的で本ソフトウェアを使用すること、または報酬生成サービスを直接もしくは

間接的に第三者に提供するために本ソフトウェアを使用することを含みます）。（f）本ソフトウェアに関

し、ACL が複製保護または使用上の保護に対して用いるセキュリティ機構を回避または除去するために設

計された設備、装置、ソフトウェア、またはその他の手段を用いること。（g）本ソフトウェアを他のソフ

トウェア（オープン ソース ソフトウェアを含みます）と組み合わせること。この場合、組み合わせるソ

フトウェアには、GNU General Public License その他のライセンス（組み合わせたプログラムまたは本ソフ

トウェアおよびそのソース コードが自由に利用可能となるように作成されることが要件）が適用されま

す。（h）本ソフトウェア上で実行したベンチマーク テストの結果を含め、本ソフトウェアのパフォーマ

ンス情報または分析を公式に公表または開示すること。（i）適用される法律や規制に違反するあらゆる方

法で本ソフトウェアを使用すること。 

15. 検証：お客様による本ソフトウェアのご利用状況が本契約の条件に適合していることを検証するために、

ACL が妥当な通知をもって年 1 回まで記録を要求する権利を有することを承認していただきます。ACL 

は、お客様による本ソフトウェアのご利用状況についての情報が当該レポートによって正しく開示されて

いないと合理的基準に基づき判断した場合には、お客様による本ソフトウェアのご利用状況が本契約に適

合していることをお客様の事業所において検証するための監査を実施します。この監査は、お客様の適切

なサイト セキュリティ要件に従って、業務時間内に実施されます。お客様による本契約違反が監査によっ

て明らかになった場合には、ACL に対し、監査に関する相当な費用を補償していただくほか、適切な追加

料金をお支払いいただきます。 

16. 秘密保持：各当事者は相手方当事者に対して秘密となる情報にアクセスすることができます。この情報に

は、以下のものが含まれますが、これらに限定されません。本ソフトウェア自身、ソフトウェアまたはサ

ブスクリプション プランの期間や価格、すべてのコード、発明、ノウハウ、事業、当事者が得ている技術

情報や財務情報、および秘密として明確に特定されているすべての情報。また、その性質上またはその開

示をめぐる状況を考慮した場合に、合理的に秘密と見なされる情報（以下、総称して「本秘密情報」）。

本秘密情報には以下の情報は含まれません。（a）相手方当事者の行為または不作為により公知となってい

るか、公知となる情報。（b）開示前に相手方当事者の合法的所有物であり、かつ開示当事者から直接的ま

たは間接的に相手方当事者が入手していなかった情報。（c）開示された時点で制限なく、相手方当事者に

対し第三者が合法的に開示した情報。または（d）相手方当事者の本秘密情報を使用またはその情報から利
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益を得ることなく、相手方当事者によって独自に開発された情報。両当事者はそれぞれ相手方の本秘密情

