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PTC Software as a Service（「SaaS」）契約条件 

本 SaaS 契約条件（以下「SaaS 契約条件」といいます）は、PTC 又は PTC 再販売業者がお客様（以下、個々のお客様を「お客

様」といいます）に提示し本 SaaS 契約条件に言及している見積書（以下「見積書」といいます）に定める通り、PTC がお客様

に対し提供する SaaS Services の契約条件を定めるものです。 

PTC は、PTC により提供されるソフトウェア及びサービスのユーザーの優先事項を把握することを目的として、匿名化された

ユーザーデータを収集し、PTC により提供されるソフトウェア及びサービスのユーザーに関する測定指標を使用します。PTC

は、技術上及びマーケティング上の目的により、米国及びその他の国を含め、PTC、PTC 関連会社、及び PTC ビジネスパート

ナーと当該データを共有し、伝送される当該データを適正に保護すべく万全を期するよう努めます。PTC の商用ライセンス及

びサービスサブスクリプションでは、当該データ収集をユーザーがオプトアウト（拒否）することが可能であり、学生/教育機

関用バージョンではシステムの使用及びパフォーマンスに関するデータのみが収集されます。PTC 製ソフトウェアの無償バー

ジョン及び試用バージョンでは、ユーザーデータを含め、当該のデータ収集をオプトアウトできません。 

米国以外の国から本 SaaS システムを使用、PTC WEB サイトを閲覧、又は電子的手段によって PTC と通信する場合は、各種の

通信を通じ、当該の情報が必然的に国境を横断して転送されます。 

お客様は、お客様のデータが上記の通り収集されることもしくは伝送されること、又はその両方に同意しない場合（米国を宛

先とするものを含む）、本 SaaS システムを使用してはならないものとします。お客様は、(I) サービスもしくはソフトウェアの

無償バージョンもしくは試用バージョンを使用した場合、又は (II) PTC の商用ソフトウェア及びサブスクリプションサービス

で可能とされている方法を用いて一定の個人データの収集をオプトアウトしない場合、お客様の個人データの PTC による収集、

使用、及び伝送（米国を宛先とするものを含む）に同意したものとします。 

以下の条文において定義のない語は、本 SaaS 契約条件末尾の添付書類 A において定義されます。 

本 SaaS 契約条件の別表 1 においては、特定の地域に適用される追加（又は代替）条件が定められます。 

  

1. SaaS サービス 

(a)SaaS サービス：PTC は、本 SaaS 契約条件が遵守され、

かつ見積書に定める料金が支払われることを条件として、

サービス期間中、(i) ソフトウェア及びお客様のデータを

SaaS システム上に維持し、(ii) サポートされ適切に設定済

みの Web ブラウザを利用して（Neuron ソフトウェアの場

合は、お客様により開発されたか、お客様が PTC に対しお

客様用に開発を委託した API 呼び出しを通じて）インター

ネット経由でユーザーがソフトウェアの実行中インスタン

スにリモートからアクセスし、接続することを可能にし、

ならびに (iii) お客様によるソフトウェアの使用を通じて、

ユーザーがお客様のデータにアクセス及びこれを修正する

こと、ならびに追加のお客様のデータを保存することを可

能にするものとします。SaaS Services はすべて英語で提供

されます。 

(b)  SaaS Services のレベル、ユーザーの制限、及びストレ

ージ： 見積書及び／又はライセンス基盤文書及び／もしく

は 該当 するプ ログラム ガイド （ど ちらの 文書 も

http://support.ptc.com/support/legal-agreements/index.htm にて

参照可能）は、お客様が購入した SaaS Servies のレベル

（Standard、Premium、又は Enterprise）に適用される、使

用の基盤（たとえば、PLM SaaS Services の場合はユーザー

の種類及びストレージ容量によって制限されます）を規定

しています。 

 

(c)  使用権の付与：お客様は、SaaS Services が、本 SaaS 契

約条件に記載の通りユーザーをソフトウェアにリモートか

らアクセスさせる権利のみをお客様に付与するものであり、

ソフトウェアの写しをダウンロード又はその他の形で取得

する権利をお客様に付与するものではないことにつき、了

解します。   

 

(d)  使用規定：SaaS Services の使用は、

http://www.ptc.com/support/customer_agreements/index.htm に

掲載の使用規定を遵守することを条件とします。 

 

(e) 可用性及びサポートの SLA：PTC は、添付書類 B に定

める通り、SaaS Services に関し、商業上合理的な努力を払

ってアップタイム可用性及びサポート対応時間を維持しま

す。  

 

2. 料金、請求、及び支払い 

 

(a)  セットアップ料金：セットアップ料金の適用対象である

ことが見積書において指定されている場合、お客様は、指

定されたセットアップ料金を支払うものとします。当該の

料金は、請求日の 30 日後又は見積書において定める支払い

条件に基づいて支払われるものとします。 

 

(b)  確約定期料金：お客様は、PTC（直接もしくは再販売業

者を通じて）又は PTC 被指名人に対し、見積書において定

める確約定期料金を支払うものとします。 

http://support.ptc.com/support/legal-agreements/index.htm
http://www.ptc.com/support/customer_agreements/index.htm
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(c)   超過： PTCは、お客様による SaaS Servicesの使用（た

とえば、ユーザーの種類別のアクティブユーザーの数、同

時ジョブの数、管理対象の在庫の数量、又はお客様により

購入された SaaS Services に適用されるその他の料金算定基

準）を毎月測定するものとします。ピーク時の使用数量が

購入済み数量を超えた場合、お客様は、見積書に記載され

た当該超過使用分に適用される月額料金を請求されるもの

とします。たとえば、Author ユーザー15 名が含まれる

Premium サービスレベルの SaaS Services サブスクリプショ

ンをお客様が購入し、いずれかの月に、Premium レベルの

Author の機能を使用するアクティブユーザーが 20 名であっ

た場合は、見積書において定める Author1 名あたり月額料

率にて、追加の Author5名分の料金が請求されます。   

 

(d) ストレージの使用超過：PTC は、お客様のストレージ

使用量を監視します。いずれかの月に、お客様のストレー

ジ最大使用量が確約ストレージ割当容量を超えた場合、お

客様は、見積書において定める料率にて、超過分の料金を

PTC に支払う責任を負うものとします。 

 

(e) 超過分の料金請求：お客様は、超過分の料金に関し、

四半期ごとに後払いとして（直接又は再販売業者もしくは

PTC 被指名人を通じて）PTC に支払うものとします。該当

する場合、超過分の料金は、見積書において定める単位

（たとえば、追加のユーザーまたは GB その他の該当する

使用単位）あたりの該当月額に基づいて算定されます。  

 

(f)  サービス期間中の追加注文：お客様は、本見積書にお

いて購入される SaaS サービスに関し、SaaS Services のサー

ビス期間中、当該サービス期間と同時に終了するサービス

期間を期間として、単位あたり同額の年額料金にて（ただ

し第 9 条(a)に基づいて増額されることを条件とします）、

1 年に満たない期間については按分した料金をもって、同

一の SaaS Services（適宜、SaaS Services レベルやユーザー

の種類が同一であるなど）を（直接又は再販売業者を通じ

て）追加購入する権利を有するものとします。   

 

