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GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR SAP CLOUD SERVICES (for indirect sales) 

SAP クラウドサービス（間接的販売用）の一般条件 

(“CLOUD EULA”) 

（以下「Cloud EULA」） 

 

1. DEFINITIONS 

1. 定義 

Capitalized terms used in this document are defined in the Glossary.  

この文書で使用されている鍵括弧付きの用語は、「用語集」で定義されている。  

 

2. USAGE RIGHTS AND RESTRICTIONS 

2. 使用権及び制限 

2.1 Grant of Rights. 

2.1 権利の付与 

Subject to all fees paid by the Partner to SAP, SAP grants to Customer on behalf of Partner a 

non-exclusive, non-transferable and world-wide right to use the Cloud Service (including its 

implementation and configuration), Cloud Materials and Documentation solely for Customer’s and 

its Affiliates’ internal business operations. Permitted uses and restrictions of the Cloud Service 

also apply to Cloud Materials and Documentation. 

「パートナー」によりすべての料金が SAP に支払い済みであることを条件として、SAP は「パートナー」に

代わり、顧客に対して、顧客及びその「関連会社」の組織内業務のみのために、「クラウドサービス」（そ

の導入及び設定を含む）、「クラウドマテリアル」及び「ドキュメンテーション」を使用するための、非独

占的、譲渡不可、かつ全世界にわたる権利を許諾する。「クラウドサービス」について許可された使用及び

制限は、「クラウドマテリアル」及び「ドキュメンテーション」にも適用される。 

2.2 Authorized Users. 

2.2 認定ユーザー 

Customer may permit Authorized Users to use the Cloud Service. Usage is limited to the Usage 

Metrics and volumes stated in the Cloud EULA Acceptance Form. Access credentials for the Cloud 

Service may not be used by more than one individual, but may be transferred from one individual 

to another if the original user is no longer permitted to use the Cloud Service. Customer is 

responsible for breaches of the Agreement caused by Authorized Users. 

顧客は、「認定ユーザー」に「クラウドサービス」の使用を許可することができる。使用は、「Cloud EULA 

受諾フォーム」に記載された「使用メトリクス」及び数量に制限される。「クラウドサービス」のアクセス

資格は複数の個人が使用することはできないが、当初のユーザーに対する「クラウドサービス」の使用許可

が取り消された場合は、ある個人から別の個人に移転することができる。顧客は、「認定ユーザー」によっ

て引き起こされた「本契約」の違反について責任を負う。 

2.3 Acceptable Use Policy. 

2.3 利用規定 

With respect to the Cloud Service, Customer will not: 

「クラウドサービス」に関して、顧客は以下を行ってはならない。 

(a) disassemble, decompile, reverse-engineer, copy, translate or make derivative works, 

(a) 逆アセンブル、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、コピー、翻訳、又は派生成果物の作成 

(b) transmit any content or data that is unlawful or infringes any intellectual property rights, or 

(b) 違法であるか又は知的財産権を侵害することになる、コンテンツ又はデータの転送 

(c) circumvent or endanger its operation or security. 

(c) その運用又はセキュリティを迂回するか、又は危険にさらすこと 

2.4 Verification of Use. 

2.4 利用の検証 

Customer will monitor its own use of the Cloud Service and report any use in excess of the Usage Metrics 

and volume to Partner. SAP may monitor use to verify compliance with Usage Metrics, volume 
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and the Agreement. SAP will be permitted to forward any data regarding use in excess of the 

Usage Metrics, volume and the Agreement by the Customer to Partner. 

顧客は、自己の「クラウドサービス」の利用状況を監視し、「使用メトリクス」及び数量を超過した利用に

ついて「パートナー」に報告するものとする。SAP は、「使用メトリクス」、数量、及び「本契約」の遵守

を検証するために、利用状況を監視することができる。SAP は、「使用メトリクス」、数量、及び「本契約」

を超過した顧客の利用に関するデータを、「パートナー」に送ることを許可されるものとする。 

2.5 Suspension of Cloud Service. 

2.5 クラウドサービスの停止 

SAP may suspend use of the Cloud Service if continued use may result in material harm to the 

Cloud Service or its users. SAP will promptly notify Customer of the suspension. SAP will limit the 

suspension in time and scope as reasonably possible under the circumstances. 

使用を継続すれば「クラウドサービス」又はそのユーザーに重大な被害が及ぶ恐れがある場合は、SAP は、

「クラウドサービス」の使用を停止することができる。SAP は、停止について速やかに顧客に通知するもの

とする。SAP は、その状況下で可能な限り合理的な期間及び範囲に、停止を制限するものとする。 

2.6 Third Party Web Services. 

2.6 第三者の Web サービス 

The Cloud Service may include integrations with web services made available by third parties 

(other than SAP SE or its Affiliates) that are accessed through the Cloud Service and subject to 

terms and conditions with those third parties. These third party web services are not part of the 

Cloud Service and the Agreement does not apply to them. 