報について、サブスクリプションの期間中、およびその終了後 2 年間は秘密とすることに同意します。い

ずれの当事者も、法律または有効な行政命令もしくは裁判所命令によって要求される場合を除き、相手方

当事者の本秘密情報を第三者に開示すること、または相手方当事者の本秘密情報を本契約の目的以外の目

的で使用することはできません。受領当事者が、適用法または法的手続きにより、開示当事者の本秘密情

報を開示するよう依頼または要求されたときに、開示当事者がその開示に異議を唱えることを希望する場

合は、受領当事者は、開示当事者に当該の（法律的に許される範囲による）強制的な開示の事前告知を行

い、合理的な支援を開示当事者の費用において提供します。当該開示は、必要とされる範囲に制限され、

また合理的に実施できる範囲で秘密保持の対象となります。本秘密情報の開示が、適用法または法的な手

続きにより要求されたものである場合、本契約の違反とはなりません。さらに各当事者は、本秘密情報を

送信する場合、合理的なセキュリティ対策（暗号化された安全な方法による情報送信、データのマスキン

グなど）を採用することに同意します。 

ACL のプライバシー ポリシー（https://www.acl.com/about-us/legal/）は、ACL が制限に基づき、顧客デ

ータを除くお客様および指名ユーザーに関する情報を収集、使用、および開示する方法を規定します。ACL 

のプライバシー ポリシーは、このような情報を安全に保持するために ACL が導入した対策についても規

定します。 

17. 自己都合による解除：お客様は、ACL に書面で通知することにより、便宜上いつでも本契約および本ソフ

トウェアに対するサブスクリプションを解除することができます。ただし、お客様は前払いでお支払いい

ただいた代金の払い戻しを受けることはできません。また、サブスクリプション期間中の満了していない

残りの期間の未払いのサブスクリプション料金に対し、引き続き責任を負うものとします。 

18. 正当な理由による解除：相手方当事者が、（a）本契約上の条項に対する重大な違反があった場合（本ソフ

トウェアに対して要求される料金の不払いなど）または参照によって本契約と統合されるすべての契約ま

たは条件に対する重大な違反があった場合、かつ （b）解除を求める当事者から書面にてその旨の通知を

受け取ってから 30 日以内に、違反を是正しなかったか、または解除を求める当事者の合理的な納得を得

られるように是正に向けた具体的な進展を示さなかったときは、直ちに本契約およびお客様の本ソフトウ

ェアに対するサブスクリプションを解除することができます。さらに、お客様が第 2 項（サブスクリプシ

ョン ライセンス）、第 13 項（所有権）、または第 14 項「知的財産および制限」で定められるライセン

スの制限に違反した場合など）、ACL は、本契約を直ちに解除することができます。ACL が正当な理由に

より本ライセンスを終了する際、お客様はサブスクリプションの全期間に対して支払われるべきライセン

ス料の未払い分を支払う義務があります。お客様が正当な理由により本ライセンスを解除される場合に

は、有効な契約終了日からサブスクリプション期間の終了まで計算した前払い料金を ACL から払い戻させ

ていただきます。ただし、第 20 項「限定的保証」および第 22 項「権利侵害の申立に対する救済策」の

項に基づく払い戻しには、それらの項のみに従って処理されます。  

19. 満了または解除の効果：第 4 項の定めに従ってお客様のサブスクリプション期間が満了し、または第 17 

項もしくは第 18 項に従って本契約が解除された場合（お客様が正当な理由によって解除された場合を除

きます）には、ACL は、お客様による本ソフトウェアへのアクセスおよび本ソフトウェアの使用を終了さ

せていただきます。その場合、お客様は、本ソフトウェアの原本およびすべてのコピーを破棄し、本ソフ

トウェアの使用を直ちに中止しなければなりません。お客様には、サブスクリプションの満了または終了

後に、ご自身のデータを本ソフトウェアからすべて削除する責任を負っていただきます。ACL は、当該削

除を容易にするために、満了または解除後 30 日間、お客様が本ソフトウェアにアクセスできるようにし

ます。ACL から要請された場合、お客様の所属組織の正当な署名者は、本ソフトウェアの原本およびすべ

ての複製物が破棄され、または ACL に返却されていることを、当該解除の後 30 日以内に ACL に対して

書面で証明するものとします。本契約が終了した場合でも、いずれかの当事者に支払われる手数料、金

額、または料金に対する権利が放棄されたとは見なされず、本契約に基づきいずれかの当事者が有するそ

の他の権利がいかなる態様においても減じ、または損なわれるものでもありません。本質的に本契約の解

除後も存続すべき期間はすべて存続します。 

20. 限定的保証：本ソフトウェアがサブスクリプション期間中、ソフトウェアのユーザー文書に記載されてい

る機能仕様に実質的に従って動作することを保証します。ただし、お客様が本ソフトウェアを当該ユーザ

ー文書に従って管理、アクセスおよび使用する場合に限ります。ACL は、本ソフトウェアの使用が中断さ

https://www.acl.com/about-us/legal/
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れないこと、またはエラーが含まれないことを保証しません。本ソフトウェアが本項で保証されたように