(g)   税：料金には、売上税、使用税、付加価値税、又はそ

の他の物品税は含まれません。お客様は、本 SaaS 契約条件

又は本 SaaS 契約条件に基づいて支払われるべき料金に基づ

いて課される前記すべての税（ただし、PTC の粗利益又は

純利益に基づいて課される税を除く）に関し、適宜、PTC

又は再販売業者の納付遅滞によるものでない場合は当該の

税の利息とともに、PTC もしくは再販売業者又はその両方

に支払うか、（PTC もしくは再販売業者により支払われた

場合は）償還するものとします。支払期日の時点で支払わ

れていない金額については、月利 1.5%、又は法律で許容さ

れる最大利率がそれよりも小さい場合はその最大利率をも

って、支払期日を起点として計算される利息が加算されま

す。お客様は、再販売業者を通じて行う注文ごとに、再販

売業者に対し、再販売業者及びお客様の間で合意された通

り、注文する SaaS Services に適用される料金を支払う義務

を負うものとします。   

 

(h)   注文書：SaaS Services に関連してお客様が発行する注

文書は、お客様の内部管理及び支払いの円滑化のみを目的

とするものとします。いかなる場合も、たとえ注文請書の

写しに PTC が署名した場合であっても、当該注文書に記載

の条件が本 SaaS 契約条件を修正することもしくは本 SaaS

契約条件に組み込まれること、又は PTC を拘束することは

ないものとします。 

 

3. ユーザー  

(a) ユーザー：該当する場合（たとえば、SaaS Services が

ユーザーの数に基づいて提供される場合）、お客様は、お

客様のユーザーの名前を PTC に提示するよう要求されるこ

とがあります。サービス期間中、（当該の権限を有する作

業者としてお客様が指名した）一定のユーザーは、お客様

の代表として、ユーザーとしての作業者の追加又は削除を

PTC に要請できます。お客様は、本 SaaS Services 契約条件

及び使用規定をお客様のユーザー全員に遵守させる責任を

負います。  

 (b) ユーザーの制限事項及び要件：お客様は、SaaS システ

ムに対してユーザーを追加又は削除する必要が生じた場合、

正当な権限を有する代表者を通じて PTC にその旨通知する

責任を負います。お客様は、ユーザーの SaaS システムへ

の初回アクセス時、かかるユーザーが (A) 本 SaaS 契約条件

の条項と矛盾しない一定の制限事項が含まれる使用条件を、

オンラインで通読及び承諾すること、ならびに (B) かかる

ユーザーの識別及び確認を目的として SaaS システムのみ

が使用する一定の個人情報を提供することを、要求される

ことにつき了解します。お客様は、(1) ユーザーとしての

資格を満たさなくなった、(2) SaaS Services にアクセスでき

ることをお客様が希望しなくなった、又は (3) 本 SaaS 契約

条件に違反しようとしている又は承認済みパスワードを何

らかの形で不適切に取り扱おうとしているとお客様が把握

又は合理的に信じる作業者に関し、承認済みパスワードを

速やかに使用差し止めとすることに同意します。PTC は、

ユーザーがお客様を本 SaaS 契約条件に違反せしめようと

している又は承認済みパスワードを何らかの形で不適切に

取り扱おうとしていると合理的に信じる場合、PTC の自由

裁量により、かかるユーザーによる承認済みパスワードの

使用に加え、本 SaaS 契約条件及び使用規定又は法律に基

づいて提供されるその他すべての権利又は救済手段を無期

限で差し止めることができるものとします。 

4. 所有権及び機密保持：ソフトウェア及び SaaS Services

ならびに前記又はドキュメントの関連ドキュメント、複製、

修正、及び派生物（全部又は一部を問わない）、ならびに、

関連するすべての著作権、特許、営業秘密、及びその他の

所有権的権利の所有権は、PTC もしくは PTC ライセンサー

又はその両方の現在及び将来にわたる独占的財産です。

PTC は、本 SaaS 契約条件においてお客様に明示的に付与

されないすべての権利を留保します。黙示の権利は存在し

ません。お客様は、ソフトウェアもしくは関連ドキュメン

ト（又はこれらに対する修正もしくは派生物）、又は、

PTC の製品、サービスもしくは事業に関連するその他の機

密情報もしくは非公開情報又はこの両方に関し、本 SaaS

契約条件において許可されていない限り、使用、他のあら

ゆる当事者に対して開示、又は提供してはならないものと

します。 
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5. 責任の排除 

 

(a) PTC は、お客様のデータの品質又は完全性に関して一

切の責任を負いません。  

(b) お客様は、すべてのコンピュータハードウェア及びソ

フトウェア、適切に設定された Web ブラウザ、モデム、な

らびにアクセス回線を含め、インターネット（この接続の

速度は、ソフトウェアの応答性に顕著な影響を及ぼす場合

があります）経由での SaaS システムへのお客様の接続の

確立、維持、及び運用に関し、お客様の費用負担により単

独で責任を負うものとします。 

(c) SaaS Services は、添付書類 C において別段に定めのな

い限り、その時点の最新リリース及び直近の旧リリースに

対してのみ提供されます。SaaS Services には、導入、統合、

カスタムコード開発、トレーニング、又はコンサルティン

グのサービスは含まれません。かかるすべてのサービスは、

SaaS Services の範囲外であると見なされます。 

6. お客様のデータ 

(a) PTCは、セキュリティ侵害の防止を企図した商業上合

理的な手順を履行し、又はかかる商業上合理的な手順を履

行せしめるものとします。完全無欠のセキュリティを維持

することは不可能であり、PTCは、この点に関して何らの

表明又は保証も行いません。したがって、お客様は、PTC

がお客様のデータに以下を含めないことに同意します：(i) 

