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ECOSTRUXURE IT ダウンロード可能なモバイルアプリケーション 

 

利用規約 

 

2019年 5月 

 

本利用規約は、SCHNEIDER ELECTRIC（本書に定義し、以下、「本会社」といいます）が公開し、本会社が

所有するアプリケーションストアまたは本会社が本件モバイルアプリケーションのダウンロードを正式に承

認した第三者のアプリケーションストアでダウンロード可能な ECOSTRUXURE  IT モバイルアプリケーショ

ン（以下、「本件モバイルアプリケーション」といいます。）の利用方法を定めるものです。 

本件モバイルアプリケーションの本来の製造目的は通常業務における専門家の利用であり、これを考慮して

本利用規約が適用されるものとします。お客様が通常業務にて本件モバイルアプリケーションを利用する専

門家でない場合、かかるお客様には本件モバイルアプリケーションを使用する権利またはライセンスは付与

されません。 

本件モバイルアプリケーションのアクセスおよび利用を実施する前に本利用規約を慎重に読み、本件モバイ

ルアプリケーションのダウンロードまたはインストール手順にて画面上に表示される所定のボタンをクリッ

クすることで本利用規約の受諾および本件利用規約に拘束される旨の同意を確定してください。 

本利用規約およびそれによる拘束に同意されない場合は、本件モバイルアプリケーションのダウンロードま

たはインストール画面に表示される所定のボタンをクリックして、本件モバイルアプリケーションのダウン

ロード画面を閉じてください。これによりダウンロードまたはインストール手順が自動的に終了します。前

述に関わらず、本件モバイルアプリケーションの全部または一部がお客様のデバイスにダウンロードおよび

／またはインストールされた場合、お客様は本件モバイルアプリケーションをダウンロードしたコンピュー

ター、ハードディスク、サーバー、タブレット、スマートフォンまたはその他のモバイルデバイスの一切か

ら本件モバイルアプリケーションを直ちに削除または消去しなければなりません。 

お客様による本件モバイルアプリケーションの使用は、お客様が本利用規約を読み理解し、これに同意した

ことならびに本件利用規約の拘束に同意することの了解とみなされます。 

上記に定める事項の受諾日に効力を発する本利用規約は、本件モバイルアプリケーションがダウンロード形

式で提供された企業、会社またはその他の法人（以下、「お客様」といいます。）と本会社（以下に定義し

ます。）の間の法的合意（以下、「本契約」といいます。）を構成します。お客様は、企業、会社またはそ

の他の法人として、本件モバイルアプリケーションのダウンロードおよび／またはインストールを完了する

個人がお客様を拘束する権能または法的権限を有することを徹底し、本件利用規約の自らによる受諾を確認

する責任を負います。この場合、「お客様は」および「お客様の」は、当該企業、会社またはその他の法人

を言及するものとみなします。 

 

1. 定義 

本利用規約の解釈上、以下の定義語は、以下に定める意味を有するものとします。 

「関連会社」とは、本会社および本件ユーザーの各々に関して、直接的または間接的に、(i) 本会社も

しくは本件ユーザーを支配する、または(ii) 本会社もしくは本件ユーザーに支配される、または(iii)本会

社もしくは本件ユーザーのいずれかと共同支配される企業、会社またはその他の法人をいいます。本定

義における「支配」とは、株式資本および／または議決権の 50％以上を直接的または間接的に支配す

ることを意味します。 

上記に定める関連会社の定義に関わらず、AVEVA Group Plc. およびその子会社の一切は、本会社の関

連会社とはみなさないものとします。 

 

「認定ユーザー」とは、 本件モバイルアプリケーションのアクセスおよび使用時に、本件ユーザーの

権限または支配に基づき、その代理で行為する従業員または請負人をいいます。 

「本件コンテンツ」とは、本件モバイルアプリケーションの構成、編集内容、図面、イラスト、画像、

写真、商標、ロゴ、イニシャル、会社名、視聴覚またはマルチメディアの著作物、映像、音響または音
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声のコンテンツ、本件モバイルアプリケーションに存在するかその一部を構成する他のファイルまたは

要素をいいます（これらに限定されません）。 

「本件文書」とは、本件モバイルアプリケーションの販促または提示目的で、本会社が本件モバイルア

プリケーション内にておよび／または本会社のウェブサイト上で提供するか、本会社の現地のカスタマ

ーセンターに問い合わせることで提供され得る、本件モバイルアプリケーションに関連する印刷された、

オンライン上のまたは電子的な情報、指示またはその他の資料（例：チュートリアル等）を意味します。

お客様は、契約上の放棄または制限の可能性のない現地法で別途の義務付けがある場合を除き、本件文

書が英語のみで提供される可能性があることに同意します。 

「知的財産権」とは、制定法、規制、法令、コモンロー、条約、協定等に基づき生起する、あらゆる種類

の権利をいいます。これは、特許、実用新案、 人格権、著作権および隣接権、商標およびトレードドレ

ス権、マスクワーク権、サービスマーク、ドメイン名の権利、意匠権、コンピュータソフトウェアの権

利、データベース権、秘密情報の権利（ノウハウおよび企業秘密における権利の一切を含みますがこれ

らに限定されません）およびその他の知的財産権が含まれます（これらに限定されません）。いずれの

場合も、登録の有無（出願および更新を含みますがこれらに限定されません）を問わず、世界中の全管

轄地の法令で認められる同等または類似の効力を有する保護の権利および形態の一切を含みます（これ

らに限定されません）。 

「本件モバイルアプリケーション」とは、本会社が所有するアプリケーションストアまたは正式に承認

された第三者のアプリケーションストアで本会社またはその関連会社が公開およびダウンロード可能な

形態で提供し、本利用規約に説明および言及する機能性を提供する Ecostruxure IT モバイルソフトウェア

アプリケーションをいいます。本利用規約における本件モバイルアプリケーションの言及には、本会社

がその単独の裁量で提供し得る本件コンテンツ、ソフトウェアプログラム、プログラミングおよびナビ

ゲーションツール、データベース、本件文書、本件モバイルアプリケーションのその他の構成品、それ

らのアップデートおよびアップグレードの言及が含まれるとみなします。 

「個人情報」とは、識別済みまたは識別可能な自然人に関連する情報をいいます。識別可能な自然人と

は、特に識別子（氏名、識別番号、位置情報、オンラインの識別子、または当該自然人の身体的、生理

学的、遺伝的、精神的、経済的、文化的または社会的なアイデンティティに特化した単数または複数の

要素等）の言及により直接的または間接的に識別可能な者をいいます。 

「Schneider Electric」とは、132 Fairgrounds Road, West Kingston, RI 02892, United Statesに主たる事務所を

置く、Schneider Electric IT USA, Inc.をいいます。 

 