動作せず、お客様が書面で動作不良を通知した場合、ACL は商業的に合理的な努力を講じ、すみやかにこ

のような動作不良を無償で修正します。合理的な機会の後、ACL が動作不良を修正しない場合、お客様は

本ソフトウェアのサブスクリプションを終了し、通知日から現在のサブスクリプション期間の終了日まで

日割計算された残りのサブスクリプション期間の支払い済みで未使用の料金の返金を受けることができま

す。第 20 項で規定された前記の救済策の条文は、保証の違反に関するお客様の唯一かつ排他的な救済策

を定めるものです。  

21. 権利侵害の補償：米国、カナダまたは欧州連合の第三者の特許、著作権または登録商標が本ソフトウェア

によって侵害されているとの申立がお客様に対して提起された場合には、ACL は、その申立につき防御す

ることに同意し、管轄裁判所によってお客様に最終的に指示されたか、調停で同意された実際の損害賠償

金および合理的な費用（合理的な裁判費用を含みます）をお客様に補償いたします。ただし、以下のすべ

てが満たされることを条件とします。（a）お客様が申立を受けた旨を ACL に直ちに通知すること。（b）

防御のみならず、調停または和解の交渉に関する主導権についても、ACL のみがこれを有すること（ただ

し、このことはお客様による罪責または責任の自白を求めるものではありません）。（c）ACL の費用によ

り、お客様から ACL に対して合理的な支援をご提供いただくこと。以下に基づく、または以下に関する権

利侵害の申立については、ACL はお客様に対して義務を負いません。（a）ACL による販売が既に終了し

ているバージョンの本ソフトウェアの使用をお客様が継続されていること（侵害の申立を回避し、また軽

減させる本ソフトウェアの新バージョンの本ソフトウェアが ACL から提供されている場合）。（b）本ソ

フトウェアを第三者製品（ACL が提供していないもの）とともに使用し、または組み合わせること（その

ような使用または組み合わせの結果として、侵害が申し立てられた場合）。（c）本ソフトウェアを本契約

に違反して使用するか、ユーザー ドキュメントに従わずに使用すること。 

22. 権利侵害の申立に対する救済策：権利侵害の申立が通知されたか、またはそのような申立が提起されうる

と ACL が考えた場合、ACL は、自らの選択および費用で、以下のいずれかを行う権利を有します。（a）

お客様のために本ソフトウェアの使用を継続する権利を確保すること。（b）本ソフトウェアを交換または

修正し、侵害の原因となっている本ソフトウェアと実質的に同等の機能性およびパフォーマンスを提供す

るか、それを上回る機能性およびパフォーマンスを提供するようにすること（ただし、侵害の申立の対象

とならないようにします）。ACL の見解として、当該状況で上記のいずれの選択肢も商取引上合理的でな

い場合、ACL は、30 日前にお客様へ書面にて通知することにより、お客様の本ソフトウェアに対するサブ

スクリプションを終了することができ、その時点のサブスクリプション期間の残余期間分について、支払

い済みであって未使用の本サブスクリプションの日割料金を返金します。日割計算による払い戻しの対象

となる期間は、ACL が権利侵害の申立を通知された日から、現在のサブスクリプション残余期間までとし

ます。第 21 項および第 22 項には、他者の知的財産権および所有権の侵害に関して ACL がお客様に対し

て負う義務がすべて記載されています。 

23. 免責条項：第 20 項の明示的な保証を除いて、本ソフトウェアは「現状のまま」で提供され、エラーの不

存在は保証されません。お客様には、本ソフトウェアの品質、性能、信頼性、正確性および使用結果に関

するすべての危険を受け入れていただくことになります。法律または第 20 項による別段の制限がある場

合を除き、ACL およびそのライセンサーは、明示と黙示の如何、制定法その他によるかを問わず、本ソフ

トウェアに関するその他すべての表明、保証、または条件（特定目的適合性、商品性、耐久性、権利非侵

害、満足のゆくまたは商品として適格な品質に関する保証を含みます）を排除します。ACL、ACL のライ

センサー、これら各自の従業員、役員、取締役、請負業者、販売店または代理人からの口頭または書面に

よる情報または助言は、第 20 項の明示的保証の範囲を拡大するものではなく、新たな表明、保証または

条件を設けるものでもありません。サードパーティ製ソフトウェアのうち、本ソフトウェアと連動するが

単独で動作するものに起因して損害が生じた場合、ACL はこれについて責任を負いません。そのようなサ

ードパーティ製ソフトウェアは、別個の契約に従ってお客様に使用許諾されています。一部の法域では、

黙示の保証の排除が認められず、上記の排除がお客様に適用されない場合があります。その場合、あらゆ

る黙示の保証は、本ソフトウェアをアクティブ化した日から 90 日間に制限されます。 

24. 相互間の責任の限定：  

24.1. 以下については、両当事者ならびにそのライセンサーおよび関係会社（これら各自の従業員、役員、取

締役、請負業者、代理店および代理人を含みます）は、お互いに責任を負わないものとします。発生の

態様、責任法理（契約、不法行為その他）を問わず、お客様による本ソフトウェアの使用もしくは使用
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不能、ACL による本テクニカル サポート（以下に定義）の提供、または本契約によって意図する取引に