国家安全保障上の理由から、不正開示に対する保護が要求

されるものとして米国政府又は外国政府により分類、ITAR

規制適用、又はその他の形で指定された、情報又はドキュ

メントもしくは技術データ、及び／又は、(ii)「医学的情

報、人口動態的情報、視覚的情報、又は記述的情報を含

め、特定の患者又は個人の識別に利用可能な保護対象の健

康情報」であるデータ、ならびに／又は米国の「医療保険

の相互運用性と責任に関する1996年の法律」及び当該法律

（以下、総称して「HIPAA」といいます）に基づいて公布

された法規に服するその他のデータ。本SaaS契約条件にお

いて定めるPTCの明示的義務に関係する場合を除き、お客

様は、権限のないユーザーによるお客様のデータの不正な

破壊、損失、傍受、又は改変に起因する損害又は損失に関

し、単独で責任を負います。  

(b) PTCは、お客様のデータ全部を機密として取り扱うもの

とし、以下の目的にのみお客様のデータを使用するものと

します：(i) SaaS Servicesを提供する（お客様によるSaaS 

Servicesの使用に関してお客様に報告することを含む）、

(ii) PTCのサービス改善、サービス新規開発、サービスの利

用全般に関する傾向の表示、ならびに統計的分析及び事業

評価を目的として、集約もしくは匿名化された情報又はそ

の両方を使用する、(iii) セキュリティ上及びテクニカルサ

ポート上の目的ならびにお客様の規定遵守及び使用制限を

検証する目的、ならびに、お客様に対するPTCの義務をそ

の他の形で履行する目的をもって、お客様によるSaaS 

Servicesの使用を監視する、(iv) 本SaaS契約条件を履行する、

ならびに (v) SaaS Servicesを提供する上で当該情報を知る必

要のあるPTC外注業者と共有する（ただし、当該業者は本

項に類似する機密保持義務により拘束されることを条件と

します）。明確を期するため言明すると、当該のお客様の

データを機密として維持するPTCの義務は、(1) PTCが別の

情報源から取得する情報もしくはお客様のデータを参照す

ることなく独自に作成する情報、又は (2) 法律に基づいて

PTCが開示（ただし、当該の要求された開示範囲に限定）

を要求された情報には適用されないものとします。 

(c) お客様は、お客様によりSaaSシステムに入力される情報

が、個人情報を含め、PTC、PTC子会社、及びPTC関連会

社によるデータ処理を目的として欧州経済地域外に伝送さ

れる場合があることを了解します。PTC Inc.は、欧州連合

（EU）又はスイスを発信元として個人から提供される個人

データの受領及び処理に関し、米国とEUの間のセーフハー

バーフレームワーク、ならびに米国とスイスの間のセーフ

ハーバーフレームワークから認定されています。したがっ

て、PTC Inc.は、米国商務省が欧州委員会及びスイスの

Federal Data Protection and Information Commissionerとの間で

個別に合意したセーフハーバープライバシー原則（以下

「セーフハーバー原則」といいます）を遵守します。お客

様は、個人情報の送信をもって、本条において定める通り

当該情報が使用されることに同意し、かつ、自身のデータ

が使用もしくは伝送される個人（お客様の従業員を含む）

から、当該個人データをSaaSシステムへと提供する前に、

明示的に同意を得ていることをPTCに対し表明します。お

客様は、個人情報が第三者のものである場合、適用される

データ保護法を遵守して当該の情報がお客様により取得さ

れたこと、ならびに、当該の情報に関して必要なすべての

承諾及び同意を得ていることを保証します。   

7. インターネットの使用：お客様は、インターネット及

びインターネット経由の通信が絶対的に安全とはならない

こと、ならびに、インターネットへの接続により、コンピ

ュータシステム、ネットワーク、及び前記に保存されてい

るすべてのデータに対する不正アクセスが生じる可能性が

あることを了解し、これに同意します。インターネット経

由で伝送されるデータ、又はデータの伝送経路となる装置

に保存されるデータは、機密が保持されない場合があり、

PTCは、かかるデータのプライバシー、セキュリティ、真

正性、又は破損のないこともしくは破壊されないことに関

し、一切の表明又は保証を行いません。インターネットの

使用に伴う危険は、お客様の負担となります。  

8. 開発者用又は非本番用のサービス：見積書において、

SaaS Services環境が「開発者」「開発」「サンドボック

ス」「デモ」「評価」又はこれらに類似する非本番用のサ

ービスもしくは環境であると明記されている場合、かかる

SaaS Services又は当該環境は、本番以外の用途にのみお客

様により使用されるものとします。  

9. 期間及び終了 

 

(a) SaaS Services の当初期間は、SaaS Services がお客様にア

クセス可能となった日を起点として、見積書に定める期間

にわたり継続するものとします。かかる期間の終了後、見

積書に記載の SaaS Services は、PTC がお客様に、又はお客

様が PTC（及び、SaaS Services が再販売業者経由で購入さ

れた場合は再販売業者）に、更新しない旨を更新日の 90 日

以上前に通知しない限り、追加の書類を必要とすることな

く、その時点でのサービス期間の終了時に、その後 1 年間

を期間として自動的に更新されるものとします。更新内容
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は、更新日の時点で有効である、確約 SaaS Service レベル、

ストレージ、及び数量に基づくものとします。見積書には、

SaaS Services の料金が更新年ごとに増額される旨の文言が

記載されている場合があります。 

 

(b) いずれの当事者も、他方当事者が本契約又は見積書も

しくは使用規定の定める条件に違反し、かつ、違反された

側の当事者により書面をもって当該違反を通知された後 30

日以内に当該違反を是正しない場合、SaaS Services を終了

できるものとします。ただし、支払うべき金額の未払いに

関する治癒期間は 10 日間とします。  

 

(c) お客様もしくはお客様のユーザー又はその両方が本

SaaS 契約条件に違反した場合、又は、お客様の行為が PTC、

PTC 外注業者、もしくは他の SaaS Services サブスクリプシ

ョン購入者に責任を生じせしめる可能性がある場合、PTC

は、その他の救済手段を制限されることなく、ただちに警

告を発すること又は一時的にもしくは無期限に SaaS 

Services の使用を差し止めることができるものとします。

SaaS Services の使用差し止めによってサービス期間が延長

されることはないものとし、PTC は、以後、お客様による

本 SaaS 契約条件又は使用規定への違反が是正されないま

まである場合、上記第 9 条(b)に従って本 SaaS 契約条件の

終了を選択できるものとします。  

 

(d) SaaS Services が終了された場合又は更新されることなく

満了となった場合、お客様は、以後 SaaS Services を使用し

てはならないものとし、本 SaaS 契約条件に基づいて提供

されお客様が所有又は管理している、ドキュメント及びそ

の他あらゆる PTC 機密情報の原本及びすべての写しをただ

ちに PTC に返却又は破壊し、PTC の求めに応じて、かかる

作業が実施された旨の公証済み証明書を PTC に提供するも

のとします。終了又は満了は、終了又は満了の前に生じた

権利には影響を及ぼさないものとします。第 4 条、第 5 条、

第 6 条、第 9 条(d)、第 10 条、第 11 条、及び第 12 条は、

SaaS Services が終了又は満了した後も有効に存続するもの

とします。 

 

10. 補償 

 

(a)  お客様に対する PTC の補償の義務：PTC は、自身の費

用負担により、SaaS Services もしくはソフトウェア又はそ

の両方が米国、EU、又は日本の特許、著作権、又は商標を

侵害している旨の申し立てに基づく訴えからお客様を防御

し、PTC の裁量により、かかる訴えに関し和解又はお客様

に対し認められた最終的な債務額を支払います。ただし、

以下を条件とします：(i) PTC が、かかる申し立てをお客様

から書面をもって速やかに通知される、(ii) PTC が、かか

る申し立てによる訴えからの防御及び和解又は示談に関す

るすべての交渉を単独で制御し、前記に関して費用を負担

する（第 10 条(c)の例外が 1 つ又はそれ以上適用される場

合を除く）、ならびに (iii) お客様が、かかる申し立ての防

御、和解、又は示談に関し、PTC の費用負担により全面的

に PTC に協力する。本第 10 条は、知的財産権の侵害に関

連するすべての申し立てに関し、PTC の唯一かつ排他的な

責任ならびにお客様の唯一の救済を述べるものです。 

(b) 申し立ての防止に向けて措置を講じる PTC の権利：本

契約の第 10 条(a)にて言及される申し立てが生じた場合又

は生じる可能性があると PTC が判断した場合、お客様は、

PTC に対し、PTC の裁量及び費用負担による以下の措置を

許可するものとします。(i) SaaS Services を通じた当該ソフ

トウェアの使用を継続する権利をお客様のために調達する、

(ii) 当該ソフトウェアを修正することにより、実質的に機

能を損なうことなく権利侵害のない状態とする、又は (iii) 

SaaS Services を通じた当該ソフトウェアへのアクセス及び

使用の権利を終了し、お客様に対し、SaaS Services が終了

される当該期間に関して、本契約に基づき支払われた未使

用分の前払い SaaS Services 料金に等しい額（その時点で既

に支払いを受けている残りサービス期間の月数に基づいて

按分が行われた額）を返金する。   

(c) お客様に対する PTC の補償義務からの除外：PTC は、

権利侵害又は権利侵害申し立てが以下に起因する限りにお

いて、本契約第 10 条(a)又は別段の定めに基づいてお客様

に対し生じる責任を負わないものとします。(i) ソフトウェ

ア又は SaaS Services を、本契約に基づいて提供されたもの

ではない装置又はソフトウェアと組み合わせて使用し、ソ

フトウェア又は SaaS Services 自体は権利を侵害していない、

(ii) 本 SaaS 契約条件に基づいて設計又は企図されたもので

はないアプリケーション又は環境において、ソフトウェア

又は SaaS Services を使用した、(iii) お客様が SaaS Services

を通じてアクセス可能となっているソフトウェアの最新以

外のリリースを使用した、(iv) PTC 又は PTC の従業員もし

くは代理人ではない人物によってソフトウェアに変更が加

えられた、又は (v) お客様との利害関係が存在する特許、

著作権、営業秘密、商標、又はその他の独占的権利が侵害

されている旨が申し立てられた。 

 