「本件ユーザーデータ」とは、本件ユーザーが本件モバイルアプリケーションにてアップロード、収集、

保存および／または処理し、および／または本件ユーザーが本件モバイルアプリケーションの利用を通

して創出および／または変更する情報、コンテンツおよびデータ（テキスト、音声またはファイルを含

みますがこれらに限定されません）の一切をいいます。  

「お客様」または「本件ユーザー」とは、本件モバイルアプリケーションをダウンロードまたは使用する企

業、会社または法人の各々をいいます。お客様が個人の場合、かかるお客様は当該企業、会社またはその

他の法人の代理で本利用規約に同意するものとし、自らが当該同意によって当該企業、会社またはその

他の法人を本利用規約に拘束せしめる権限を有することを本会社に誓約します。この場合、「お客様」お

よび「お客様の」との用語は、当該企業、会社またはその他の法人を言及するものとみなされます。 
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2. 本件モバイルアプリケーションの説明  

2.1. 本件文書は、本件モバイルアプリケーションの詳細を本来の使用目的に沿って説明するもので

す。本件モバイルアプリケーションに適用される場合、本件モバイルアプリケーションの使用方法およ

び関連する安全手順の指示も記載されます。本件モバイルアプリケーションを適切に使用するため、本

件ユーザーは、本件モバイルアプリケーションに同封または添付される本件文書を読み、これを厳守し

なければなりません。本件モバイルアプリケーションと互換性のあるモバイルデバイスおよびオペレー

ションシステムの種類に関する情報は、本件モバイルアプリケーションのダウンロードが可能なアプリ

ケーションストアにて指定されます。 

2.2. 本会社は、本件モバイルアプリケーションの現在の機能性の強化、本件モバイルアプリケーシ

ョンの機能性の追加または削除を行い、および／または本件モバイルアプリケーションの使用に一時的

もしくは永久的な条件または制限を加えるため、本件モバイルアプリケーションおよび本件文書の現行

版をいつでもアップデートまたはアップグレードする権利（義務ではありません）を留保します。本件

モバイルアプリケーションおよび本件文書に対する当該アップグレードもしくはアップデートは、本会

社がオンラインで公開します。本会社は、全ての本件ユーザー（リピーターを含みます）に、本会社の

ウェブサイト（http://schneider-electric.com）の掲載内容または本件モバイルアプリケーションのダウン

ロードが可能なアプリケーションストアの掲載内容を慎重に確認することを推奨します。本件モバイル

アプリケーションの使用前にその都度、当該ウェブサイトまたはページを閲覧することは本件ユーザー

の責任となります。本会社が本件モバイルアプリケーションのアップデートまたはアップグレードを公

開した後に本件ユーザーが本件モバイルアプリケーションの使用を継続することで、本件ユーザーは、

当該アップデートまたはアップグレードを受諾し、本利用規約（または、その時点で現行の改正済みの

本利用規約）に基づきアップデートまたはアップグレードされた本件モバイルアプリケーションの使用

に同意したものとみなされます。本件ユーザーが当該アップデートまたはアップグレードに同意しない

場合、本件ユーザーは、本件モバイルアプリケーションの使用を即座に停止し、本件モバイルアプリケ

ーションをダウンロードしたコンピューター、ハードディスク、サーバー、タブレット、スマートフォ

ンまたはその他のモバイルデバイスの一切から本件モバイルアプリケーションを消去および削除する即

時の義務を負い、本件ユーザーによる本利用規約の受諾によって本件ユーザーと本会社の間で締結され

た法的な合意は即時かつ自動的に終了するものとみなされます。  

 

3. 登録要件 

3.1 本件モバイルアプリケーションのダウンロード後、その設定に応じて、その使用目的で、本件

モバイルアプリケーションにてユーザーアカウントを作成する機会または義務が生じる場合があります。 

3.2 本件モバイルアプリケーションで当該機会が提供された場合、お客様は、本件モバイルアプリ

ケーションの「アカウント作成」または同等の機能を使用して所定の情報（最低でも、本件モバイルア

プリケーションの使用を許可する個人の氏名およびメールアドレス）を入力します。管轄地によっては、

お客様がアカウント作成用に入力した情報が個人情報とみなされることがあり、この場合、お客様およ

び本会社が本利用規約および適用法に準じて当該情報を個人情報として取扱うことが了解されます。  

3.3 お客様のユーザーアカウント作成時に、お客様は以下の各事項に同意します。(i) その他のオン

ライン製品またはサービスに使用しない本件モバイルアプリケーション専用のパスワードを作成する、

(ii) 正確で、真正で、最新の、完全な情報を提供する、(iii) お客様のユーザーアカウント作成時に提供

した情報の変更があった場合は、これを速やかに更新する、(iv) お客様の識別情報およびパスワードを

保護し、お客様のユーザーアカウントへのアクセスを制限することでお客様のユーザーアカウントの機

密性および安全性を維持する、(v) お客様のユーザーアカウントに係るセキュリティ侵害またはその不

正利用を発見した場合またはその疑いがある場合は、本会社にこれを速やかに通知する、および(vi) お

客様のユーザーアカウントに起因する行為の一切に対する責任を負い、それに対する許可済みまたは未

許可のアクセスに係るリスクの一切を引き受ける。 

3.4 お客様は、本利用規約に定める目的に限定して、自らのユーザーアカウントにアクセスして自

らの利益のために本件モバイルアプリケーションを利用することを自らの認定ユーザーに許諾すること

が可能です。お客様は、認定ユーザーが本件モバイルアプリケーションにログインして使用を開始する

前に、認定ユーザーの各々が判読可能な状態で本利用規約を確実に提供する責任を負います。お客様は、

http://schneider-electric/
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その認定ユーザーの作為および不作為（そのユーザーアカウントの使用を通してなされる行為の一切を

含みます）および本利用規約の遵守に対する完全な責任を負います。お客様は、自らのユーザーアカウ

ントの使用を通してなされた活動の一切、およびそれに起因してお客様、認定ユーザーまたはその他の

第三者、本件モバイルアプリケーションおよび／または本会社が被った損害に対する責任を負います。

本会社は、お客様のユーザーアカウントのアクセスおよび／または使用を実施する法務担当者または個

人から受領した情報に依拠する権利を有し、当該依拠に起因する責任を負わないものとします。 

 

4. 費用要件 

本会社が本件モバイルアプリケーションのダウンロードを提供するアプリケーションストアにて本件モ

バイルアプリケーションへのアクセスまたは使用を実行する前にライセンス料等の料金の支払いが必要

となる旨の指定がある場合を除き、本件モバイルアプリケーションは本件ユーザーが無償でダウンロー

ドできるものとします。つまり、本件モバイルアプリケーションのダウンロード、アクセスまたは使用

に対してお客様が本会社にライセンス料等の料金を支払う必要はありません。本件モバイルアプリケー

ションのダウンロード、アクセスまたは使用前にライセンス料等の料金の支払いが必要となる場合もあ

ります。この場合、当該料金は該当するアプリケーションストアにその旨が表示されます。 

本件ユーザーは、インターネットまたは電話サービスの使用を通した本件モバイルアプリケーションの

アクセスまたは使用に関連または起因する通信料金の費用および経費を単独で負担することを了解して

これに同意します。これには、携帯電話通信およびインターネットへのアクセスを可能にする第三者サ

ービスの購入に関連する費用および経費、および本件モバイルアプリケーションの／からのデータのア

ップロードまたはダウンロードに関連する費用および経費が含まれます（これらに限定されません）。 

 