起因もしくは関連する間接損害、特別損害、付随的損害、派生的損害、懲戒的損害または懲罰的損害賠

償（逸失利益もしくは逸失収益、事業中断、事業情報の喪失またはデータの破損もしくは喪失、または

代替品もしくは代替サービスの費用を含みますが、これらに限られません）。そのような損害の可能性

について知らされていた場合も責任を負いません。一部の法域では、付随的または派生的損害の排除ま

たは制限が認められず、上記の制限および排除の一部がお客様に適用されない場合があります。 

24.2. 両当事者、およびそのライセンサーと関係会社（これらの各自の従業員、役員、取締役、請負業者、代

理店および代理人を含みます）は、請求を生じさせた事象の 12 ヶ月前に、お客様が本ソフトウェアに

実際に支払ったサブスクリプション料金を超える合計金額となるすべての直接的な損害を含む（ただし

これに限定されない）一切の種類の損害についてお互いに責任を負わないものとします。  

24.3. 第 24.2 項の責任制限は、以下のいずれにも適用されません。（a）本契約に基づき当事者が侵害につき

補償する義務。（b）お客様が本ソフトウェアに関して第 2 項（サブスクリプション ライセンス）また

は第 14 項（知的財産権および制限）を侵害した場合。（c）契約解除に際し支払うべき料金。（d）当

事者の重大な過失または意図的な違法行為。（e）人身の死傷に対する責任。  

25. 通告：本契約に基づいて相手方当事者に対して行うことが要求または許可される通知は、書面によるもの

とし、ACL Services Ltd. に対しては、https://www.acl.com/about-us/contact-us/ に記載されている住所

（法務部宛て）、お客様に対しては、本ソフ トウェアのサブスクリプションを購入または更新した際に該

当する注文書に記載された住所に送付されます。いずれの当事者も、通知用の住所を随時変更することが

でき、その場合には書面の通知によるものとします。この通知は、ファックス、普通郵便または電子メー

ルにより送付することができます（ただし、配達不能、配信不能または受取人不在を示す自動応答その他

の応答を受け取らなかった場合に限ります）。その他の目的による通知は、直接手渡し、国際速達便、書

留郵便または確認済みの電子メールで行われるものとします（ただし、電子メールによる通知は、本契約

の条項「正当な理由による解除」または 「紛争解決」において要求される通知に対しては適用されませ

ん）。配達は、直接手渡しまたは国際速達便による場合は受領時に有効と見なされ、書留郵便による場合

は送付後 5 営業日が経過した時点で有効と見なされ、電子メールによる配信の場合は受信の確認をもって

有効と見なされます（ただし、配達不能、配信不能または受取人不在を示す自動応答その他の応答を受け

取らなかった場合に限ります）。 