11. 保証/保証の否認/責任の制限 

(a)  PTC は、実質的に適切かつ専門的技能に基づく SaaS 

Services を業界の標準的な慣行に従って履行することを保

証します。  

(b) 本契約において明示的な定めのある場合を除き、PTC

は、明示又は黙示を問わず、書面又は口頭のいずれによっ

ても、満足できる品質であること、特定の目的への適合性、

及び／又は権利侵害のないことの保証、及び／又はお客様

が特定の投資収益率を達成するとの保証又は法令によって

もしくは取引の過程又は取引の利用から生じる保証、及び

／又は SaaS Services のセキュリティに関する保証又は権限

のない人物によりお客様のデータが破壊、喪失、傍受、も

しくは改変されないとの保証を含め、すべての保証を PTC

及び PTC ライセンサーを代表して否認（及びお客様は放棄）

します。PTC は、ソフトウェア又は SaaS Services の運用又

はその他の使用に関し、中断されないこともしくはエラー

がないこと又はお客様のデータに損害もしくは途絶を生じ

せしめないことを保証しません。  

(c)  SaaS Services の作成、使用許諾、提供、提供しないこ

ともしくは使用しないことに起因又は関連する、又はその

他の形で本 SaaS 契約条件に関連する、PTC、PTC ライセン

サー、及び PTC 再販売業者の最大の責任は、保証、契約、
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不法行為、又はその他に基づくかどうかにかかわらず、当

該の申し立てを生じせしめた事由の直近 12 カ月間に SaaS 

Services に関して PTC に支払われた料金を超えないものと

します。いかなる場合も、PTC、PTC 子会社もしくは PTC

関連会社、PTC 再販売業者、PTC ライセンサー、又は前記

それぞれの理事、役員、従業員もしくは代理人は、特別損

害、付随的損害、又は結果的損害（利益の喪失、事業の中

断、データの使用の喪失、及びインターネット、第三者の

電気通信サービス又は第三者のセキュリティ機能もしくは

システムの中断、終了、又は運用障害により生じた損失に

関する損害を含め、これらに限定されません）について、

かかる損害が生じる可能性を PTC が事前に通知されていた

場合であっても、責任を負わないものとします。お客様は、

訴えが生じる事由の発生からの経過期間が 1 年を超えた後、

いかなる事由によっても、PTC、PTC 再販売業者、及び／

又はそれぞれの理事、役員、従業員もしくは代理人に対し、

訴訟又は訴えを提起しないことに同意します。お客様は、

本契約に基づく請求金及び料金が、保証の否認及び責任の

制限に関する本契約の規定にある程度依拠するものである

こと、かつ、お客様が当該契約条件に同意しない場合、本

契約条件に基づいて PTC がお客様に請求する金額が大幅に

高額となることを認めます。本第 11 条において定める制

限及び排除は、死亡事故又は人身傷害に関する申し立てに

対しては、適用法に反する場合適用されないものとします。  

12. 総則 

(a)  不可抗力：PTC は、天災、お客様の行為、PTC による

支配の及ばない第三者の行為、政府機関の行為、戦争、暴

動、サボタージュ、武力紛争、通商禁止、火災、洪水、ス

トライキもしくはその他の労働攪乱、輸送の中断もしくは

遅延、電気通信又は第三者によるサービスの利用不能又は

中断もしくは遅延、ウィルス攻撃もしくはハッキング、第

三者ソフトウェアの障害（電子商取引ソフトウェア、支払

いゲートウェイ、チャット、統計情報、又は無償スクリプ

トを含みますがこれらに限定されません）、又は SaaS 

Services の提供に必要な原材料、補給用品、もしくは装置

で使用される電力の取得不能を含みますがこれらに限定さ

れない、PTC による支配の及ばない事由によって PTC の義

務の履行が遅滞又は妨害された限りにおいて、義務の不履

行とはされないものとします。 

(b)   準拠法：別表 1 に定めのある場合を除き、本 SaaS 契

約条件は、法律の抵触に関する原則とは無関係に（かつ、

米国の統一コンピュータ情報取引法及び国際物品売買契約

に関する国際連合条約を明確に除外し）、米国マサチュー

セッツ州の法律の適用を受けるものとし、同法に従って解

釈されるものとします。本 SaaS 契約条件に基づいて、本

SaaS 契約条件に起因して、又は本 SaaS 契約条件に何らか

の形で関連して生じるすべての紛争は、別表 1 に定めのあ

る場合を除き、米国マサチューセッツ州に位置する連邦裁

判所又は州裁判所のみにおいて訴訟提起されるものとし、

他のいかなる裁判所又は裁判管轄においても訴訟提起して

はならないものとします。お客様は、米国マサチューセッ

ツ州の当該裁判所がお客様の法人格に関する対人管轄権を

有することを約定し、取り消し不能な形で (i) 前記裁判所

の対人管轄権に服し、かつ (ii) 前記裁判所において開始さ

れるすべての訴えに関連する訴訟手続き上の令状の送達、

訴答、及び通知に同意します。両当事者は、本 SaaS 契約

条件に基づいて生じるあらゆる紛争に関し、陪審裁判に付

する権利を放棄します。 

(c)  通知：本 SaaS 契約条件に基づいて要求又は許可され

る通知又は連絡は、書面によるものとし、送付先が PTC で

ある場合は、見積書において定める所在地を宛先とし、

Corporate Controller（経理／財務担当者）を宛名として

General Counsel（法務部長）宛の写しを添付し、送付先が

お客様である場合は、お客様の本社所在地を宛先とし、

CEO を宛名として、受領時点又は商業上合理的な配送手段

を利用して発送された 5 日後のうち、いずれか早い時点で

発効するものとします。 

(d)  譲渡、権利放棄、修正：お客様は、PTC が書面をもっ

て事前に同意しない限り、本 SaaS 契約条件に基づくお客

様の権利又は義務を、直接又はお客様の資産、在庫、もし

く株式のすべて又は実質上すべてを（企業合併、企業買収、

又はその他の形によるかどうかにかかわらず）譲渡するこ

とにより、譲渡、移転、委任、又は二次許諾してはならな

いものとします。かかる試みられた委任、譲渡、移転、又

は二次許諾は無効とし、本 SaaS 契約条件に対する違反と

します。お客様の経営体制に変更が生じ、買収側企業が

PTC の競合事業者ではない場合、PTC は、買収側企業に対

する本 SaaS 契約条件の譲渡に関し、同意を不当に保留し

てはならないものとします。本 SaaS 契約条件の条項の権

利放棄、同意、修正、改定、又は変更は、PTC 及びお客様

によって署名された書面によるものでない限り、拘束力を

持たないものとします。 

(e)  輸出：お客様は、お客様又はユーザーのいずれも、米

国商務省の取引禁止顧客リスト、エンティティリスト、も

しくは未検証エンドユーザーリスト、米国国務省の核拡散

防止制裁対象リスト、又は米国財務省の特別指定国／通商

禁止対象者リストもしくは分野別制裁確認（SSI）リスト

（以下、それぞれを「リスト」、総称して「制限対象者リ

スト」といいます）に記載されていないことを保証及び表

明 し ま す 。 制 限 対 象 者 リ ス ト は 、

http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp で参照することがで

きます。お客様は、輸出もしくは再輸出に関して必要とな

る承認を米国商務省又はその他の政府機関から取得するこ

とを含め、これに限らず、米国及び当該諸外国のすべての

輸出規制を遵守することのないまま、SaaS Services を直接

又は間接的に輸出もしくは再輸出、輸出もしくは再輸出の

ために他の個人もしくは団体に提供、又は SaaS Services へ

のアクセスを提供してはならないものとします。お客様は、

お客様が本条を遵守しない結果として PTC が負う可能性の

ある損害賠償額、損失額、債務、又は費用（弁護士費用を

含む）に関して PTC を免責し、補償します。 

 

