ソフトウェア使用許諾書
株式会社 NSD(以下「NSD」といいます)は、お客様に対して、以下の条件においてライセンスを許諾しま
す。
(定義)
1.本使用許諾書で使用する定義は、以下のとおりとします。
(1)「お客様」とは、NSD に対して、直接または一般社団法人 Edgecross コンソーシアム（以下「コンソ
ーシアム」といいます）が運営するマーケットプレイスを通じて、NSD が保有するプログラムを注文し
た団体をいいます。
(2)「対象ドキュメント」とは、対象プログラムをインストールし使用するためのドキュメント、マニ
ュアルまたはそれらの改訂版(いずれも電子媒体で提供されるものを含みます)をいいます。
(3)「対象プログラム」とは、コンソーシアムが運営するマーケットプレイスにおいてお客様が注文さ
れたソフトウェア製品、対象ドキュメントおよびサポート・サービスを通じて入手されたプログラムの
更新版をいいます。
(4)「対象サービス」とは、お客様が注文した「サポート・サービス」をいいます。
(権利許諾)
1.お客様は、特段の定めがない限り、日本国内において、本使用許諾および対象ドキュメントに明記さ
れた定義および規定に従って、お客様の業務処理を唯一の目的として対象プログラムを使用する、また
はサービスを受ける、非独占的で、譲渡不能の限定された権利が許諾されます。
2.対象ドキュメントは、対象プログラムと共に提供されるか、またはオンラインで入手することができ
ます。
3.対象サービスは、本使用許諾または本使用許諾とは別の契約に基づき注文された対象プログラムに対
して提供されます。お客様の対象プログラムの使用条件は本使用許諾の条件が適用されます。NSD が提
供する対象サービスは、本利用許諾に別段の定めがある場合を除き、対象プログラムの使用権の許諾と
は別に提供されます。
(支払)
1.対象プログラムおよび対象サポートのライセンスの料金は、コンソーシアムを通じて請求されます。
(権利および制限)
1.NSD は、対象プログラムについて一切の所有権および知的財産権を保有します。NSD が開発したもの
や本使用許諾によりお客様に納入されたものに関わる全ての知的財産権は、NSD が保有します。お客様
は、1 台のコンピュータにつき 1 つの対象プログラムをインストールすることができます。
2.いくつかの NSD のプログラムと共に使用するのに適している、または必要となる第三者プログラムが
対象ドキュメントに記載される場合があります。当該第三者プログラムは、本使用許諾の条件ではなく、
NSD と当該第三者との適切なライセンス使用許諾に基づき、お客様に使用権が付与されています。
3.お客様は以下の行為をしてはなりません。
(1) 対象プログラムの表示または NSD または第三者プログラムに含まれる著作権、商標権に関する識別

情報その他注意事項の表示を削除または変更すること
(2) 何らかの方法で、第三者の業務処理目的で対象プログラムまたは対象サービスの提供により生じた
成果物を当該第三者に使用させること(ただし、お客様が購入した対象プログラムにより生じた成果物
の使用権許諾条件において第三者の使用を明確に認めている場合はこの限りではありません)
(3) 対象プログラムのリバース・エンジニアリング(ただし、法律で許容されている場合を除きます)、
逆アセンブルもしくは逆コンパイルを自ら行ない、または第三者にそれらの行為を行わせること。
(保証、免責および唯一の救済措置)
1.NSD は、お客様に使用許諾されたプログラムが全ての主要な点において該当の対象ドキュメント記載
の機能を有することおよびコンソーシアムの認証試験に合格していることを、当該対象プログラムの使
用許諾後 1 年間保証します。お客様は対象プログラムに保証を満たさない部分があった場合、使用許諾
後 1 年以内に NSD に通知しなければなりません。また、NSD は、対象サービスが業界の標準とされる専
門家の水準で提供されることを保証します。
2.NSD は、対象プログラムが中断することなく稼働することを保証せず、またバグやエラーのすべてを
補正することを保証しません。
3.第 1 項の保証義務違反を発生させた対象プログラムを補正します。ただし、NSD が商業的に合理的な