「クラウドサービス」には、第三者（SAP SE 又はその「関連会社」を除く）により提供される Web サービス

との統合が含まれる場合があり、それらは「クラウドサービス」を通じてアクセスすることができ、かかる

第三者の諸条件が適用される。かかる第三者の Web サービスは「クラウドサービス」の一部ではなく、「本

契約」はこれらに適用されない。 

2.7 Mobile Access to Cloud Service.  

2.7 クラウドサービスに対するモバイルアクセス 

Authorized Users may access certain Cloud Services through mobile applications obtained from 

third-party websites such as Android or Apple app store. The use of mobile applications may be 

governed by the terms and conditions presented upon download/access to the mobile application 

and not by the terms of the Agreement. 

「認定ユーザー」は、Android 又は Apple の App Store など第三者の Web サイトから取得したモバイルアプ

リケーションを通じて、特定の「クラウドサービス」にアクセスすることができる。モバイルアプリケーショ

ンの使用には、「本契約」の条件ではなく、当該モバイルアプリケーションのダウンロード/アクセス時に提

示された諸条件が適用される。 

 

3. SAP RESPONSIBILITIES 

3. SAP の責任 

3.1 Provisioning. 

3.1 プロビジョニング 

SAP provides access to the Cloud Service as described in the Agreement. 

SAP は、「本契約」に記載されたとおり、「クラウドサービス」に対するアクセスを提供する。 

3.2 Support. 

3.2 サポート 

SAP provides support for the Cloud Service as referenced in the Cloud EULA Acceptance Form. 

SAP は、「Cloud EULA 受諾フォーム」で参照するとおり、「クラウドサービス」のサポートを提供する。 

3.3 Security. 

3.3 セキュリティ 

SAP will implement and maintain appropriate technical and organizational measures to protect 

the personal data processed by SAP as part of the Cloud Service as described in the Data 

Processing Agreement in accordance with applicable data protection law. 
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SAP は、「クラウドサービス」の一部として SAPにより処理される個人データを保護するために、「データ処

理契約」に記載された適切な技術的及び組織的な対策を適用されるデータ保護法に従って導入及び維持する

ものとする。 

3.4 Modifications. 

3.4 修正 

The Cloud Service and SAP Policies may be modified by SAP at any time. Modifications may include 

optional new features for the Cloud Service, which Customer may use subject to the then-current 

Supplement and Documentation. 

「クラウドサービス」及び「SAP ポリシー」は SAP が随時修正することができる。修正には「クラウドサー

ビス」のオプションの新機能が含まれる場合があるが、顧客はこれを、その時点で最新の「補足条件」及び

「ドキュメンテーション」に従って使用することができる。 

3.5 Analyses. 

3.5 分析 

SAP, SAP SE or their Affiliates may create analyses utilizing, in part, Customer Data and 

information derived from Customer’s use of the Cloud Service and Services. Analyses will 

anonymize and aggregate information, and will be treated as Cloud Materials. Examples of how 

analyses may be used include: optimizing resources and support; research and development; 

automated processes that enable continuous improvement, performance optimization and 

development of new SAP products and services; verification of security and data integrity; 

internal demand planning; and data products such as industry trends and developments, indices 

and anonymous benchmarking. 

SAP、SAP SE、又はそれらの「関連会社」は、「顧客データ」、並びに顧客による「クラウドサービス」及び

「サービス」の利用に由来する情報を部分的に利用して、分析を作成することができる。分析は匿名化され、

集約された情報であり、「クラウドマテリアル」として扱われる。分析の用途の例として、次のようなもの

が挙げられる：リソース及びサポートの最適化。研究開発。継続的改善、パフォーマンス最適化、及び新規

の SAP 製品及びサービスの開発を可能にする自動化プロセス。セキュリティ及びデータの完全性の検証。社

内需要計画。並びに業界のトレンド及び開発、指標、匿名ベンチマーキングなどのデータ製品。 

 

4. CUSTOMER AND PERSONAL DATA 

4. 顧客データ及び個人データ 

4.1 Customer Data. 

4.1 顧客データ 

Customer is responsible for the Customer Data and entering it into the Cloud Service. Customer 

grants to SAP, SAP SE, and their Affiliates and subcontractors a non-exclusive right to process 

Customer Data solely to provide and support the Cloud Service. 

顧客は、「顧客データ」、及び「クラウドサービス」へのその入力について責任を負う。顧客は、SAP、SAP 

SE、並びにそれらの「関連会社」及び外注先に対して、「クラウドサービス」の提供及びサポートのみのた

めに「顧客データ」を処理する非独占的権利を許諾する。 

4.2 Personal Data. 

4.2 個人データ 

Customer will collect and maintain all personal data contained in the Customer Data in compliance 

with applicable data privacy and protection laws. 

顧客は、適用されるデータのプライバシー及び保護に関する法律を遵守して、「顧客データ」に含まれるす

べての個人データを収集し、管理するものとする。 

4.3 Security. 

4.3 セキュリティ 

Customer will maintain reasonable security standards for its Authorized Users’ use of the Cloud 

Service.  