 

  

http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp
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添付書類 A 

定義 

 

「アクティブユーザー」とは、SaaS システムにアクセスするための承認済みパスワードを入力することにより、所定の暦月に

SaaS システムにサインオンしたユーザーをいいます。 

 

「承認済みパスワード」とは、ユーザー1 名のみが（パスワードを共有することなく）使用するための一意のユーザー名及びパ

スワードをいいます。 

 

「確約ユーザー」とは、見積書に記載されているユーザーの種類ごとの人数をいい、お客様は、サービス期間中、1 カ月間に

SaaS Services に実際にアクセスしたアクティブユーザーの人数が当該の確約人数を下回っている場合も、該当する見積書に指

定されている通りの支払いを確約することになります。 

 

「お客様のデータ」とは、SaaS システムの使用を通じて、SaaS システムに伝送され、読み込まれ、又は保存されるデータをい

います。 

 

「指定テクニカルサポート担当者」とは、SaaSシステム及びSaaSシステムを使用してアクセス可能となるソフトウェアに精通

する専門家であり、お客様がPTCに対し書面をもって指定した、技術事項に関するお客様の連絡先をいいます。 

 

「免責されるダウンタイム」とは、以下のすべてをいいます。 

(i) 本SaaS契約条件の第12条(a)において定める不可抗力事由 

(ii) PTCの過失又は意図的不法行為に起因するものではなく、PTCによる支配の及ばないデータ伝送障害 

(iii) お客様用として又はお客様により開発され、SaaSシステム上で実行されるかSaaSシステムと対話するアプリケーショ

ンが原因となったダウンタイム 

(iv) SaaSシステムソフトウェアではないお客様利用の第三者製ソフトウェア、及び／又はお客様によりもしくはお客様用

として開発された第三者製ソフトウェア統合が原因となったダウンタイム  

(v) インターネットの障害又はお客様のネットワークの障害に起因するダウンタイム  

(vi) メンテナンスに伴う稼働停止が必要となる場合は、お客様に対し事前に通知した上で実施されます。メンテナンスに

伴う稼働停止には、ソフトウェアアップデート、サービスパックのインストール、ならびにサーバー及びアプリケー

ションの定期的な設定変更が含まれ、これらに限定されません。PTCは、お客様に対し48時間前に事前の通知を提供

するよう努め、これらの稼働停止を緊急のアップデート及びメンテナンスに限定します。  

 

「新規リリース」とは、SaaS システムを通じてアクセス可能となるソフトウェアに適用するかどうかを PTC が自身の裁量によ

り選択する、ソフトウェアのアップデートもしくは新規リリース又はその両方をいいます。 

 

「超過ユーザー数」とは、所定の月に SaaS システムにアクセスした、確約ユーザーの人数を超過した分のユーザーの人数をい

います。 

 

「プログラムガイド」とは、http://support.ptc.com/support/legal-agreements/index.htm にて参照可能な適用されるプログラムガイド

をいい、本プログラムガイドは随時更新されることがあるものとします。 
 

「PTC」とは、PTC Inc.又は別表 1 において定める当該 PTC 子会社をいいます。 

 

「見積書」とは、PTC 又は再販売業者がお客様に発行する見積書又はその他の注文伝票であり、PTC により受領され、本 SaaS

契約条件に言及及び／又は SaaS Services のサブスクリプションを注文するものをいいます。 

 

「再販売業者」とは、PTC により指名及び承認され、SaaS Services をお客様に再販売する第三者をいいます。 

 

「SaaS Services」とは、PTC がお客様及びお客様のユーザーに提供し、Web を通じて、添付書類 B に記載のソフトウェア及び

関連サービスへのアクセスを提供する Web ベースのサービスをいいます。 

 

「SaaS システム」とは、PTC 及び／又は PTC 請負業者がお客様及びその他の PTC 顧客に対してソフトウェア及びお客様のデ

ータへのリモートアクセスを提供する場合に、実行場所となるサーバー及びコンピュータネットワークをいいます。 

 

「サービス期間」とは、SaaS Services を本 SaaS 契約条件の第 9 条に従って履行することを PTC が確約する期間（当初期間及び

すべての更新期間）をいいます。 

 

「ソフトウェア」とは、見積書において定める SaaS システムの使用を通じて、お客様及びお客様のユーザーがアクセス可能と

なる市販の標準 PTC ソフトウェア及びすべての新規リリースをいいます。 

http://support.ptc.com/support/legal-agreements/index.htm
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「ストレージ」とは、該当する環境全体にわたりお客様によって使用されるディスクストレージの容量をいいます。 

 

「ユーザー」とは、PTC の競合事業者によって雇用されておらず、お客様が SaaS システムへのアクセスを承認する、お客様又

はお客様の請負業者、サプライヤ、ビジネスパートナー、もしくは顧客の従業員、請負業者、もしくはコンサルタントをいい

ます。ユーザーは、複数の種類（たとえば、Viewer、Contributor、Author）から選択でき、各ユーザーには、プログラムガイド

に定められている通り、ユーザーの種類に合わせたソフトウェア機能の使用権が付与されます。 
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添付書類 B 

付加的サービス及びお客様の責任 

 

SaaS Services は、PTC により管理される SaaS システムを通じて、見積書に記載のソフトウェアへのアクセスをお客様に提供し

ます。PTC は、お客様の当初の確約サービス期間全体を通じて、下記の SaaS Services の機能及びレベルを維持するよう商業上

合理的な努力を払うものとします。SaaS Services は、PTC が書面をもって 3 カ月以上前に通知することにより、更新期間に関

連して変更が生じる場合があります。 

 

(1) SaaS Servicesの施設 

 

PTCは、SaaS Services及びソフトウェアの運用環境を不正な物理的アクセスならびに火気、電気、高温、湿気、及びその他の物

理的力の脅威から保護するために設計され、以下の機能を用いた、業界における合理的な手段を利用します。 

 物理的アクセスが承認済みの担当者にのみ制限され、複数レベルのセキュリティシステムによって保護される安全な

データセンター。その他の人物は、必要な場合に限り（ハードウェアコンポーネントのメンテナンスなど）、監督さ

れた状態で入室します。 

 持続的な可用性に関して定期的にシステムテストが実施され、バッテリーバックアップシステム及びディーゼル式発

電機を含め、冗長電源インフラストラクチャによる継続的かつ調整された電源供給。  

 冗長化された空調機器による環境制御及び火気抑制システム。 

 

(2) 可用性SLA及び監視 

 

PTC は、本番環境に関して、免責されるダウンタイムを含まず SaaS Services が月ごとの計測で 99.5%以上の可用性を達成

するよう商業上合理的な努力を払うものとします。PTC は、SaaS システムの可用性を週 7 日 24 時間にわたり監視するもの

とします。 

 

(3) お客様のデータに対する付加的セキュリティ保護手段 

 

上記の物理的アクセス保護に加え、以下が行われます。 

 PTCは、ISO 27002フレームワークに合致する統制を維持します。  

 お客様のデータは、アクセス認証を要求する安全なディレクトリ内に維持されます。 

 PTC は、お客様のデータの日次バックアップを実行します。お客様のデータはオフサイトで保存されます。日次バッ

クアップは、少なくとも 3 カ月間保持されます。 

 PTCは、アンチウィルス保護ソフトウェアをSaaSシステム上で維持します。ウィルス、ワーム、又はそれらに類似す

る問題がSaaSシステムに感染したことが特定された場合、PTCは、合理的に可能な限り早急にSaaSシステムを回復す

るよう、商業上合理的な努力を払います。 

 下記の「サーバーの構成」も参照してください。 

 