5. ライセンスの付与 

5.1 お客様が本利用規約に定める条件の一切を受諾および継続的に遵守することを条件として、本

会社は、本件モバイルアプリケーションを（機械判読可能な）オブジェクトコード形式に限定して、そ

のサブライセンスを付与する権利なしに、お客様の通常の業務目的（その他の目的を除外します）に限

定して、本利用規約および本件文書に定める条件に準じて使用する非排他的な、移転不可の、取消可能

の、制限的な、譲渡不可のライセンス権をお客様に付与します。 

 

5.2 本件モバイルアプリケーションのライセンス権は、本件モバイルアプリケーションのダウンロ

ードが可能なアプリケーションストアでアクセス可能なまたは指定される期間および地域を対象として

本件ユーザーに付与されます。本利用規約、本件文書またはアプリケーションストアにてアクセス制限

がないかライセンス期間もしくは地域の制限が指定されない場合、本件モバイルアプリケーションのラ

イセンス権は、本件ユーザーに全世界で永続的に付与されるものとします（ただし、本書に定める撤回

の適用に従います）。 

 

5.3 本件モバイルアプリケーションは、（機械判読可能な）オブジェクトコード限定で本件ユーザ

ーに提供され、本会社はいかなる場合にも、適用法の強制規定で求められる場合を除き、本件モバイル

アプリケーションのソースコードを本件ユーザーに開示または提供する義務を負わないものとします。 

 

5.4 お客様は、本件モバイルアプリケーションを最初にダウンロードした時に使用したユーザーア

カウントを使用する場合に限り、複数のモバイルデバイスにて本件モバイルアプリケーションをダウン

ロードして使用することが可能です。 

 

5.5 本利用規約は、本件モバイルアプリケーションの使用権の一部をお客様に付与するものであり、

本会社およびそのライセンサーは、その他の権利の一切を留保します。お客様は、本利用規約にて明示

的に付与されるものを除き、いかなる明示的または黙示的な権利も取得しないものとします。お客様は、

本利用規約にて明示的に認められる方法に限定して、本件文書の規定に準じて本件モバイルアプリケー

ションを使用することに同意します。お客様は、特定の方法に限定した本件モバイルアプリケーション

の使用を可能にする本件モバイルアプリケーションの技術的な制限の一切を遵守し、当該制限の回避を

せず、当該回避を他者に許可しないことに同意します。 

 

5.6 本件モバイルアプリケーションのライセンスなしの使用または不正使用の回避を目的とする技

術措置の指定がある場合、お客様は、かかるライセンスなしの使用または不正使用を回避する目的でま

たはその他の合法的な商用目的で本会社が当該措置を使用できることに同意し、当該技術措置に関する
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要件を遵守することに同意します。当該措置は、本件モバイルアプリケーションの欠陥を構成するもの

でも、保証の権利をお客様に付与するものでもありません。 

 

5.7 本利用規約は、お客様が本件モバイルアプリケーションをダウンロード、インストールおよび

使用する権利を説明および規定するものです。本利用規約は、本件モバイルアプリケーションのお客様

によるダウンロード、インストールおよび使用に関連してお客様が発行または提出した購入注文書また

はその他の文書に定める条件に優先し、かかる他の条件が本利用規約と矛盾する範囲に限定して本会社

が当該条件を明示的に拒否することが明示的に合意されます。 

 

5.8 本利用規約は、お客様に適用され、お客様が本件モバイルアプリケーションのアクセス権およ

び使用権を本会社の承認済みの販売代理店または再販業者または認定提携業者から取得した場合でも、

本会社およびお客様の間で完全に執行可能であり続けるものとします。 

 

6. 所有権および商標 

6.1. 本件モバイルアプリケーションおよびそれに含まれる権利、権原、利益、技術およびノウハウ

の一切（特許取得済みか否かを問いません）、本件モバイルアプリケーションに含まれるか関連するか

付随する知的財産権の一切（著作権を含みますがこれに限定されません）は、本会社の単独の財産とし

て存続します。ただし、本件モバイルアプリケーションに組み込まれるか、それとバンドル販売される、

または本件モバイルアプリケーションとともにお客様に提供される第三者のソフトウェアは除外します。  

6.2. 本利用規約のいかなる規定も、本件モバイルアプリケーションに含まれる本会社の所有権をお

客様に移転または付与するものとみなされず、これを黙示しないものとします。本利用規約にて明示的

に付与されない権利の一切は本会社が留保します。本会社は、お客様に本件モバイルアプリケーション

を販売せず、本利用規約に明示的に定めるライセンス権のみを付与するものとします。 

6.3. 本件モバイルアプリケーションに組み込まれたか、本件モバイルアプリケーションとともにお

客様に提供された第三者のソフトウェアに関連する知的財産権の一切は当該第三者に帰属し続け、当該

第三者の財産的権利の所有権はお客様にみなし譲渡または黙示的に譲渡されるものではありません。 

6.4. お客様が(i) 本件モバイルアプリケーションの財産的権利の侵害、または (ii) お客様に対する第

三者からの請求または訴訟（ただし、当該請求にて、本利用規約に従って使用される本件モバイルアプ

リケーションが第三者の特許、著作権または商標の侵害または第三者の企業秘密の不正流用が主張され

る範囲とします）に気づいた場合、お客様は当該侵害の情報を本会社に速やかに提出し、本会社が自ら

の権利および利益を防御するため必要とする関連情報および合理的な協力の一切を提供するものとしま

す。  

6.5. 本件モバイルアプリケーションおよび／または本件文書に添付されるか含まれる本会社および

その他の商標は、本会社またはその関連会社の登録済みの商標です。適用法の強制規定に明示的な別途

の規定がある場合を除き、お客様は、本件モバイルアプリケーションに含まれる商標、商号、商品名、

ロゴ、著作権またはその他の所有権に関する通知、説明文、記号またはラベルを除去または変更しては

なりません。本利用規約は、本会社、その関連会社、その／それらの第三者のライセンサーまたは承認

済みの再販業者の名称または商標、商号、商品名、ロゴ、著作権またはその他の所有権に関する通知、

説明文、記号またはラベルを使用することをお客様に認めるものではありません。 

 

7. 使用制限 

7.1. お客様は、本利用規約および本件文書に厳密に従い、本利用規約および本件文書に定める特定

の目的に限定して、本利用規約または本件文書に定める本件モバイルアプリケーションとの互換性を備

えたモバイルデバイスおよびオペレーティングシステムの種類に限定して、本件モバイルアプリケーシ

ョンのダウンロード、インストール、アクセス、使用および表示を実行することができます。 

7.2. さらに、制定法により明示的に別途の義務付けまたは承認がある場合を除き、お客様は、以下

を実施することができず、他者に以下の実施を許可するか以下を実施させる権利を有さないものとしま

す。 

(i) 本件モバイルアプリケーションの複製を作成すること（ただし、お客様による本件モバイルア

プリケーションの承認使用を支援するためのバックアップを唯一の目的とする場合を除きます）。当該

複製には、本件モバイルアプリケーションの原本に表示される著作権に関する通知およびその他の所有
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権に関する説明文の一切が含まれます。お客様は、本件モバイルアプリケーションの複製を販売、リー