顧客は、自身の「認定ユーザー」による「クラウドサービス」の使用について、合理的なセキュリティの基

準を維持するものとする。  
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4.4 Access to Customer Data. 

4.4 顧客データへのアクセス 

(a) During the Subscription Term, Customer can access its Customer Data at any time. 

Customer may export and retrieve its Customer Data in a standard format. Export and 

retrieval may be subject to technical limitations stated in the Documentation. 

(a) 「サブスクリプション期間」中、顧客は、自身の「顧客データ」に随時アクセスすることができる。

顧客は、標準フォーマットで自身の「顧客データ」をエクスポートし、取得することができる。エク

スポート及び取得については、「ドキュメンテーション」に記載されている制限事項が適用される場

合がある。 

(b) Before the Subscription Term expires, Customer may use SAP’s self-service export tools (as 

available) to perform a final export of Customer Data from the Cloud Service. 

(b) 「サブスクリプション期間」が満了する前に、顧客は、SAP のセルフサービスエクスポートツール（利

用できる場合）を使用して、「クラウドサービス」からの「顧客データ」の最終的なエクスポートを

実行することができる。 

(c) Following the end of the Agreement, SAP will delete or overwrite the Customer Data 

remaining on servers hosting the Cloud Service unless applicable law requires retention. 

Retained data is subject to the confidentiality provisions of the Agreement. 

(c) 「本契約｣の終了後、SAP は、適用される法律によって保持が義務付けられている場合を除き、「クラ

ウドサービス」をホストしているサーバー上に残存している「顧客データ」を削除又は上書きする。

保持されたデータには、「本契約｣の秘密保持規定が適用される。 

(d) In the event of third party legal proceedings relating to the Customer Data, SAP will 

cooperate with Customer and comply with applicable law (both at Customer’s expense) with 

respect to handling of the Customer Data. 

(d) 「顧客データ」に関して第三者が訴訟手続きを開始した場合は、SAP は、「顧客データ」の取り扱いに

ついて、顧客と協力し、適用法を遵守するものとする（共に顧客が費用を負担する）。 

 

5. PARTNER RELATIONSHIP 

5. パートナーとの関係 

5.1 Non-Payment by Partner 

5.1 パートナーによる未払い 

SAP may at its sole discretion suspend Customer’s use of the Cloud Service and/or terminate the 

Agreement if Partner fails to pay any fee or other amount payable by it on its due date. 

「パートナー」が料金等の自身が支払うべき金額をその期限までに支払わなかった場合、SAP はその単独の

裁量で、顧客による「クラウドサービス」の使用を停止する及び/又は「本契約｣を解除することができる。 

5.2 Termination of partner relationship or orders relating to Customer 

5.2 パートナーとの関係の終了又は顧客に関連する注文の取り消し 

If (i) Partner terminates all orders relating to the Customer or (ii) SAP terminates any of Partner’s 

orders relating to the Customer for good cause or (iii) the partnership between SAP and Partner 

relating to the sale of subscription for the Cloud Services is terminated, SAP may (depending on 

Customer’s choice): 

(i) 「パートナー」が、顧客に関連するすべての注文を取り消した場合、又は (ii) SAP が顧客に関連する

「パートナー」の注文を正当な理由により取り消した場合、又は (iii) 「クラウドサービス」のサブスクリ

プションの販売に関連する SAP と「パートナー」間のパートナーシップが終了した場合、SAP は（顧客の選

択に応じて）以下のいずれかを行うことができる。 

(a) directly provide the affected Cloud Service to the Customer pursuant to SAP’s then-current 

General Terms and Conditions for SAP Cloud Services for mutually-agreed subscription 

fees; or 

(a) SAP のその時点で有効な「SAP クラウドサービスの一般条件」に従い、相互に合意したサブスクリプ

ション料金で、影響を受ける「クラウドサービス」を顧客に直接提供する。 

(b) recommend to Customer other partners or third parties for the provision of the affected 

Cloud Service. 
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(b) 影響を受ける「クラウドサービス」の提供のために、他のパートナー又は第三者を顧客に推挙する。 

5.3 Independence of Partner 

5.3 パートナーの独立性 

Partner is not an agent of SAP. It is an independent entity with no authority to bind SAP or to make 

representations or warranties on SAP’s behalf. SAP will not be liable for reasonably relying on the 

accuracy and reliability of written information provided by Partner in making any decision that 

would give SAP ground to suspend the Cloud Service or terminate the Agreement. 