データのセキュリティを強化するため、お客様は以下の責任を負います。  

 管理者特権の付与に際しては、最大限に慎重を期する。  

 お客様のユーザーが各自の承認済みパスワードを共有しないよう万全を期する。  

 すべてのカスタムレポートを設計、作成、検証、及び承認する。 

 

SaaS Services の範囲には、本 SaaS 契約条件において定めるものを超えるお客様のセキュリティ要件は含まれません。 

 

(4) サーバーの構成 

 

PTCは、見積書に記載のSaaS Servicesの範囲に関し、本番運用環境を提供する上で十分なサーバー許容量を用意します。本番環

境は、データの可用性及び修復の保証を支援するため、冗長化されたディスク構成の内部に構築されます。オペレーティング

システムは、本番用及び非本番用に選定されたハードウェアに適合したものとします。業界標準のセキュリティパッチ、サー

ビスパック、及びアンチウィルスソフトウェアを初期実装にインストールし、毎月又は適宜必要に応じてアップデートしま

す。  

 

(5) ネットワークの構成 

 

受信及び発信のトラフィックは、ファイアウォール、スイッチ、ルータ、及びバースト可能な帯域幅を利用するロードバラン

サーを通じて監視されます。 

 

(6) SaaS Servicesのサポート 
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 SaaS Services のサポート時間帯：PTC のテクニカル SaaS Services 担当者は、重大度 0 の問題に関して、電話によるサ

ポート及びトラブルシューティングに週 7 日 24 時間対応し、重大度 0 以外の問題に関しては、お客様の指定テクニカ

ルサポート担当者が配置されている場所の月曜日から金曜日、現地時間の午前 8 時から午後 5 時まで、祝日及びその

他の PTC 振替休日を除き対応します。電子メールによる問い合わせ及びケース開始は、週 7 日 24 時間にわたり受け付

けられます。 

 

 SaaS Services のサポートプロセス：サポートプロセスは、お客様が支援を必要としておりケースを開始する問題につ

いて、PTC のテクニカル SaaS Services 担当者に通知した時点で開始されます。お客様は、問題が適切かつ効率的に評

価及び解決されるよう確実を期するため、お客様の名前、ケース番号、及び問題の詳細な説明をはじめとする情報を、

これらに限らず提供します。PTC は、ケースの処理開始時、本添付書類 B において以下に記述する定義済みの重大度

レベルに基づいて、問題に重大度レベルを割り当てます。PTC は、担当者の稼働率及び経験に基づいて、お客様のケ

ースに特定の担当者を割り当てるかどうかを決定します。サービスの継続性及び職務遂行上妥当な通話処理を保証す

るため、PTC は、テクニカル SaaS Services 担当者を特定の問題の解決に向けて割り当てた後、再割当を実施しないよ

う商業上合理的な努力を払うものとします。 

 

 優先順位設定及びエスカレーション：PTCは、次善策、オブジェクトコードパッチ、又は問題に対するPTCの対処方法

を取り上げた固有の実施計画、及び問題解決の概算所要時間を提供することにより、個々の重大な問題を解決するよ

う商業上合理的な努力を払うものとします。「次善策」とは、お客様によるソフトウェアの使用を実質的に損なうこ

となく、ホスティングされている環境において問題を回避するために準拠又はPTCにより提供される手順の変更をい

います。次善策は、その性質上、一時的なものである場合と永続的なものである場合があります。 

 

 新規リリース：以下に定める責任の排除を条件として、SaaS Servicesには、ソフトウェアの新規リリースのインストー

ルが含まれます。単一テナントSaaS Services環境の場合、PTCは、新規リリースのインストールに関してお客様と調整

することにより、お客様側の運用の混乱を合理的に最小限に抑えます。通例、PTCは、ソフトウェアを新規メジャー

リリースのFCS（初回顧客出荷）バージョンにアップグレードすることはありません。お客様が独自に開発、作成し

た、又は第三者のアプリケーションを本番環境へと移行する前に、テスト環境においてアップグレード、テスト、及

び検証することは、お客様の責任となります。これには、新規リリースでサポートされるよう必要な修正をそれらの

アプリケーションに加えることが含まれます。  

 

 メンテナンスに伴う稼働停止の延期：PTC がメンテナンスに伴う稼働停止を通知した後 24 時間以内に、お客様は、酌

量すべきお客様の業務上の必要性により、かかるメンテナンスに伴う稼働停止の延期を PTC に書面をもって要請でき

るものとします。ただし、かかる稼働停止がセキュリティ上の問題により必要となる場合、又は計画外の稼働停止の可

能性を回避する上で必要となる場合、PTC は、いかなる稼働停止の延期も要求されないものとします。PTC がお客様の

要請を受諾する場合、かかる延期は 10 営業日を超えないものとします。 

 

 責任の排除：SaaS Services のサポートには、以下のいずれも含まれません。 

 

 お客様の敷地内でのサポート 

 統合、カスタマイズ、及び／もしくは修正の設計、コード開発、破損時補償、サポート、又はテスト 

 SaaS Services に含まれている第三者ソフトウェア 

 お客様が開発及び／又は所有するアプリケーション 

 お客様がソフトウェアに加えた重大な設定変更に起因する問題 

 お客様の過失又は不履行に起因するエラー 

 コンサルティング又はトレーニングのサービス 

 次善策、修正、又は新規リリースに伴い、ソフトウェアの使用に必要となる場合のあるお客様ハードウェアに対す

る変更又はかかるハードウェアの交換を実施する責任  

 

お客様は、合理的な支援の要請があった場合、お客様から報告された問題を再現するために、当該支援を PTC に

提供するものとします。 
 

 

 初期対応時間：ケースの重大度レベル及び関連する初期対応時間は、以下の通り定めます。 
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重大度レベル 
初期 

対応 

重大度 0 の問題 

（重大度 0 の問題については、電子メール

にて PTC に通知することはできません） 

15 分 

重大度 1 の問題 

（重大度 1 の問題については、電子メール

にて PTC に通知することはできません） 

2 時間 

重大度 2 の問題 4 時間 

重大度 3 の問題 2 営業日 

 

 

 重大度の定義：本 SaaS 契約条件においては、以下の通りとします。 

 

 「重大度 0」とは、SaaS システムに相当程度のダウンタイムを生じせしめる SaaS システムの問題をいいます。通常、

お客様の指定テクニカルサポート担当者に週 7 日 24 時間にわたりご対応いただく必要があります。PTC は、問題が解

決又は重大度が低減されるまで、週 7 日 24 時間体制で対応にあたります。適用可能な次善策は存在しません。 

 

 「重大度 1」とは、ソフトウェアの重要な機能が失われる、又は限定的な数のユーザーが SaaS Services を通じてソフ

トウェアにアクセスできなくなる SaaS システムの問題をいいます。 

 

 「重大度 2」とは、SaaS Services の運用及び／又は効率に影響するものの、お客様が引き続きソフトウェアを使用でき

る SaaS システムの問題をいいます。通常、適用できる次善策が存在します。 

 

 「重大度 3」とは、お客様によるソフトウェアの使用に影響を及ぼさない、SaaS Services 又はソフトウェアに関する技

術上の質問をいいます。  

 

 お客様が負う責任 

 

 お客様は、お客様から報告された問題の解決及びホスティングに関する問題の確認に向けたPTCの業務において、PTC

を支援するものとします。 

 

 お客様は、ホスティングの問題をPTCに報告する前に、PTCにより用意されたすべてのオンライン情報及びリソースを

利用し、ユーザーの問題を解決するよう商業上合理的な努力を払うものとします。 

 