ス、使用許諾、賃貸またはその他の方法で移転してはなりません。本件モバイルアプリケーションに電

子的にまたはオンライン上でのみ提供される本件文書が含まれる場合、お客様は、本件モバイルアプリ

ケーション用に取得した各ライセンスにつき、かかる電子版の本件文書の複写1部を印刷することがで

きます。本件モバイルアプリケーションに紙版で提供される本件文書が含まれる場合、お客様は、本件

モバイルアプリケーション用に取得した各ライセンスにつき、かかる紙版の本件文書の複写1部を作成

することができます。 

(ii) 本件モバイルアプリケーションを変更、適合、翻訳、リバースエンジニア、逆コンパイル、解

体すること、そのソースコードの再構成を試みること、および本件モバイルアプリケーションから二次

著作物を創出すること。本件モバイルアプリケーションにエラー、バグまたは欠陥があった場合、本会

社は、法令で認められる範囲に限定して当該エラー、バグまたは欠陥を是正する権利（義務ではありま

せん）を明示的に留保します。 

(iii) 本件モバイルアプリケーションをサブライセンス、賃借、リース、委託または賃貸すること、

本件モバイルアプリケーションを再販活動に使用すること、または他者の利益のために本件モバイルア

プリケーションの使用を第三者に認めること。 

(iv) 本利用規約に明示的にて認める場合を除き、本件モバイルアプリケーションの全部または一部

の配布、変更またはその二次著作物の創出をすること、または本件モバイルアプリケーションを使用し

て創出されたアプリケーションを配布すること。または 

(v) 米国またはお客様が本件モバイルアプリケーションをダウンロードおよび／または使用する管

轄地の法規制に違反して本件モバイルアプリケーションを直接的または間接的に輸出、再輸出、ダウン

ロードまたは輸送すること。 

7.3. お客様が上記の規定を完全に遵守しない場合、お客様は、これらに起因する損害の一切を含む

あらゆる結果に対する責任を負うものとします（本会社およびその関連会社が被った損害を含みますが

これに限定されません）。 

7.4. 本件モバイルアプリケーションの使用は、お客様が所有するコンテンツ、公有に属するコンテ

ンツ、適切にライセンスを受けたコンテンツとの併用のみを意図したものです。お客様は、本件モバイ

ルアプリケーションと併用するコンテンツファイルの作成、複写、ダウンロード、記録または保存にて、

または本件モバイルアプリケーションと併用する当該ファイルの提供または配布にて、第三者から特許、

著作権、またはその他のライセンスを取得する必要があります。この場合、お客様は、当該ライセンス

取得に対する単独の責任を負い、当該ライセンス取得の費用および経費を単独で負担するものとします。 

7.5. お客様は、該当する管轄地における著作権その他の法令によって保護されるコンテンツファイ

ルまたはその他の著作物に対するアクセスまたはその権利の管理目的で採用された技術措置を回避する

ことを企図して、または当該回避目的で設計されたデバイス、プログラムまたはサービスとの併用で、

本件モバイルアプリケーションを使用することはできません。 

7.6. お客様は、本件モバイルアプリケーションのダウンロードおよび／または使用をする管轄地に

て適用される法令の一切を遵守する方法でのみ、本件モバイルアプリケーションを使用することに同意

します。これには、著作権およびその他の知的財産権に関して適用のある制限が含まれますがこれに限

定されません。 
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8. 本件ユーザーデータ 

8.1. 本件ユーザーデータは、本件ユーザーが自らの責任で本件モバイルアプリケーションの使用を促進

すると判断する場合に本件ユーザーが提供するものです。本件ユーザーは、本件モバイルアプリケーシ

ョンにて自らがアップロード、収集、保存および／または処理する、および／または本件モバイルアプ

リケーションの本件ユーザーによる使用を通して創出および／または変更される、あらゆる本件ユーザ

ーデータの正確性、品質、完全性、合法性、信頼性および適切性および所有に対して単独の責任を負い

ます。本件ユーザーは、本件ユーザーデータに対して自らが保有し得る権利の一切を留保します。本利

用規約を受諾することで本件ユーザーは、本利用規約に基づいて本件ユーザーが本件モバイルアプリケ

ーションの使用を可能にすることを唯一の目的として／のみと併せて、本件ユーザーデータの収集、保

存、使用、輸入、配布、変更、その改良品の配布、実演、翻訳、複製および展示を実施するための、全

世界における非排他的な、取消不能の、ロイヤルティフリーの、全額支払済みの、移転可能な、サブラ

イセンス可能なライセンス権を本会社に付与します。本件ユーザーは、本会社に料金または経費を課す

ことなく、前述のライセンス権の付与に必要となるライセンスおよび承認の一切を保有し、これらを有

効に維持することを表明します。本件ユーザーは、前述のライセンス権の付与に適用されるライセンス

契約または法令に違反せず、または特定の権利または承認使用の範囲を超過していないことを表明しま

す。本件ユーザーは、本件ユーザーによる第 8条 1項の違反に起因して本会社が負担する／対象となり

得る第三者の請求、費用、経費およびその他の金額について本会社を補償および免責することに同意し

ます。 

 

8.2. 本件ユーザーは、本件ユーザーデータのセキュリティに関する要件を決定する単独の責任を負いま

す。本会社は、本件モバイルアプリケーションへのアクセスおよび使用のために本件ユーザーが使用す

るインターネット接続および／または環境またはシステムに由来するセキュリティ違反に起因するデー

タの破壊、損失または盗難に対する責任を引き受けません。これには、ハッカー、不正侵入または不正

アクセスに起因するセキュリティ違反が含まれますが、これに限定されません。本件ユーザーは、自ら

の費用および経費負担で、自らが適切と決定し得る本件ユーザーデータの維持、テスト、バックアップ

および支援を徹底する単独の責任を負います。  

 

8.3. 本件モバイルアプリケーションにて、本件ユーザーが当該アプリケーション内にて本件ユーザーデ

ータをアップロード、収集、保存、処理、創出および／または変更する機能がある場合、以下に該当す

る場合に限定して、本件モバイルアプリケーション内に本件ユーザーデータが保存されます。(i) その

ユーザーアカウントが有効である（本件ユーザーが本件モバイルアプリケーションでユーザーアカウン

トを作成した場合）、または (ii)本件ユーザーに付与された本件モバイルアプリケーションのライセン

ス期間が本利用規約に基づいて満了または終了しておらず、本会社が何時にでも本件ユーザーに本件ユ

ーザーデータを返却する義務または責任を負わない。 

 