「パートナー」は、SAP の代理人ではなく、独立した事業体であり、SAP を拘束する、又は SAP に代わって

表明若しくは保証を行う権限を有しない。SAP は、何らかの決定を行う上で、「クラウドサービス」の利用停

止又は「本契約｣の解除の根拠を SAP に与えることになる「パートナー」により提供された書面による情報の

正確性及び信頼度に、合理的に依拠することに対して、責任を負わないものとする。 

5.4  No representations or warranties 

5.4  表明及び保証の否認 

SAP makes no representations or warranties as to such authorized distributor or reseller, or any 

other third party, related to the performance of the products or services of such entities, and fully 

disclaims any such warranties in accordance with Section 7. 

SAP は、かかる認定頒布業者若しくは認定リセラー、又はその他の第三者について、当該事業体の製品又は

サービスのパフォーマンスに関連する表明又は保証を一切行わず、第 7 条に従ってかかる保証を完全に排除

する。 

 

6. TERM AND TERMINATION 

6. 期間及び終了 

6.1 Term. 

6.1 期間 

The initial Subscription Term is as stated in the Cloud EULA Acceptance Form. 

初回の「サブスクリプション期間」は、「Cloud EULA 受諾フォーム」に記載するとおりである。 

6.2 Termination. 

6.2 終了 

(a) A party may terminate the Agreement: 

(a) 各当事者は、以下のとおりに「本契約」を解除することができる。 

(i) upon thirty days written notice of the other party’s material breach (including without 

limitation Customer’s failure to pay Partner any fees due for the Cloud Service) unless 

the breach is cured during that thirty day period, 

(i) 他方当事者の重大な違反（「クラウドサービス」に関して支払うべき料金を顧客が「パート

ナー」に支払わなかったことが含まれるが、これに限られない）について、30 日前までに書面

で通知したとき。ただし、当該違反がかかる 30 日の期間中に是正された場合は、この限りで

はない｡ 

(ii) immediately, if the other party files for bankruptcy, becomes insolvent, or makes an 

assignment for the benefit of creditors, or otherwise materially breaches Sections 11 

or 12.6. 

(ii) 他方当事者が、破産手続きを申請し、支払不能となり、又は債権者のために財産譲渡を行う

か、その他第 11 条又は第 12.6 条について重大な違反を犯した場合は、直ちに。 

(b) SAP may terminate the Agreement if the relevant Cloud Services that this Agreement 

pertains to were terminated between SAP and Partner. 

(b) SAP は、「本契約｣に関連する該当「クラウドサービス」が、SAP と「パートナー」間において解除さ

れた場合は、「本契約｣を解除することができるものとする。 

 

6.3 Effect of Expiration or Termination. 

6.3 満了又は終了の効力 

Upon the effective date of expiration or termination of the Agreement: 

「本契約」の満了又は解除の発効日をもって、 
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(a) Customer’s right to use the Cloud Service and all SAP Confidential Information will end,  

(a) 「クラウドサービス」及び SAP のすべての「秘密情報」を使用する顧客の権利は終了し、  

(b) Confidential Information of the disclosing party will be returned or destroyed as required by 

the Agreement, and 

(b) 開示当事者の「秘密情報」は、「本契約」で義務付けられたとおり返却するか、又は破棄するものと

する。 

(c) termination or expiration of the Agreement does not affect other agreements between the 

parties. 

(c) 「本契約」が解除されるか又は満了した場合も、両当事者間のその他の契約には影響は及ばない。 

6.4 Survival. 

6.4 存続 

Sections 6.3, 6.4, 8, 9, 10, 11, and 12 will survive the expiration or termination of the Agreement. 

第 6.3 条、第 6.4 条、第 8 条、第 9 条、第 10 条、第 11 条、及び第 12 条は、「本契約」の満了又は終

了後も有効に存続する。 

 

7. WARRANTIES  

7. 保証  

7.1 Compliance with Law. 

7.1 法律の遵守 

Customer warrants its current and continuing compliance with all laws and regulations applicable to it in 

connection with the Customer Data and Customer’s use of the Cloud Service. 

顧客は、「顧客データ」及び顧客による「クラウドサービス」の利用に関連して自らに適用されるすべての法律及び

規則を、現在遵守していること及び今後継続的に遵守することを保証する。 

7.2 Good Industry Practices. 

7.2 業界の妥当な実務水準 

SAP warrants that: 

SAP は、以下のことを保証する： 

(a) the Cloud Service will substantially conform to the specifications contained in the 

Documentation during the Subscription Term for the Cloud Services. 

(a) 「クラウドサービス」が、「クラウドサービス」の「サブスクリプション期間」中、「ドキュメン

テーション」に記載された仕様に実質的に準拠すること。 

(b) the Service will materially conform to the specifications contained in the Documentation, 

Cloud EULA Acceptance Form, statement of work, deployment description or other 

documentation containing the scope and service description for the relevant Service in all 

cases agreed to by SAP at the point in time the relevant Service is performed by SAP and 

it will perform any Service in a workmanlike and professional manner using resources with 

the skills reasonably required to perform such Services. 