26. 準拠法：お客様の所在地が米国にある場合には、本契約は米国のニューヨーク州法に準拠し、同法に従っ

て解釈されます。お客様の所在地がヨーロッパ、中東またはアフリカにある場合には、本契約は英国法に

準拠し、同法に従って解釈されます。お客様の所在地がアジア（中東以外）にある場合には、本契約はシ

ンガポール法に準拠し、同法に従って解釈されます。お客様の所在地が上記以外の国または地域にある場

合には、本契約は適用されるカナダの連邦法およびブリティッシュ コロンビア州法に準拠し、同法に従っ

て解釈されます。「国際物品売買契約に関する国際連合条約」および「統一コンピュータ情報取引法

（Uniform Computer Information Transactions Act）」の適用は、明示的に排除されます。 

27. 紛争解決：本項は、本ソフトウェアの使用から生じた、または本ソフトウェアに関連するすべての紛争の

解決に適用されます。まず、両当事者は 60 日以内に、和解の権限を持ち、かつその事態の処理に対して

直接的な責任を負わない双方の上級管理職による交渉により、論争または請求をそれぞれ誠意を持って解

決することを試みます。紛争当事者は相手方当事者に対し、本契約の通告条項に従い、書面にて論争また

は請求を通告します。相手方当事者は、その通告を受け取り後、20 日間以内に返答を提示します。この通

告と返答には、当事者の見解の要旨、証拠の要旨、ならびにその見解を支持する論拠、および当事者を代

表する役員の氏名を含めます。両役員は論争または請求を解決するため、紛争当事者の通告の後 30 日以

内に、双方に都合の良い時間と場所で会合し、また、その後も合理的に必要と思われればその都度会合を

行います。紛争当事者の通告後 60 日以内に論争ないし請求が解決しなかった場合、その論争ないし請求

は仲裁により解決します。差し止めによる救済またはその他の暫定的救済についての当事者の権利に従

い、またその制限によらず、両当事者は、知的財産および商業用技術の契約に関する紛争の解決に十分な

経験を積んだ 1 人の仲裁人の立ち会いのもと、拘束力のある仲裁により紛争が解決されることに同意しま

す。お客様の所在地が米国に存在する場合、米国ニューヨーク州ニューヨーク市において、米国仲裁協会

の商事仲裁規則に従って仲裁が行われます。お客様の所在地がヨーロッパ、中東またはアフリカに存在す

る場合には、英国ロンドンにおいて、ロンドン国際仲裁裁判所（LCIA）の規則に従って仲裁が行われま

す。お客様の所在地がアジア（中東以外）に存在する場合には、シンガポールにおいて、シンガポール国

https://www.acl.com/about-us/contact-us/
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際仲裁裁判所（SIAC）の規則に従って仲裁が行われます。お客様の所在地が上記以外の国または地域にあ