方法で保証義務違反を実質的に補正できない場合に限り、お客様は対象プログラムの使用を終了し、当
該対象プログラムについて支払い済みのライセンス料の返還を受けることができます。なお、返還する
ライセンス料のうち、使用許諾後から NSD に保証義務違反が生じた時点までのライセンス料相当額を除
くものとします。
4.法律の許す範囲で本条の保証が唯一のものであり、商品性および特定目的への適合性についての保証
や条件を含め、本条以外の明示的あるいは黙示的な保証や条件は一切ありません。
(補償)
1.第三者が、NSD から提供されお客様が使用している対象プログラム、対象ドキュメント(本条では以下
「資料等」といいます)のいずれかについて、当該第三者の知的財産権を侵害しているとするクレーム
を提起した場合、NSD は、お客様が以下の各号を実施することを条件に、NSD の費用と負担において当
該クレームからお客様を防御するとともに、裁判所が判示した当該第三者に対する損害額、損害賠償額、
費用、または NSD が同意した和解金額につきお客様に補償を行うものとします。
(1) 当該クレームから 7 日以内に、NSD に書面にて速やかに通知をすること
(2) 防御、および解決のためのあらゆる交渉の指揮・管理を NSD のみに与えること
(3) 当該クレームの防御や解決に必要となる情報や権限、助力を NSD に与えること
2.資料等のいずれかが第三者の知的財産権を侵害していると判断された場合、または、NSD が侵害して
いると認めた場合は、NSD は当該提供物を非侵害となるように(その実用性または機能性を実質的に維持
しながら)修正するか、あるいはその継続使用を可能とする使用権を取得するかいずれかの措置をとる
ことができます。いずれの措置も商業上合理的に取りえない場合は、NSD は当該提供物の使用を終了さ
せ返却を求めることができ、当該資料等に関してお客様が支払った料金をお客様に返還します。
3.次の各号のいずれかに該当する場合は、NSD はお客様に対して補償を行わないものとします。
(1) お客様に提供された変更が加えられていない、かつ最新版の資料等をお客様が使用していれば侵害
が避けられた場合に、お客様が資料等に変更を加え、または NSD が定める対象ドキュメントその他利用

規約に定める使用範囲を超えて資料等を使用した場合、あるいは旧バージョンの対象プログラムを使用
していた場合
(2) 当該クレームが NSD の提供していない情報、デザイン、仕様、指図、ソフトウェア、データおよび
その他の資料に起因した場合
(3) 対象プログラムまたは資料等を NSD が提供したものではない製品やサービスと組み合わせたことに
起因する侵害の場合
(4) お客様の行為に起因する第三者に対する侵害であって、NSD のプログラムが提供されたままの状態
で、本使用許諾の条件に従って使用されていれば、第三者の知的財産権を侵害することがなかった場合
4.本条は、権利侵害によるクレームまたは損害に関する両当事者の唯一の救済措置とします。
(責任の制限)
1.いずれの当事者も間接損害、付随的損害、特別損害、懲罰的損害または結果的損害について、あるい
は、逸失利益、売上の喪失、データまたはデータの使用機会の喪失について、何ら責任を負わないもの
とします。本使用許諾に基づく損害に対する NSD の賠償責任は、債務不履行、不法行為、瑕疵担保責任
その他いかなる法律構成を問わず、本使用許諾に基づいてお客様が支払った金額を上限とします。なお、
本条は、一方当事者が本使用許諾に基づき相手方当事者に対し負っている支払い債務を免除するもので
はありません。
(サポート・サービス)
1.NSD は、対象プログラムを注文したお客様に対して、注文日から１年間、対象プログラムの注文に付
随して、無償により「サポート・サービス」を提供します。「サポート・サービス」とは、対象プログ
ラムのバージョンアップ、セキュリティパッチの提供、対象プログラムに関するお問い合わせ窓口など、
本使用許諾またはコンソーシアムのマーケットプレイス等において NSD が定めたお客様の注文により提
供される保守サポートをいいます。
2.前項の対象サービス終了後、対象プログラムに関するサポート・サービスの内容、料金その他の条件