(b) 「サービス」が、「ドキュメンテーション」、「Cloud EULA 受諾フォーム」、作業明細書、デプロイ

メント内容説明、又は関連する「サービス」の範囲及びサービスの内容説明を含むその他の文書（す

べての場合に、「サービス」が SAP により実施される時点で、SAP が同意したもの）に記載された仕

様に実質的に準拠していること、並びにかかる「サービス」の履行のために合理的に要求されるスキ

ルを備えたリソースを用いて、手際よく熟練した方法で「サービス」を履行すること。 

7.3 Remedy. 

7.3 救済手段 

(a) Provided Customer (and/or Partner on Customer’s behalf) notifies SAP in writing with a 

specific description of the Cloud Service’s or the Service’s nonconformance with the 

warranty in Section 7.2 within the warranty period without undue delay and SAP validates 

the existence of such nonconformance, SAP will, at its option: 

(a) 顧客（及び/又は顧客に代わって「パートナー」）が「クラウドサービス」又は「サービス」につき、

第 7.2 条の保証違反の具体的な内容を説明する書面をもって、保証期間内に不当な遅延なく SAP に
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通知し、SAP がかかる保証違反の存在を検証することを条件として、SAP は、その裁量により次のい

ずれかを行う： 

(i) with regard to the Cloud Services: 

(i) 「クラウドサービス」に関しては、 

(α) correct or replace the nonconforming Cloud Service, or 

(α) 保証違反のある「クラウドサービス」を修正又は交換する、又は 

(β) if SAP fails to correct the nonconformance after using reasonable commercial 

efforts, 

(β) SAP が合理的な商取引上の努力を払った後も保証違反を修正できない場合は、 

terminate the access to the nonconforming Cloud Service. 

保証違反のある「クラウドサービス」へのアクセスを終了する。 

(ii) with regard to the Services, re-perform the nonconforming Service. 

(ii) 「サービス」に関しては、保証違反のある「サービス」を再履行する。 

(b) This does not apply to trivial or non-material cases of nonconformance and is Customer’s 

sole and exclusive remedy under the warranty in Section 7.2.The written notification of any 

nonconformance by Customer (and/or Partner on Customer’s behalf) must include 

sufficient detail for SAP to analyse the alleged nonconformance. Customer must provide 

commercially reasonable assistance to SAP in analysing and remediating any 

nonconformance of the Cloud Service and Service. 

(b) これは、些細な又は重大ではない保証違反の事例には適用されず、また第 7.2 条の保証に基づく、顧

客の唯一かつ排他的な救済である。顧客（及び/又は顧客に代わって「パートナー」）による保証違反

の書面通知には、申し立てられた保証違反を SAP が分析するための十分な詳細が記載されていなけれ

ばならない。顧客は、「クラウドサービス」及び「サービス」の保証違反の分析及び是正において、

商取引上合理的な支援を SAP に提供しなければならない。 

(c) For clarification purposes, SAP will 

(c) 明確化のため、SAP は以下を行う。 

(i) with regard to the Cloud Services: in all cases; and 

(i) 「クラウドサービス」に関しては、すべての場合に、 

(ii) with regard to the Services: if SAP fails to correct the nonconformance of the Service 

after using reasonable commercial effort, 

(ii) 「サービス」に関しては、SAP が合理的な商取引上の努力を払った後も「サービス」の保証違

反を修正できない場合に、 

consult with Partner to define a reasonable amount (α) by which Partner may reduce the 

subscription fees or the fees for the nonconforming Service, in case Partner has not already 

paid them, or (β) if Partner has already paid the subscription fees or the fees for the 

nonconforming Service, which SAP will refund to Partner to reflect the nonconformance. 

「パートナー」と協議の上で、次のいずれかの妥当な金額を定める。(α) サブスクリプション料金

又は保証違反のある「サービス」に対する料金を「パートナー」が減額できる金額（「パートナー」

がこれを支払い済みではない場合）、又は (β) 「パートナー」がサブスクリプション料金又は保証

違反のある「サービス」に対する料金を支払い済みである場合は、保証違反を反映するために SAP 

が「パートナー」に返金する金額。 

(d) SAP may fulfill its warranty obligations vis-à-vis Partner or Customer. To the extent that 

SAP fulfills its warranty obligations vis-à-vis Partner, Customer will not have any claim 

against SAP for a breach of the warranty in Section 7.2. 
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(d) SAP は、その保証義務を、「パートナー」又は顧客に対して履行することができる。SAP がその保証義

務を、「パートナー」に対して履行する限りにおいて、顧客は、第 7.2 条の保証違反について SAP に

請求する権利を有しない。 

7.4 System Availability. 

7.4 システムの可用性 

(a) SAP warrants to maintain an average monthly system availability for the production system 

of the Cloud Service as defined in the SLA or Supplement. 

(a) SAP は、SLA 又は「補足条件」に定めるとおり、「クラウドサービス」の本稼動システムについて標準

的な毎月のシステムの可用性を維持することを保証する。 

(b) Customer’s sole and exclusive remedy for SAP’s breach of the SLA is the issuance of a credit 

as described in the SLA, whereby the service level credit will be calculated based on the 

non-discounted subscription fee set out in the order form agreed between SAP and Partner. 