 お客様は、お客様からお客様のユーザー向けに配布される通達又はドキュメントにおいて、SaaS システム又はソフト

ウェアに関連する技術的なホスティングの問題に関し、ユーザーはお客様に連絡する旨、明確かつ目立つ形で記述す

るよう万全を期するものとします。PTC は、お客様の指定テクニカルサポート担当者以外のユーザーに対し、支援、

情報、又はドキュメントを直接提供する義務を負いません。  

 

 PTCは、ある一定の状況において、適時に解決を図るため、お客様のシステム環境に関する詳細情報の提供を要求す

る場合があります。この場合、及び統合又はゲートウェイに関連するその他の問題について、PTCは、問題解決を支

援する上で必要となる情報をご提供いただくよう、お客様の情報技術（IT）担当者の関与を要求する場合がありま

す。お客様は、PTCが当該の担当者に適時に連絡できる状態を維持するものとします。 

 

 お客様は、インターネットへの接続性を含め、お客様のIT機器及びインタフェースの機能的な運用を適切に維持する

責任を負います。ソフトウェアの改定又は新規リリースを利用する上でお客様が必要とする場合のある、お客様のイ

ンタフェースに関するコンサルティング、実装、統合、及びサポート、又はトレーニングサービスは、SaaS Servicesの

範囲に含まれません。 
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 接 続 性 の 問 題 を ケ ー ス と し て 記 録 す る 前 に 、 お 客 様 は 、 Google （ http://www.google.com ） や Yahoo

（http://www.yahoo.com）など、その他の一般的なサイトに到達できることを確認するものとします。  

 

 お客様は、お客様のワークステーション及びそれらのワークステーションにネットワーク接続されるお客様のすべて

のホストシステムに関し、ウィルス保護を適用する責任を負います。 

 

 お客様は、PTCによってテクニカルサポートのページ（https://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp）に随時掲載され

る要件に適合するインターネットブラウザを使用しなければならないものとします。  

 

 お客様は、使用されるすべての必須ポートを許可するよう、お客様の社内インターネットファイアウォールを設定す

る責任を負います。  

  

https://www.ptc.com/appserver/cs/doc/refdoc.jsp
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別表 1 – PTC 関連会社からの購入 

お客様が以下のいずれかの国において SaaS Services サブスクリプションを取得した場合、SaaS Services の提供に関し

てお客様との（直接又は再販売業者を通じた）契約締結の当事者となる法人は、以下に定める通りであり、準拠法及

び裁判管轄は、本 SaaS 契約条件の第 12 条(b)の定めにもかかわらず、以下に定める通りとします。 

国名 使用許諾を実施する PTC 関連会社 準拠法及び紛争発生時の裁判管轄 

ベルギー、オランダ、ルクセン

ブルク 

Parametric Technology Nederland B.V. 

Beta Technology & Business Accelerator, 

Unit K110, High Tech Campus 9, 

Eindhoven, Netherlands 5656 AE 

 

オランダ 

オーストリア、ドイツ Parametric Technology GmbH 

Edisonstrasse 8, Unterschleissheim, 

Germany 85716 

ドイツ法*、ミュンヘン第 1 地方裁

判所（ドイツ） 

フランス Parametric Technology S.A. 

1 rue du Petit Clamart, CS 10503, Velizy, 

Villacoublay, Cedex, France 

フランス 

アイルランド PTC (SSI) Limited 

12 Camden Row, Dublin 8, Ireland 
アイルランド共和国 

イタリア Parametric Technology Italia S.r.l. 

Centro Direzionale Colleoni, Palazzo Sirio 

3, Via le Colleoni 11, 20041 Agrate 

Brianza, Italy 

イタリア 

スペイン、ポルトガル  Parametric Technology España, S.A. 

Gran Via de les Corts, Catalanes, 130-136, 

Planta 7°, Barcelona, Spain 08038 

スペイン 

スイス Parametric Technology (Schweiz) AG 

Javastrasse 4, Hegnau, Volketswil, 

Switzerland 8604 

ドイツ法*、ミュンヘン第 1 地方裁

判所（ドイツ） 

英国 Parametric Technology (UK) Limited 

Chester House, Aerospace Boulevard, 

Farnborough, England, GU14 6TQ 

英国 

上記以外の EU 諸国 PTC (SSI) Limited 

12 Camden Row, Dublin 8, Ireland 
アイルランド共和国 

トルコ、コソボ、セルビア、マ

ケドニア、モンテネグロ、クロ

アチア、ボスニア・ヘルツェゴ

ビナ、ルーマニア、及びアルバ

ニア 

PTC (SSI) Limited 

12 Camden Row, Dublin 8, Ireland 
アイルランド共和国 

ロシア連邦 PTC International LLC 

Rusakovaskaya Street 13, Moscow, Russia 

107140 

ロシア法／ロシア連邦商工会議所の

国際商事仲裁裁判所（モスクワ） 

ベラルーシ、モルドバ、ウクラ

イナ、アルメニア、グルジア、

アゼルバイジャン、カザフスタ

ン、キルギス、タジキスタン、

トルクメニスタン、及びウズベ

キスタン 

PTC (SSI) Limited 

12 Camden Row, Dublin 8, Ireland 
アイルランド共和国 

ノルウェー、スウェーデン、デ

ンマーク、フィンランド、アイ

スランド、及びフェロー諸島 

PTC Sweden AB 

Johan På Gårdas gata 5A 

Gothenburg, Sweden 41250 

スウェーデン 

中東（イスラエルを除く） PTC (SSI) Limited 

12 Camden Row, Dublin 8, Ireland 
アイルランド共和国 

アフリカ PTC (SSI) Limited 

12 Camden Row, Dublin 8, Ireland 
アイルランド共和国 

イスラエル PTC Inc. 

140 Kendrick Street, Needham MA 02494 

USA 

米国マサチューセッツ州 

日本 PTC ジャパン株式会社 日本／東京地方裁判所 
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国名 使用許諾を実施する PTC 関連会社 準拠法及び紛争発生時の裁判管轄 

8-1, Nishi-Shinjuku, 6-chome, Shinjuku-

ku, Tokyo, Japan 

中国 Parametric Technology (Shanghai) 

Software Co., Ltd. 

Unit 008, Floor 8, 888 Wanhangdu Road, 

Jingan District, Shanghai, China 

中華人民共和国／中国国際経済貿易

仲裁委員会（上海）  

台湾 Parametric Technology Taiwan Limited 

15/F Hsin Kee Building, 460-466 Hsin Yi 

Road, Sec. 4, Taipei, Taiwan 110 

台湾／台北地方法院（台湾） 

インド Parametric Technology (India) Private 

Limited 

4th Floor, Phoenix Towers, 16, Museum 

Road, Bangalore, India 560 025 

インド 

韓国 Parametric Korea Co. Ltd. 

10th Floor, Cosmo Tower, 1002, Daechi-

dong, Gangnam-gu, Seoul, Korea 135-502 

大韓民国／ソウル裁判所 

その他のアジア太平洋諸国（オ

ーストラリア及びニュージーラ

ンドを含む、ただし中国、日

本、及び台湾を除く） 

PTC Inc 

140 Kendrick Street, Needham MA 02494 

USA. 

香港特別行政区／香港国際仲裁セン

ター 

カナダ PTC (Canada) Inc. 

3333 Cote Vertu, Suite 620, St. Laurent, 

Quebec  H4R 2N1 

オンタリオ州 

ブラジル Parametric Technology Brasil Ltda. 