る場合には、カナダのバンクーバーにおいて、ブリティッシュ コロンビア国際商事仲裁センターの規則に

従って仲裁が行われます。仲裁の言語は英語とします。 

28. 権利放棄および分離：本契約上の権利の放棄は、義務を負う当事者の正式に授権された代表者が署名した

書面によらない限り、効力を有しません。契約違反または不履行に起因する過去または現在の権利を放棄

した場合でも、本契約に基づいて生じる将来の権利が放棄されたとは見なされません。本契約のいずれか

の条項が強行不能と判断された場合でも、その条項は、強行不能な部分を除去するために必要な範囲にお

いて、解釈、制限、もしくは修正されるか、または必要に応じて分離されるものとし、その他の条項は有

効に存続するものとします。 

29. 完全合意：本契約書、注文書、および参照によって本契約に統合されるか、本契約が参照によって統合さ

れるすべての他の契約および条件は、本ソフトウェアのサブスクリプションに関する両当事者間の合意を

すべて含むものであり、口頭と書面の如何を問わず、本取引に関する両当事者間の以前の協議事項または

合意事項に取って代わります。 顧客の発注書その他顧客の注文書類の条件は、ACL を拘束するものではな

く、本契約を修正するものとは解釈されません。お客様が本ソフトウェアに関して書面による契約または

補遺を締結し、お客様および ACL が署名した場合、当該書面は、それに明記されている範囲において本契

約に優先するものとします。 

30. 譲渡および発効：お客様は、ACL に書面通知した上で、本契約上の権利を以下のいずれかに譲渡すること

ができます。（a）子会社もしくは関連会社、または（b）合併、資産の買取りおよび債務引受け、買収、

組織変更その他による後継企業。ただし、その子会社、関連会社または後継企業が本契約に拘束されるこ

とに同意することを条件とします。前条項に加え、譲受人が ACL の競合ではなく、お客様が本ソフトウェ

アの使用を停止し、本ソフトウェアの使用状況が購入されたライセンスの指定ユーザー数を超過していな

い場合にのみ、お客様は本契約を譲渡できるものとします。お客様または ACL はその譲渡の理由によって

本契約の秘密保持の規定に違反しないものとします。本契約は、両当事者、それら各自の法律上の代理

人、承継者および認められた譲受人のために効力を生じ、かつこれらの者を拘束します。 

31. 米国政府機関のエンド ユーザー：本ソフトウェアは、48 C.F.R. §2.101 で定義する「商用品目

（Commercial Items）」に該当し、これは「商用コンピュータ ソフトウェア（Commercial Computer 

Software）」および「商用コンピュータ ソフトウェア文書（Commercial Computer Software 

Documentation）」（これらの用語は、48 C.F.R. §12.212 または 48 C.F.R. §227.7202 で使用されていま

す）からなります。48 C.F.R. §12.212 または 48 C.F.R. §227.7202-1 から 227.7202-4 までの定め（該当

する方）に整合するように、米国政府機関所属のエンド ユーザーによる商用コンピュータ ソフトウェア

および商用コンピュータ ソフトウェア文書の使用は、以下のいずれも満たすように許諾されます。（a）

商用品目としてのみ。（b）本契約の条件に従って他のすべてのエンド ユーザーに付与される権利と同一

の権利についてのみ。 

32. テクニカル サポート：本契約の第 12 項（トレーニング コースおよび ACL Academic Network の使用）

に従い、本ソフトウェアのテクニカル サポート サービス（「テクニカル サポート」）が追加料金なくサ

ブスクリプションに含まれています。テクニカル サポートには、https://www.acl.com/products/training-

and-enablement/#te-sc（または ACL がこの目的で利用するこのような URL）で規定されたサービスから

構成されます。このようなサービスは ACL が時々修正または更新する場合があります。テクニカル サポ

ートには、本ソフトウェアの新しいリリースおよびアップグレードが商業的に利用に可能になった時点

で、これらへのアクセスが含まれます。テクニカル サポートは、お客様の従業員または請負業者のうち、

本ソフトウェアの使用権限をお持ちの方に提供されます。ACL 認定販売店またはリセラーから本ソフトウ

ェアのサブスクリプションを購入した場合、テクニカル サポートがサブスクリプションに含まれます。北

米以外のお客様向けのテクニカル サポート サービスの一部は、サードパーティまたはソフトウェアのサ