Customer must notify Partner in writing (email permitted) within twenty-one business days 

after each calendar month in that SAP does not meet the SLAs, so that Partner can follow 

SAP’s posted credit claim procedure. When the validity of the service credit is confirmed by 

SAP in writing (email permitted) to Partner, SAP will issue such credit to the Partner who 

should then forward the credit to Customer.  

(b) SLA の違反に対する顧客の唯一かつ排他的な救済は、SLA に記載されたクレジットの発行である。この

場合、サービスレベルクレジットは、SAP と「パートナー」間で合意された注文書に定める、割引のな

いサブスクリプション料金に基づいて計算される。顧客は、「パートナー」が SAP の掲示されたクレ

ジット請求手続きを踏むことができるよう、SAP が SLA を満たしていない各歴月後 25 日以内に書面

で（電子メールも可）「パートナー」に通知しなければならない。サービスクレジットの有効性を SAP 

が書面で（電子メールも可）「パートナー」に確認した場合、SAP は当該のクレジットを「パートナー」

に発行し、「パートナー」はそのクレジットをそのまま顧客に渡す必要がある。  

7.5 Warranty Exclusions. 

7.5 保証の除外 

The warranties in Sections 7.2 and 7.4 will not apply if: 

以下の場合は、第 7.2 条及び第 7.4 条の保証は適用されない。 

(a) the Cloud Service is not used in accordance with the Agreement or Documentation, 

(a) 「クラウドサービス」が｢本契約」又は「ドキュメンテーション」に従って使用されていない。 

(b) the nonconformance is caused by Partner, Customer, another third party, or by any product, 

database, content or service not provided by SAP, or  

(b) 保証違反が、「パートナー」、顧客、別の第三者、又は SAP が提供したものではない製品、データ

ベース、コンテンツ若しくはサービスに起因する。  

(c) the Cloud Service was provided for no fee or is a trial license of the Cloud Service or both. 

(c) 「クラウドサービス」が無償で提供された、又は「クラウドサービス」の試用版ライセンスである、

又はその両方。 

7.6 Disclaimer. 

7.6 免責条項 

Except as expressly provided in the Agreement, neither SAP nor its subcontractors make any 

representation or warranties, express or implied, statutory or otherwise, regarding any matter, 

including the merchantability, suitability, originality, or fitness for a particular use or purpose, 

non-infringement or results to be derived from the use of or integration with any products or 

services provided under the Agreement, or that the operation of any products or services will be 

secure, uninterrupted or error free. Customer agrees that it is not relying on delivery of future 

functionality, public comments or advertising of SAP or product roadmaps in obtaining 

subscriptions for any Cloud Service. 

「本契約」に明示的に定める場合を除き、SAP もその外注先も、明示と黙示に関わらず、法令その他によら

ず、商品性、適合性、独自性、特定の使用若しくは目的に対する適合性、権利侵害のないこと、「本契約」

に基づき提供される製品若しくはサービスの利用若しくはそれらとの統合により生じる結果、又は製品若し

くはサービスが安全であり中断若しくはエラーなしで動作することを含む、いかなる事柄に関しても、表明
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も保証も行わない。顧客は、「クラウドサービス」のサブスクリプションの取得に当たって、今後の機能提

供、SAP による公のコメント若しくは宣伝、又は製品ロードマップに依拠していないことに同意する。 

 

8. THIRD PARTY CLAIMS  

8. 第三者請求  

8.1 Claims Brought Against Customer. 

8.1 顧客に対して提起された請求 

(a) SAP will defend Customer against claims brought against Customer and its Affiliates by any 

third party alleging that Customer’s and its Affiliates’ use of the Cloud Service infringes or 

misappropriates a patent claim, copyright or trade secret right. SAP will indemnify Customer 

against all damages finally awarded against Customer (or the amount of any settlement SAP 

enters into) with respect to these claims. 

(a) SAP は、顧客及びその「関連会社」による「クラウドサービス」の使用により特許請求、著作権、又は

営業秘密の権利が侵害又は不正利用されていると主張して、第三者が顧客及びその「関連会社」に対

して提起した請求について、顧客を防御するものとする。SAP は、かかる請求に関して、顧客に対して

最終的に裁定された損害賠償全額（又は、SAP が合意した和解の金額）について、顧客を補償するもの

とする。 

(b) SAP’s obligations under Section 8.1 will not apply if the claim results from (i) Customer’s 

breach of Section 2, (ii) use of the Cloud Service in conjunction with any product or service 

not provided by SAP, or (iii) use of the Cloud Service provided for no fee. 