8.4. 本会社は、本件ユーザーの明示的な事前承諾を得ていない場合、第三者（本件モバイルアプリケー

ションの提供に関与する供給業者を除きます）に本件ユーザーデータを開示しません。ただし、本件ユ

ーザーデータの開示が以下の目的で必要となる場合は、これに限りません。(i) 本会社またはその関連

会社がそれらに適用される法的義務を遵守する、(ii) 本会社またはその関連会社が政府機関または正当

な管轄権を有する裁判所の該当する命令に従う、または(iii) 本会社またはその関連会社が本利用規約ま

たは訴訟の枠組内にて自らの権利の防御または請求を行う。 

 

9. 個人情報の保護 

 

9.1 本件ユーザーの個人情報は、本会社が本件ユーザーに提供する、本会社のデータプライバシー

およ びクッキー方針 （ Schneider Electric Data Privacy & Cookie Policy ／ https://www.schneider-

electric.com/en/about-us/legal/data-privacy.jsp）を含むプライバシー関連の通知および方針の規定に従って

本会社が処理します。本会社のウェブサイトおよび／またはその現地拠点のウェブサイトに掲載する上

記の方針および内容は、該当するデータ保護法の変更事項の遵守を含む（これに限定されません）法律

上の目的にて、本会社が変更する場合があります。 

 

9.2 本件ユーザーは、自らが本件モバイルアプリケーションでアップロード、保存、創出、使用、

共有、変更、削除または別途の処理をする第三者の個人情報に対する責任を負います。本件ユーザーは、

https://www.schneider-electric.com/en/about-us/legal/data-privacy.jsp
https://www.schneider-electric.com/en/about-us/legal/data-privacy.jsp
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適用のある法規制の一切を遵守し、必要となる同意の一切を取得し、本件に関して必要となる通知の一

切を実施しなければなりません。  

 

10. 保証および保証の否認 

 

10.1 本会社は、本利用規約に定める条件に従って、お客様に本件モバイルアプリケーションのライ

センスを付与するか、本件モバイルアプリケーションを別の方法で提供することを保証します。 

 

10.2  本会社にライセンス料等の料金を支払うことなく無償で、本件モバイルアプリケーションがお

客様によってダウンロードされたかお客様に提供された場合、本件モバイルアプリケーションは「現状

有姿」および「提供可能な限度」でお客様に提供されます。本会社は、適用法に基づき適用される強制

保証を妨げることなく、本件モバイルアプリケーション、本件文書およびそれらのアップデートおよび

アップグレードに関する明示的または黙示的な保証、条件および表明の一切を明示的に否認します。 

 

10.3 本会社にライセンス料等の料金を支払うことで、本件モバイルアプリケーションがお客様によ

ってダウンロードされたかお客様に提供された場合、お客様が本件モバイルアプリケーションを最初に

ダウンロード、アクセスまたは使用（いずれか早い方）した日付から90日間を対象として、本会社は、

本件モバイルアプリケーションが実質的に本件文書に準じて機能することをお客様に保証します。 

上記の制限保証に関する本会社の単独の義務およびお客様の唯一の救済は、お客様に料金を課すことな

く、本件モバイルアプリケーションの欠陥または不適合を（本会社の判断で）是正するかその迂回措置

を提供することに限定されます。ただし、(A) お客様が、上記の保証期間内に本会社に当該欠陥に関す

る通知を提供すること、および(B) 当該欠陥が以下の第10条第4項および第10条第5項に定める除外に該

当しないことを条件とします。  

10.4 お客様の過失またはお客様による本件モバイルアプリケーションの未許可の使用、設定または

インストールに起因して本件モバイルアプリケーションが何らかの方法で変更または故障した範囲につ

いては、本会社の保証は除外され、本会社は保証義務を有さないものとします。これには、本件モバイ

ルアプリケーションと併用する目的で本会社が供給したか、当該併用を指定または承認したものでない

ハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、オペレーティングシステムまたはソリューションと本

件モバイルアプリケーションを併用すること、または本件モバイルアプリケーションの不正な保守が含

まれますが、これに限定されません。 

 

10.5 本件モバイルアプリケーションに欠陥または不適合があり、本会社がお客様に何らかの方法で

提供した本件モバイルアプリケーションのアップデートまたはアップグレードの使用によって本件モバ

イルアプリケーションの当該欠陥または不適合が回避可能であった範囲については、本会社の保証は除

外され、本会社は保証義務を有さないものとします。 

 

10.6 除外できない法令上の保証を妨げることなく、（該当する場合は連邦法および州法の双方の）

法令で認められる最大限の範囲で、お客様が本件モバイルアプリケーションをダウンロード、インスト

ールまたは使用するあらゆる国において、本会社は、第10条に定める事項以外の保証を行わず、本件モ

バイルアプリケーション、本件文書、それらのアップデートおよびアップグレードに関連する明示的ま

たは黙示的なその他の保証、条件および表明の一切を明示的に否認します。これには、商品性、第三者

の権利の非侵害および特定目的適合性の保証、条件および表明が含まれますが、これに限定されません。

さらに、本会社は、本件モバイルアプリケーションおよび本件文書に規定または表示する情報の正確性

を徹底するための合理的措置を自ら実施していることに関わらず、本会社は、本件モバイルアプリケー

ションまたは本件モバイルアプリケーションおよび本件文書に規定もしくは表示する情報がお客様の要

件、期待または目的を充足すること、または本件モバイルアプリケーションの運用に中断もしくはエラ

ーが発生しないこと、または本件モバイルアプリケーションがセキュリティ、インターネットの脅威等

の脅威または中断の可能性の一切から保護されていることにつき、明示的もしくは黙示的かを問わず、

あらゆる種類の保証もしくは表明をしないものとします。 

 

10.7 本会社、その従業員またはその承認済みの販売代理店、再販業者、提携企業または本会社を代

表するその他の者が提供した口頭または書面の情報、供述、意見または助言は、法的責任を創出するも

のでも、何らかの方法で本利用規約に明示的に定める保証の範囲を拡大または変更するものでもありま

せん。 
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10.8 第10条に定める保証を除き、本会社は、別途の契約に基づきお客様との間で合意し得る事項を

除き、本件モバイルアプリケーションに関連する保守、サポートまたは修理サービスをお客様に提供す

る義務を有さないものとします。  

 

11. 責任 

 

11.1 いかなる場合にも、本会社は（自らの作為もしくは不作為または本件モバイルアプリケーショ

ンの制作、生産または納品に関連する本会社のライセンサーを含む第三者の作為または不作為に起因し

て）、契約、不法行為、保証またはその他の法的根拠に基づくかを問わず、本会社が当該損害の可能性

について助言を受けていたかに関わらず、本件モバイルアプリケーションの性能、使用、使用不可また

は不正利用に起因するか関連する、収益の損失、事業の損失、利益もしくは契約の損失または節約の喪

失、事業中断、データの損失、評判の喪失、または管理もしくは勤務時間の浪費、またはその他のあら

ゆる種類の間接的、付随的、特別、懲罰的または派生的な損害について、お客様または第三者に責任を

負わないものとします。 

 