は、お客様が NSD と別途締結する有償の保守契約によるものとします。
(使用権許諾契約の終了)
1.一方の当事者が本使用許諾の重要な条件に違反し、書面で違反内容の明示があった後 30 日以内に違
反を是正しないときは、違反当事者は契約の不履行となり、被違反当事者は本使用許諾を終了させるこ
とができます。ただし、代金未払い以外の違反については、被違反当事者は、自己の裁量により違反当
事者が違反を是正するために合理的な努力を続ける限り、当該 30 日期間を延長することに同意します。
2.NSD が、前項に基づき本使用許諾を終了した場合、お客様は、本使用許諾に基づき注文した対象プロ
グラムの未払代金全額とその消費税額との合計金額を本使用許諾の終了時から 30 日以内に支払うもの
とします。NSD が、(補償)の定めに基づき対象プログラムの使用権を終了した場合、(補償)の第４項に
かかわらず、お客様は、本使用許諾に基づき当該使用権に関わる未払代金全額とその消費税額との合計
金額を使用権の終了時から 30 日以内に支払うものとします。
3.本使用許諾についてお客様の債務不履行が発生した場合、お客様は本使用許諾に基づく対象プログラ
ムの使用はできないことに同意します。
4.本使用許諾の終了後においても、(補償)、(責任の制限)およびその他の事項でその性質上存続すべき

事項は、本使用許諾終了後も引き続き存続します。
(秘密保持)
1.本使用許諾により両当事者は相互に秘密である情報(以下「秘密情報」といいます)を入手する場合が
あります。両当事者は、本使用許諾上の義務を履行するうえで必要となる情報のみを開示することに合
意します。秘密情報は、本使用許諾の条件および開示する当事者(以下「開示側当事者」といいます)が
それを受領する当事者(以下「受領側当事者」といいます)に開示時点で秘密として明示された全ての情
報に限定されるものとします。
2.各当事者の秘密情報には、次の各号の情報は含まれないものとします。
(1) 受領側当事者の行為や過失によらずに公知であるかまたは公知となった情報
(2) 開示前に受領側当事者が開示側当事者から直接間接を問わず受領せずに適法に占有していた情報
(3) 受領側当事者が第三者から開示について制限を受けることなく適法に開示を受けた情報
(4) 受領側当事者が独自に開発した情報
3.各当事者は、相手方当事者の秘密情報を開示された日から 10 年間にわたり秘密情報を秘密に保持す
ることに同意します。また、各当事者は、秘密情報の漏洩を防ぐ義務を負う役員、従業員に対してのみ、
秘密情報を開示することに同意します。本条項は、お客様または NSD が、本使用許諾により生じる法的
な手続において、本使用許諾の条件を開示すること、あるいは法律に基づき政府機関に秘密情報を開示
することを制限するものではありません。
(輸出管理)
1.対象プログラムに対しては、日本国の輸出に関する法令および規制(みなし輸出およびみなし再輸出
に関する規制を含め、以下「輸出関連法規」といいます)が適用されます。お客様は、対象プログラム(技
術データを含みます)および対象サービスの成果物の使用にあたり、輸出関連法規に従うことに同意し
ます。お客様は、データ、情報、プログラム(対象プログラムを含みます)、もしくは対象サービスによ
り作成された資料またはそれらを利用した直接的製品が、輸出関連法規に違反して、直接または間接で
あるかを問わず輸出されないこと、輸出関連法規で禁止されている用途(核兵器、化学兵器、生物兵器
の拡散、ミサイル技術の開発を含むがこれらに限定されません)で使用されないことに同意します。
(権利譲渡の禁止)
1.お客様は、第三者に対し、本使用許諾に基づく権利義務を譲渡すること、また、対象プログラムに関
する権利を贈与、譲渡することはできません。お客様が対象プログラムを担保に供した場合でも、当該
担保権者は当該対象プログラムを利用または譲渡する権利を有しません。
(出訴期限)
1.料金不払いまたは NSD の財産権に対する侵害に関する訴訟を除き、いずれの当事者も本使用許諾によ
り生じる訴訟を、いかなる形態であれ、訴訟の原因が発生した時から 3 年経過した後には提起するこ
とはできません。
(監査)