(b) 請求が以下に起因する場合は、第 8.1 条に基づく SAP の義務は適用されない。(i) 顧客による第 2 

条の違反、(ii) SAP が提供したのではない製品又はサービスと「クラウドサービス」の併用、又は 

(iii) 無償で提供された「クラウドサービス」の使用。 

(c) In the event a claim is made or likely to be made, SAP may (i) procure for Customer the 

right to continue using the Cloud Service under the terms of the Agreement, or (ii) replace 

or modify the Cloud Service to be non-infringing without a material decrease in functionality. 

If these options are not reasonably available, SAP may terminate Customer’s subscription 

to the affected Cloud Service upon written notice. 

(c) 請求が行われるか、又は行われるとみられる場合、SAP は、(i) 「本契約」の条件に基づき「クラウド

サービス」を引き続き使用する権利を顧客のために確保するか、又は (ii) 重大な機能低下を伴うこと

なく権利侵害のないように、「クラウドサービス」を差し換えるか修正することができる。これらの

選択肢が合理的に利用できない場合、SAP は、書面で通知することにより、影響を受ける「クラウド

サービス」の顧客のサブスクリプションを解除することができる。 

8.2 Claims Brought Against SAP. 

8.2 SAP に対して提起された請求 

Customer will defend SAP against claims brought against SAP, SAP SE, and their Affiliates and 

subcontractors by any third party related to Customer Data. 

顧客は、「顧客データ」に関連して第三者が SAP、SAP SE、並びにそれらの「関連会社」及び外注先に対し

て提起した請求について、SAP を防御するものとする。 

Customer will indemnify SAP against all damages finally awarded against SAP, SAP SE, and their 

Affiliates and subcontractors (or the amount of any settlement Customer enters into) with respect 

to these claims. 

顧客は、かかる請求に関連して、SAP、SAP SE、並びにそれらの「関連会社」及び外注先に対して最終的に裁

定された損害賠償額の全額（又は顧客が署名した和解金額）を SAP に補償するものとする。 
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8.3 Third Party Claim Procedure. 

8.3 第三者請求の手順 

(a) The party against whom a third party claim is brought will timely notify the other party in 

writing of any claim, reasonably cooperate in the defence and may appear (at its own 

expense) through counsel reasonably acceptable to the party providing the defence. 

(a) 第三者請求の提起の対象である当事者は、請求について適時に書面で他方当事者に通知し、防御につ

いて妥当な範囲で協力するものとし、防御を行う当事者が合理的に受け入れられる弁護士を通して訴

訟参加することができる（自己の費用負担による）。 

(b) The party that is obligated to defend a claim will have the right to fully control the defence. 

(b) 請求の防御の義務を負う当事者は、防御を全面的に統制する権利を有する。 

(c) Any settlement of a claim will not include a financial or specific performance obligation on, 

or admission of liability by, the party against whom the claim is brought. 

(c) 請求の和解には、請求提起の対象である当事者の財政上の義務、特定履行の義務、当該当事者による

責任の承認は含まれない。 

8.4 Exclusive Remedy. 

8.4 排他的救済手段 

The provisions of Section 8 state the sole, exclusive, and entire liability of the parties, their 

Affiliates, Business Partners and subcontractors to the other party, and is the other party’s sole 

remedy, with respect to covered third party claims and to the infringement or misappropriation 

of third party intellectual property rights. 

第 8 条の規定は、対象に含まれる第三者請求及び第三者の知的財産権の侵害又は不正使用に関する、当事者、

その「関連会社」、「ビジネスパートナー」及びその外注先が相手方当事者に対して負う唯一、排他的かつ

最終的な責任、及び相手方当事者の唯一の救済手段を定めるものである。 

 

9. LIMITATION OF LIABILITY 

9. 責任の制限 

9.1 Not Responsible. 

9.1 免責 

SAP and its licensors will not be responsible under this Agreement (i) if a Cloud Service is not 

used in accordance with the Documentation, or (ii) if the defect or liability is caused by Partner, 

Customer or any third-party product or service, or (iii) if the Cloud Service is used in conjunction 

with any product or service not provided by SAP, or (iv) for any Customer activities not permitted 

under this Agreement. SAP AND ITS LICENSORS WILL NOT BE LIABLE FOR ANY CLAIMS OR 

DAMAGES ARISING FROM INHERENTLY DANGEROUS USE OF ANY OF THE CLOUD SERVICES 

PROVIDED UNDER OR IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT. 

(i) 「クラウドサービス」が「ドキュメンテーション」に従って使用されなかった場合、又は (ii) 瑕疵若し

くは責任が「パートナー」、顧客若しくは第三者の製品若しくはサービスに起因する場合、又は (iii) 「ク

ラウドサービス」が、SAP が提供したものではない製品若しくはサービスと併せて使用された場合、又は 

(iv) 「本契約」の下で認められていない顧客の行為に対して、SAP 及びそのライセンサーは「本契約」に基

づく責任を負わない。SAP 及びそのライセンサーは、「本契約」に基づいて若しくはその関連で提供された

「クラウドサービス」につき、本質的に危険を伴う「使用」により発生するいかなる請求又は損害賠償に対

しても責任を負わない。 

9.2 Exclusion of Damages; Limitation of Liability. 

9.2 損害賠償の除外、責任の制限 

Anything to the contrary herein notwithstanding, except for (a) damages resulting from (i) 