11.2 本利用規約に異なる定めがあったとしても、(i) 本会社による詐欺行為または詐欺的な不実表示、 

(ii) 本会社の故意の不正行為または重大な過失、または(iii) 責任制限が適用されない個人の死亡または

傷害を除き、本利用規約のいずれかの規定に基づくか、本件モバイルアプリケーションまたは本件文書

に起因するか関連する本会社の累積責任および完全な責任は、以下の各号に制限され、いかなる場合に

もこれを超過しないものとします。(I) 賠償請求の対象である本件モバイルアプリケーションの使用権

を取得するためにお客様が支払った税抜きの総額、または (II) 本件モバイルアプリケーションが本会社

にライセンス料等の料金を支払うことなく無償でお客様に提供された場合は、最終的な総額25ドル。 

 

11.3 本利用規約より生起する本会社の責任は、発生した損失もしくは損害に寄与したお客様または

他の第三者の作為または不作為の範囲に基づいて比例的に減少されるものとします。 

 

11.4 本会社は、本件モバイルアプリケーションにアップロード／からダウンロードした本件ユーザ

ーデータまたは本件モバイルアプリケーションの使用に関連して創出もしくは変更された本件ユーザー

データのお客様または第三者による使用、または本件ユーザーデータに基づくかこれに依拠して行うお

客様または第三者の決定、作為または不作為（電気機器の組み立て、設置または保守を含みますがこれ

らに限定されません）の結果について、お客様または第三者に対する責任を負わないものとします。 

 

11.5 いかなる場合にも、本会社は、お客様に以下の責任を負わないものとします。(I) お客様による

本利用規約の義務の不履行または本件文書の非遵守に起因する損害、または(II) 本利用規約に明示的に

規定されるものを除く第三者の請求または要求。  

 

11.6 本件モバイルアプリケーションのアクセスおよび使用に対する権利が本会社の承認済みの販売

代理店、その再販業者、その認定提携業者からお客様に提供された場合（第三者製品を伴うかを問いま

せん）、本会社は、いかなる場合にも、お客様と当該販売代理店、再販業者または提携業者の間で締結

された購入注文書その他契約の当事者とならず、それらに基づく責任を引受または負担しないものとし

ます。 

 

11.7 お客様は、本件モバイルアプリケーションの使用が電気通信網およびインターネットの内在的

なリスクによる制限、遅延および潜在的な故障の対象となる可能性があることを了解します。 本会社

は、前述の制限、遅延および潜在的な故障に起因する遅延または不履行に対する責任を負いません。  

 

11.8 本利用規約に定める保証または責任の除外、制限および否認は、本利用規約に適用される法令

が認める範囲に限定して適用され、お客様が本件モバイルアプリケーションをダウンロード、インスト

ールまたは使用する国で適用される強制的なまたは公の秩序に関する法規制に基づき（場合によっては）

お客様の利益となる法律上の権利には何らの影響も及ぼさずこれを妨げないものとします。 

 

12. 補償 

12.1 お客様は、以下に起因または関連する請求、訴訟、要求、手続き、判決、法的責任、損失、損害、

費用および経費（合理的な弁護士費用および裁判所費用を含みますがこれらに限定されません）の一切につ
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いて、本会社、その関連会社、その各々の役員、取締役、従業員、ライセンサー、請負人、継承者および譲

受人を防御、補償および免責します。(i) 本件ユーザーデータ、(ii) 本利用規約に基づくお客様の義務のお

客様による違反（本件モバイルアプリケーションの不正使用を含みますがこれに限定されません）、

(iii) 本件モバイルアプリケーションのお客様による不正使用（本件文書の規定に反する本件モバイルア

プリケーションのお客様による使用が含まれますがこれに限定されません）、 (iv) お客様による本件モ

バイルアプリケーションの使用に関連して適用される法令および／または規制のお客様による非遵守、 

(v) 本会社が本件モバイルアプリケーションと併用する目的で供給しておらず、当該併用を指定または

承認していないハードウェア、ソフトウェア、ファームウェア、オペレーティングシステムまたはソリ

ューションと本件モバイルアプリケーションの併用、および／または(vi) 本会社の書面承認を得ていな

い、本会社以外の者による本件モバイルアプリケーションの変更、修正または保守。 

12.2 第11条に定める制限に従い、本会社は、本会社が登記上の事務所または主たる事務所を有する

管轄地にて執行可能な著作権が本件モバイルアプリケーションにより侵害されたとの第三者の請求、ま

たは当該管轄地（以下、「対象管轄地」といいます）の法令に基づき保護される企業秘密が本件モバイ

ルアプリケーションにより不正流用されたとの第三者の請求について、お客様を防御および補償します。

ただし、(i) お客様は、自らが当該請求を認識次第、書面で当該請求を直ちに本会社に通知し、(ii) 本会

社は、当該請求の防御および関連する和解交渉の一切に対する単独の権限および支配権を有し、かつ 

(iii) お客様は、本会社が当該請求の防御および和解に対処し、第12条第2項に定める自らの義務を履行

する上で必要とする支援、情報および権限の一切を本会社に提供するものとします。本件モバイルアプ

リケーションが第12条第2項に定める侵害または不正流用を構成すると本会社が主張または確信する場

合、本会社は、自らの経費負担で、以下のいずれかを実施することができます。(i) お客様による本件

モバイルアプリケーションの使用継続を可能にするためのライセンスを取得する、(ii) 本件モバイルア

プリケーションを置換または変更してこれを非侵害とする、または (iii) 本会社が単独の裁量で上記(i) ま

たは (ii)のいずれの履行も経済的または商業的に合理的でないとした場合、本会社は、上記の著作権を

侵害する本件モバイルアプリケーションのライセンスを終了して、お客様がかかる本件モバイルアプリ

ケーションについて本会社に支払ったライセンス料等の料金（もしあれば）をお客様に返金する。第12

条第2項は、第12条第2項に定める請求に対するお客様の単独および排他的な救済ならびに本会社の単独

の責任を定めるものです。  

12.3 法令で認められる範囲に限定して、本会社は、以下の各号に起因または関連する請求について

本利用規約の第 12条第 2項に基づく責任をお客様に対して負わないものとします。(i) 本件ユーザーデ

ータ、 (ii) 本利用規約に基づくお客様の義務のお客様による違反（本件モバイルアプリケーションの不

正使用を含みますがこれに限定されません）、 (iii) 本件モバイルアプリケーションのお客様による不正

使用（本件文書の規定に反する本件モバイルアプリケーションのお客様による使用が含まれますがこれ

に限定されません）、(iv) 本件モバイルアプリケーションの使用に関連して適用される法令および／ま

たは規制のお客様による非遵守、(v) 本件モバイルアプリケーションと併用する目的で本会社が供給し

ておらず、本会社が当該併用を指定または承認していないハードウェア、ソフトウェア、ファームウェ

ア、オペレーティングシステムまたはソリューションと本件モバイルアプリケーションの併用、および

／または(vi) 本会社の書面承認を得ていない、本会社以外の者による本件モバイルアプリケーションの

変更、修正または保守、 (vii) 本件モバイルアプリケーションによる第三者の知的財産権の（実際のま

たは潜在的な）侵害もしくは不正流用を本会社または所管当局がお客様に通知した後における、お客様

による本件モバイルアプリケーションの使用、または (viii) 本会社が提供した修正または強化のお客様

による非使用。 

 