1.NSD は、30 日前までに書面で通知することにより、お客様による対象プログラムの使用状況について、

監査を行うことができます。お客様は NSD による監査に協力し、合理的な範囲内で助力および情報を提
供することに同意します。ただし、NSD は、当該監査をお客様の事業活動を妨げることなく、お客様の
通常業務の時間帯に行うものとします。
2.前項の監査の結果、お客様に使用許諾された範囲を超えて当該プログラムを使用した際に適用される
対価については、お客様は NSD の書面による通知から 30 日以内に超過分の対価を支払うことに同意し
ます。お客様から当該超過分の対価が支払われない場合、NSD は、本使用許諾を終了させることができ
ます。かかる場合、お客様に対する対象プログラムの使用権、サポート・サービスは終了します。お客
様は、監査に協力することにより生じた費用について、NSD には一切責任がないことに同意します。
(不可抗力)
1.いずれの当事者も以下の事由による義務の不履行または遅滞について責任を負わないものとします。
(1)戦争、反乱、妨害行為(2)天災(3)債務者の責めによらない電気、インターネットまたは電気通信上
の機能停止(4)政府の規制(輸出またはその他のライセンスの拒否、取消しを含みます)(5)その他債務者
の合理的な支配を超えた事態
2.両当事者は、不可抗力の影響を緩和させるために合理的な努力を行うこととします。
3.本条は通常の障害回復処置にしたがって適切な対策を講じる各当事者の義務、または納入された対象
プログラムに対するお客様の支払い義務を免除するものではありません。
(通知)
1.お客様が NSD との間で紛争を提起する場合、お客様が本使用許諾の補償条項に基づく通知をする場合、
あるいはお客様が (1)支払停止 (2)重要な財産または本使用許諾に基づき NSD から交付を受けた財産に
ついての仮差押、仮処分、差押または強制執行手続の開始 (3)解散決議または破産、民事再生手続開始、
会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立 (4)合併、会社分割、株式移転、株式交換、事業譲渡の
決議(事業内容が実質的に変わらない場合を除きます)、をしたときは、お客様は速やかに下記宛に書面
により通知するものとします。
・〒101-0063 東京都千代田区神田淡路町 2-101 産業・社会ソリューション事業本部システム 1 部
(完全合意)
1.お客様は、本使用許諾および本使用許諾で明示的に言及された情報が、お客様から注文された対象プ
ログラムに関するお客様と NSD との間の合意の全てであり、本使用許諾が、書面または口頭であるかを
問わず、当該対象プログラムに関わる過去のまたは同時期になされたすべての合意や意思表示に取って
代わることを了解します。
2.本使用許諾の条項のいずれかが無効、または強制執行不能であることが判明した場合、当該条項は本
使用許諾の目的および意図に沿った条文に置き換わるものとし、その他の条項は引き続き有効とします。
3.両当事者は、
本使用許諾の条件が、
いかなる購買注文書その他 NSD の書式でない書面に取って代わり、
いかなる購買注文書またはその他 NSD の書式でない書面の条件も、コンソーシアムが定めた NSD および
お客様の双方を拘束する規約等が存在する場合を除き、お客様が注文した対象プログラムに対して適用
されないことを明確に合意します。
4.お客様および NSD の正当な権限を有する者が署名または記名押印した書面もしくはオンライン上にお
ける合意による手続による場合を除き、本使用許諾は修正されず、権利および制限について変更や放棄

がなされないものとします。
5.本使用許諾において必要な通知は、書面その他適切な手段により相手方当事者に行うものとします。
(準拠法と管轄裁判所)
1.本使用許諾は、日本国の実体法と手続法が適用され、お客様と NSD は、本使用許諾により生じる紛争
については東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
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