ブスクリプションを購入した販売店またはリセラーによって、お客様とこのような販売店またはリセラー

との間で合意された条件に従って提供される場合があります。ACL は 

https://www.acl.com/products/training-and-enablement/#te-sc にあるバージョン サポート ポリシーに従

い、本ソフトウェアのバージョンをサポートします。テクニカル サポートには、(a) 本ソフトウェアのカ

スタマイズされたアプリケーションの開発またはサポート、または (b) 有効なサブスクリプションがない

指名ユーザーのアクティブ化キーの提供が含まれません。テクニカル サポートおよび本契約の条項によ

り、ACL が (a) 本ソフトウェアの新しいバージョンまたは更新バージョンをリリースする、(b) ACL の

https://www.acl.com/products/training-and-enablement/#te-sc
https://www.acl.com/products/training-and-enablement/#te-sc
https://www.acl.com/products/training-and-enablement/#te-sc
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標準サポート終了手順に従って ACL が本ソフトウェアを停止することを妨げる、または (c) お客様が使

用することを拒否した新しいバージョン、更新、またはアップグレードによって対処された問題に関する

不具合に対するテクニカル サポートを提供する義務を負うことはありません。本契約に違反した態様で本

ソフトウェアを利用されている場合には、テクニカル サポートは提供されません。第 4 項で規定された

有料サブスクリプションの期間にかぎり、テクニカル サポートが提供されます。 

33. 使用状況の監視：お客様は、ACL が技術的データや関連するアカウント活動情報を適宜収集し使用するこ

とを承認します。これには本ソフトウェアに関連してアップデート、テクニカル サポートおよびその他の

サービスの提供をお客様に促すために定期的に集積される、本ソフトウェアの使用に関する技術情報

（例：セッション長、デバイスのタイプ、オペレーティング システム）などが含まれますが、これらに限

定されません。ACL はこの情報を使用して、製品およびテクニカル サポートを改善したり、お客様にサー

ビスを提供する場合があります。このような情報にはお客様データ（以下に定義）は含まれず、ACL 内部

で使用される個人を特定できない集計または匿名化されたデータです。いかなる場合においても、前条項

は本契約書の第 16 項（機密保持）で規定された ACL の義務を制限するものではありません。「お客様デ

ータ」とは、お客様が取得したすべての第三者のデータを含む（ただしこれに限定されない）、本ソフト

ウェアを使用する過程でお客様がアップロード、入力、作成、または提供したすべてのデータ、情報、ま

たはその他の項目（独占、著作権保護された財産など）を意味します。本ソフトウェアおよびすべてのお

客様データはお客様に帰属します。お客様は、本ソフトウェアに関して使用されるすべてのデータ、情報

またはその他の資料（独占所有物、著作権付き、またはその他）について、その精度、品質、整合性、完

全性、合法性、信頼性、妥当性、および当該全データの知的財産所有権または当該全データを使用する権

利のために、それらの所有権を保持し、これを管理し、かつ合法的に入手するための全責任を負います。

お客様は、本ソフトウェアに関して使用されるデータ、およびお客様が本ソフトウェアの使用により用い

るデータに対し、プライバシー保護やデータ保護について適用されるすべての法律、規制に従っているこ

と、また従うことを表明し保証します。お客様は、本項の違反により生じた、また本項の違反に関連する

申し立て、損失、および訴訟原因から ACL を補償し、防御しかつ無害に保ちます。 

34. 輸出：本契約に基づいてライセンスされた本ソフトウェアは、米国その他の国（カナダ以外）の輸出入法

の適用を受ける場合があります。お客様は、これらの適用法令をすべて遵守し、お客様への納入後に必要

となった輸出、再輸出または輸入許可の取得に責任を負うことを認めるものとします。 

35. お客様リスト：お客様は、ACL がお客様の氏名を ACL の公開お客様リストに含めることに同意します。

このリストは ACL および/またはその関連会社や販売店のほかの潜在的なお客様に提供される場合があり

ます。ACL は、お客様より削除の希望を書面にて通知された場合、このリストからお客様の氏名を削除し

ます。 
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