13. 第三者のウェブサイトおよびコンテンツ  

 

本件モバイルアプリケーションにて本件ユーザーが第三者のウェブサイトまたは第三者のコンテンツ、

製品、サービスまたは情報にリンクを張り、それらに本件ユーザーデータを移転し、それらのウェブサ

イトのアドレスを記載し、別の方法でそれらにアクセスすることが可能となる場合、本件ユーザーは、

当該第三者のウェブサイトおよび／またはコンテンツ、製品、サービスおよび情報のアクセスおよび使

用に関連するリスクの一切を負担するものとします。本会社は、かかる第三者のウェブサイトまたは当

該ウェブサイトからアクセス可能な／を通して提供される当該第三者のコンテンツ、製品、サービスお

よび情報を管理せず、それらに対する責任を負わないものとします。お客様による本件モバイルアプリ

ケーションへのアクセスおよび／または使用を通した第三者のウェブサイトへのアクセスまたは第三者
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のコンテンツ、製品、サービスまたは情報の使用は、本件に関するお客様と第三者の関係性を定める第

三者独自の利用規約または法的文書に準じて履行するものとします。 

 

14. 輸出管理 

お客様は、自らが適用のある現地法（該当する場合、連邦法および州法の双方を含みます）および国際

法の一切を遵守することに同意します。これには、本件モバイルアプリケーションのお客様による使用

に関連する米国またはその他の管轄地の輸出管理法が含まれます。  

製品、ソフトウェア、技術または情報の輸出は、輸出管理に関する適用法（主に、米国輸出管理規則お

よびそれに基づく規制、軍民両用（デュアルユース）の製品および技術に適用される欧州規制）によっ

て管理または制限される可能性があります。お客様は、自らまたはその代表者が提案する本件モバイル

アプリケーションまたは本件モバイルアプリケーションのアクセスおよび使用に対する自らの権利に基

づくかこれを行使するサービスの輸出に対する法規制の存在および適用を決定し、それに関連する申告

を実施するまたは必要な承認を取得する単独の責任を有します。お客様は、どの国から輸出されるかを

問わず、当該輸出に適用される法規制に定める義務または制限に違反して、本件モバイルアプリケーシ

ョンまたは本件モバイルアプリケーションのアクセスおよび使用に対する自らの権利に基づくかこれを

行使するサービスを輸出しないことに同意します。 

本件モバイルアプリケーションまたは本件モバイルアプリケーションのアクセスおよび使用に対するお

客様の権利に基づくかこれを行使するサービスの輸出に関連して、お客様またはその代表者が前述の法

規制に定める義務または制限の違反をした場合、お客様は、お客様またはその代表者による当該違反に

起因する請求の一切につき、本会社、その関連会社およびそれらの役員、取締役、従業員、ライセンサ

ー、請負人、承継者および譲受人を補償および免責し、第三者（政府および／または国際機関および／

または組織を含みますがこれらに限定されません）が請求した損害賠償について上記の者に対して賠償

を行います。 

 

15. 譲渡 

 

本利用規約に基づくお客様の権利および義務は、本会社の書面による事前承諾なしに、お客様またはそ

の代表者が販売、サブライセンス、賃貸、譲渡、委託、移転または付与できないものとします。本会社

は、本利用規約に基づく権利および義務を関連会社または本会社が支配権を取得するか合併し得る会社

に譲渡することができます。本利用規約は、前述を条件として、その当事者、それらの継承者および承

認された譲受人を拘束し、それらの利益のために生じます。 

 

16. 終了 

16.1 本会社は、本利用規約の違反または本件モバイルアプリケーションの不正利用を調査（義務で

はありません）し、本件モバイルアプリケーションのお客様によるアクセスおよび／または使用を通し

たお客様または第三者によるセキュリティ上の脅威、詐欺行為またはその他の違法な、悪意ある、もし

くは不適切な活動に関して該当する司法当局と協力することが可能です。 

 

16.2 本会社は、お客様が本利用規約またはそれに含まれるその他の法的文書に基づく自らの義務に

違反した場合、またはお客様が本件モバイルアプリケーションのアクセスまたは使用にて適用法に違反

するか知的財産権を侵害した場合、お客様に対する通知または責任なしに何時でも、本件モバイルアプ

リケーションを使用するためにお客様に付与されたライセンス権を終了する権利を有します。本件モバ

イルアプリケーションを使用するためにお客様に付与されたライセンス権の本会社による終了は、本利

用規約、コモンローまたは（該当する場合）衡平法に基づき本会社に付与され得るその他権利または救

済の放棄またはこれらに対する影響を構成するものではありません。 

前述を妨げることなく、本件モバイルアプリケーションを使用するためにお客様に付与されたライセン

ス権の本会社による終了は、お客様による本利用規約の受諾によってお客様および本会社の間で締結さ

れた法的合意の自動的かつ即時の終了を構成します。 
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16.3 本規約に基づきお客様に付与されるライセンス権が満了または終了となり次第、お客様は、本

件モバイルアプリケーションの使用を即座に停止することを約束し、お客様は、本件モバイルアプリケ

ーションをダウンロードしたコンピューター、ハードディスク、サーバー、タブレット、スマートフォ

ンまたはその他のモバイルデバイスの一切から本件モバイルアプリケーションを削除または消去しなけ

ればなりません。お客様は、第16条第3項に定める必須行為を履行した証明書を本会社の要請に応じて

本会社に提出します。 

16.4 本規約に基づきお客様に付与されたライセンス権の本会社による終了およびそれに伴う本契約

の終了は、本利用規約、コモンローまたは（該当する場合は）衡平法に基づき、上記に定めるお客様の

違反、侵害または抵触に関連または起因して本会社に付与され得るその他の権利または救済の放棄また

はこれらに対する影響を構成するものではありません。本規約に基づきお客様に付与されたライセンス

権の本会社による終了およびそれに伴う本契約の終了は、本利用規約、コモンローまたは（該当する場

合は）衡平法に基づき当該ライセンスに関連または起因して当該終了前にお客様または本会社のために

生起した権利または救済には何らの影響も及ぼしません。 

17. 雑則 

17.1 本会社は、独立請負業者です。お客様および本会社の各々は、本利用規約によりお客様と本会

社の間にパートナーシップ、ジョイントベンチャー、または代理人の関係性が存在せずまたは創出され

ないことに合意します。お客様または本会社のいずれにも、相手方の代理または他者の名義で、明示的

または黙示的な義務または責任を引き受けるまたは創出する権利または権限は付与されません。 

 