Rua Samuel Morse, 120, 3rd Floor, Sao 

Paulo, Brazil 04576-060 

ブラジル 

その他の国 PTC Inc.、又は受注時に PTC が指定す

るその他の PTC 関連会社 

米国マサチューセッツ州 

 

ドイツ、オーストリア、及びスイスに関する特殊規定 

 

Parametric Technology GmbH 又は Parametric Technology (Schweiz) AG により、ドイツ、オーストリア、又はスイス国内

のお客様に提供される SaaS Services については、以下の規定が適用されるものとします。以下の規定は、ドイツ、オ

ーストリア、又はスイス以外に拠点を置くお客様に提供される SaaS Services には適用されないものとします。以下に

おいて条文に言及している場合、PTC SaaS Services Terms and Conditions の本体に含まれている該当する条文への言及

です。  

 

 第 1 条(e)は、以下の規定に置き換えるものとします。 

 

可用性及びサポートの SLA：PTC は、添付書類 B に定める通り、SaaS Services に関し、商業上合理的な努力

を払ってアップタイム可用性及びサポート対応時間を維持します。添付書類 B において定められる想定アッ

プタイム可用性及びサポート対応時間は、保証される品質（zugesicherte Eigenschaften）、保証（Garantie）、

又は状態に関する保証（Beschaffenheitsgarantie）と見なされるべきものではなく、SaaS Services の下で提供さ

れるサポートの説明としてのみ了解されるものとします。  

 

 第 2 条(h)は、以下の規定に置き換えるものとします。 

 

注文書：SaaS Services に関連してお客様が発行する注文書は、お客様の内部管理及び支払いの円滑化のみを目

的とするものとします。いかなる場合も、当該の発注書に記載の条件が本 SaaS 契約条件を修正することもし

くは本 SaaS 契約条件に組み込まれること、又は PTC を拘束することはないものとします。 

 

  

 第 11 条(b)は、以下の規定に置き換えるものとします。 

 

11 (b) (1) ：お客様は、SaaS Services が可用性の喪失又は可用性の限定に至った場合、PTC にただちに通知する

義務を負います。お客様が本義務を遵守しない場合、PTC は、お客様が PTC に対し当該通知を提供しなかっ

た期間に関して、お客様に対し、可用性の喪失又は可用性の限定に関する責任を負わないものとします  
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11 (B) (2)：SaaS Services の不具合に関して、PTC の過失なくして生じ得る責任（無過失責任）は排除されるも

のとします。  

 

11 (B) (3)：不具合に関して本案の責任が生じた場合、かかる不具合に関して、お客様は、第(C)条に従った損

害賠償請求のみ行う権利を有するものとします。その他の又は追加の補償請求は、排除されるものとします。

第 10 条(b)に従ってお客様が有する可能性のある権利は、影響を受けないものとします。  

 

11 (B) (4)：PTC 又は PTC 再販売業者もしくは PTC 販売取次店のいかなる従業員、パートナー、ディストリビ

ュータ、又は代理人も、正当な権限を有する代表者であるお客様の役員及び PTC の代表者である PTC の法律

顧問又は財務担当取締役により署名された契約に明確に定めのある場合を除き、本 PTC SaaS 契約条件に記載

の表明、保証、又は誓約を超える又はこれらと異なる表明、保証、又は誓約を行う権限を有さないものとし

ます。 

 

11 (B) (5)：インターネットにおける、又は商習慣に該当するプレゼンテーションを含め、PTC 刊行物又は

PTC 営業担当者が、特に広告、図面、パンフレット、又はその他のドキュメントにおいて述べる SaaS 

Services の品質（Beschaffenheit）は、かかる品質が提案書又は受注確認書に明示的に記載されている場合、

SaaS Services の契約上の品質のみが適用されるものと見なします。保証、特に品質に関する保証は、以下の範

囲に限り PTC を拘束するものとします：(i) 提案書又は注文確認書に記載されている、(ii) 「保証」又は「状

態に関する保証（Beschaffenheitsgarantie）」として明記されている、及び (iii) かかる保証の結果として PTC が

負う義務を明示的に規定している。 

 

 第 11 条(C)は、以下の規定に置き換えるものとします。 

 

11 (C) (1)：PTC は、法的根拠にかかわらず、以下の場合に限り損害に責任を負います：(i) PTC が契約上の重

大な義務（基本的な義務）に不当に（少なくとも過失として）違反した、又は (ii) PTC 側の重大な過失又は故

意により損害が生じた、又は (iii) PTC が保証を引き受けた。 

 

11 (C) (2)：PTC の責任は、以下の場合、一般的な予期し得る損害に限定されます：(i) PTC が契約上の重大な

義務（基本的な義務）に軽微な過失により違反した、又は (ii) PTC の役員又は重役ではない、PTC の従業員又

は代理人が重大な過失によりその他の義務に違反した、又は (iii) PTC が保証を引き受けた（ただし、かかる

保証が状態に関する保証（Beschaffenheitsgarantie）として明記されていない場合）。 

 

11 (C) (3)：第 11 条(2) (i)及び(ii)に該当する場合、PTC の責任は、契約年ごとに、以下の料金に等しい額を上

限とします：(a) 訴えの事由が生じる前の直近 12 カ月間に SaaS Services に関してお客様が PTC に支払った額、

又は (b) お客様が SaaS Services を購入し、訴えの事由が生じてからの経過期間が 12 カ月に満たない場合、お

客様による SaaS Services の購入から最初の 12 カ月間に SaaS Services に関してお客様が PTC に対し支払うべ

き額。ただし、(a)及び(b)のいずれの場合も、金銭的損失に対し、上限額は 25 万ユーロ（1 件あたり 5 万ユー

ロ）を超えないものとします。  

 

11 (C ) (4)：第 11 条(C) (2)に該当する場合、PTC は、利益の損失、貯蓄の損失、又はホスティング対象データ

の損失もしくは使用の結果として生じる損害を含め、これらに限定されることなく、特別損害、間接損害、

又は派生的損害に関し、責任を負わないものとします。 

 

11 (C ) (5)：上記において定める責任の制限の適用可能性にかかわらず、ホスティング対象データが失われた

場合、PTC は、当該ホスティング対象データの修復のコストに関してのみ責任を負うものとします。 

 

11 (C ) (6)：PTC 及び／又は PTC 関連会社に対するお客様の損害賠償請求は、法的根拠にかかわらず、お客様

が損害を承知した時点から遅くとも 1 年後、又は、その旨承知しているかどうかにかかわらず、損害を生じ

せしめる事由の発生から遅くとも 2 年後に失効するものとします。 

 

11 (C) (7)： 生 命 、 身 体 、 及 び 健 康 の 被 害 、 不 具 合 の 不 正 な 隠 蔽 、 又 は 状 態 に 関 す る 保 証

（Beschaffenheitsgarantie）の引き受けに関し、ドイツ製造物責任法（Produkthaftungsgesetz）に準じて生じる

PTC の責任は、影響を受けません。 

 

11 (C) (8)：PTC に対し保証又は責任に関する申し立てが生じた場合、お客様の寄与不履行、特に、不十分な

障害通知又は不十分なデータ保護が存在する場合は、しかるべく考慮されなければならないものとします。

特にクライアントが、妥当かつ最先端のセキュリティ保護手段を通じて、コンピュータウィルス及びその他



15 

SaaS契約条件（日本語）2015年 9月 

  

の事象をはじめとする外部からの影響に対して予防的措置を講じておらず、個々のデータ又はデータストッ

ク全体が危険にさらされる恐れが存在する場合、不十分なデータ保護が成立します。 

 

11 (C) (9)：第 11 条(C) (1)から第 11 条(C) (8)は、PTC 及び／又は PTC 関連会社の従業員又は代理人に対し、お

客様による損害賠償請求が生じた場合も適用されるものとします。 