17.2 本利用規約は、第三者受益者の関係性を創出するものではありません。本契約は、お客様およ

び本会社以外の者に対する権利、利益または救済の付与をするものではなく、当該付与を意図するもの

ではありません。 

 

17.3 本利用規約は、お客様による本件モバイルアプリケーションの使用権に関するお客様と本会社

の間の完全な合意を構成し、その主題に関連する電子的なまたは口頭もしくは書面による従前の合意ま

たは理解の一切を置換します。本件文書は、本利用規約に基づき付与されるライセンス権の不可欠な部

分を構成します。本利用規約の規定および本件文書の規定の間で矛盾がある場合は、本利用規約の規定

が優先されます。 

 

17.4 正当な管轄地にて本利用規約の規定が無効または執行不可とされた場合、本利用規約の当該規

定は、その意図に可能な限り最も近い規定となるよう本会社が変更を加え、本利用規約のその他の規定

の一切は有効に存続するものとします。 

 

17.5 本利用規約の履行にて送付される通知の一切は書面によるものとします。本件モバイルアプリ

ケーションに関連する一般目的の通知は、本会社のウェブサイト、本件モバイルアプリケーションのダ

ウンロードが可能なアプリケーションストアにおよび／または本件モバイルアプリケーション自体を通

して掲載される一般情報の形式で本会社が提供します。個別のお客様宛の通知は、本会社の判断に基づ

き、本件モバイルアプリケーションをダウンロードする目的でまたは（該当する場合は）本件モバイル

アプリケーションにお客様のユーザーアカウントを作成する目的でお客様が提供した情報に記されるメ

ールアドレス宛に電子メールにより、またはお客様の登記上の事務所または主たる事務所の住所宛に第

1種郵便または郵便料金前納便で書面通信により、本会社がお客様に提供します。本件ユーザーの本会

社に対する通知は、本会社の登記上の事務所または主たる事務所の住所に第1種郵便または郵便料金前

納便で書面により送付されます。 

 

17.6  本会社が本契約に基づく権利、権能または救済を行使または執行しなかった場合、これは当該

権利等の放棄として作用せず、当該放棄として解釈されないものとします。 

 

17.7 本利用規約の見出しは、参照上の便宜上によって記載されたものであり、本規約の解釈に何ら

かの影響を与えるものではありません。 

 

17.8 単数形か複数形かが使用されていても、両方を含むものとします。 

 

17.9 本利用規約の第6条「所有権および商標」、第8条「本件ユーザーデータ」、第10条「保証およ

び保証の否認」、第11条「責任」、第12条「補償」、第14条「輸出管理」、第16条「終了」、第17条
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「雑則」および第18条「適用法および紛争解決」は、本利用規約の終了もしくは満了または本利用規約

に基づきお客様に付与されたライセンス権の終了もしくは満了後も存続します。さらに、本利用規約ま

たはそれに基づきお客様に付与されたライセンス権の終了または満了後においても存続が（その性質に

基づいて）意図される規定は、当該終了または満了後も存続するものとします。 

 

17.10 本会社は、その単独の裁量で何時でも、本利用規約に／から規定を変更、追加または削除する

権利を留保します。本利用規約に対する当該変更、削除または追加は、本会社がそのウェブサイト

（http://www.schneider-electric.com ）、本件モバイルアプリケーションのダウンロードが可能なアプリケ

ーションストアにおよび／または本件モバイルアプリケーション自体を通して掲載を行います。本会社

は、そのウェブサイトもしくは当該アプリケーションストアにおよび／または本件モバイルアプリケー

ション自体を通して掲載された本利用規約の最新版を慎重に確認することをあらゆる本件ユーザー（登

録済みのユーザーを含みます）に推奨します。本件モバイルアプリケーションまたはそれに対するアッ

プデートまたはアップグレードの使用前に、本利用規約の最新版を確認することは本件ユーザーの責任

となります。本会社が本利用規約の当該変更、追加、削除を公開した後に本件ユーザーが本件モバイル

アプリケーションを継続的に使用した場合、本件ユーザーが変更済みの本利用規約を受諾しこれに同意

したとみなされます。  

 

17.11 お客様は、自らによる本利用規約の遵守を本会社が（お客様に対する合理的な書面通知をもって）

確認できるよう、自らの通常の営業時間に本会社が該当する全記録を検証できるよう手配することに同

意します。さらに、お客様は、本会社または本会社の権限を有する代表者の要請をもって、自らまたは

その従業員による本件モバイルアプリケーションの使用が本利用規約を遵守していることを速やかに文

書化して本会社に書面で証明することに同意します。 

本会社は、お客様による本利用規約の遵守を徹底するため、お客様の通常の営業時間にお客様による本

件モバイルアプリケーションの使用を（合理的な書面通知をもって）検査することができます。当該検

証または検査の結果にて、本件モバイルアプリケーションのライセンスなしのまたは不正な使用、また

はお客様が本会社に対して契約上の支払義務を有するライセンス料等の料金（もしあれば）について支

払不足があることが明らかとなった場合、お客様は (i) 本件モバイルアプリケーションの使用に十分な

額の料金または本会社に対する料金の未払額を速やかに支払い、かつ (ii) 当該検証または検査の費用を

本会社に償還します。 

 

18. 適用法および紛争解決 

18.1 本利用規約は、抵触法の適用を除き、日本の法令のみに準拠します。可能な範囲で、本会社および

お客様は、国際物品売買契約に関する国際連合条約が本利用規約に適用されないことに合意します。 

18.2 本利用規約に起因または関連する紛争の一切は、上記に定める本利用規約の準拠法に従って最終的

に解決されます。両当事者は本規約により、本利用規約の解釈または運用に関する訴訟またはその他の

手続きに関連して、東京地方裁判所の専属的管轄権に取消不可で同意して、これに服するものとします。

各当事者は、永続的に、本条項に定める裁判所が対人管轄権を有さないとの主張、裁判地が不適切また

は法定地が不便との主張に基づく抗弁を放棄し、その主張をしないことに同意します。  

18.3 お客様は、自らが本利用規約の規定に違反して当該規定が厳密に執行されない場合、本会社が回復

不能な損害（コモンローの損害賠償では十分な救済とならない損害）を被ることを了解しこれに同意し

ます。そのため、お客様による本利用規約の違反またはそのおそれが生じた場合、本会社は、その他の

権利または救済の一切に加えて、本会社が登記上の事務所または主たる事務所を有する国および／また

は（文脈上で関連する場合）お客様が本件モバイルアプリケーションのダウンロード、インストールま

たは使用を実施する国の連邦法および州法（該当する場合）を含む適用法が認める範囲で、以下に対す

る権利を留保します。(i)当該違反を制限するための差止命令またはその他の差止救済（実際の損害の提

示または差止命令保証金等の保証金の差し入れを必要としません）、および／または (ii) 本利用規約の

該当する規定を厳密に履行するための命令。 
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