unauthorized use or disclosure of confidential information; and (ii) death or personal injury arising 

from either party’s gross negligence or arising from either party’s willful misconduct or (b) SAP’s 

obligations under Section 8.1 or (c) Customer’s obligations under Section 8.2, under no 

circumstances and regardless of the nature of any claim will SAP its licensors or Customer 
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be liable to each other or any other person or entity for an amount in excess of the subscription 

fees paid by Customer to Partner in the twelve months period immediately preceding the events 

giving rise to the claim for the Cloud Services directly causing the damages or be liable in any 

amount for special, incidental, consequential or indirect damages, loss of good will or profits, 

work stoppage, data loss, computer failure or malfunction, attorney’s fees, court costs, interest 

or exemplary or punitive damages. 

本規定に相反する定めにもかかわらず、いかなる状況においても、また請求の性質に関わりなく、SAP、その

ライセンサー又は顧客は、相互に又はその他のいかなる個人若しくは法人に対しても、損害を直接引き起こ

す「クラウドサービス」に対する請求の原因となった事案に先立つ 12 カ月間に、「クラウドサービス」に

対して顧客から「パートナー」に支払われたサブスクリプション料金を超える金額について責任を負わない

ものとし、また特別損害、付随的損害、結果的損害若しくは間接的損害、営業権の損失又は逸失利益、作業

停止、データ消失、コンピューターの障害若しくは誤作動、弁護士費用、裁判費用、金利又は懲罰的若しく

は懲戒的損害のいかなる金額に対しても責任を負わないものとする。ただし、(a) (i) 「秘密情報」の不正

な使用若しくは開示、及び (ii) いずれかの当事者の重大な過失若しくは故意の違法行為に起因する死亡若

しくは身体傷害から生じる損害、又は (b) 第 8.1 条に基づく SAP の義務、又は (c) 第 8.2 条に基づく顧

客の義務については、この限りではない。 

9.3  Risk Allocation. 

9.3  リスクの分配 

This Agreement allocates the risks between SAP and Customer. The subscription fees paid by 

Customer reflect this allocation of risk and limitations of liability. It is expressly understood and 

agreed that each and every provision of this Agreement which provides for a limitation of liability, 

disclaimer of warranties or exclusion of damages, is intended by the parties to be severable and 

independent of any other provision and to be enforced as such. 

「本契約」は、SAP と顧客間にリスクを分配するものである。顧客により支払われるライセンス料は、この

リスクの分配及び本書における責任の制限を反映したものである。「本契約」の条項のうち、責任の制限、

保証の否認、又は損害賠償の除外を規定するものはすべて、両当事者により、その他任意の条項から分離可

能かつ独立したものであるよう意図され、また、かかるものとして執行されるよう意図されていることが、

明示的に理解され、合意されている。 

9.4 Extension to group members. 

9.4 グループの成員に対する適用 

Any limitations to the liability and obligations of SAP according to this Section 9 will also apply 

for the benefit of SAP SE and any of its Affiliates and their respective licensors. 

本第 9 条に従った、SAP の責任及び義務の制限は、SAP SE 並びにその「関連会社」及びそのそれぞれのライ

センサーの利益のためにも適用されるものとする。 

 

10. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS 

10. 知的財産権 

10.1 SAP Ownership. 

10.1 SAP の所有権 

SAP, SAP SE, their Affiliates or licensors own all intellectual property rights in and related to the 

Cloud Service, Cloud Materials, Documentation, Services, design contributions, related 

knowledge or processes, and any derivative works of them. All rights not expressly granted to 

Customer are reserved to SAP, SAP SE and their Affiliates and licensors. 

SAP、SAP SE、それらの「関連会社」又はライセンサーは、「クラウドサービス」、「クラウドマテリアル」、

「ドキュメンテーション」、「サービス」、設計上の寄与、関連する知識又は手順、及びそれらの派生成果

物に含まれる及び関連するすべての知的財産権を所有する。明示的に顧客に許諾されない権利はすべて、SAP、

SAP SE、並びにそれらの「関連会社」及びライセンサーが留保する。 

10.2 Customer Ownership. 

10.2 顧客の所有権 

Customer retains all rights in and related to the Customer Data. SAP may use Customer provided 

trademarks solely to provide and support the Cloud Service. 
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顧客は、「顧客データ」に含まれる及び関連するすべての権利を留保する。SAP は、顧客が提供した商標を、

「クラウドサービス」の提供及びサポートのためにのみ使用することができる。 

10.3 Non-Assertion of Rights. 

10.3 権利の非係争 

Customer covenants, on behalf of itself and its successors and assigns, not to assert against SAP, 

SAP SE, their Affiliates or licensors, any rights, or any claims of any rights, in any Cloud Service, 

Cloud Materials, Documentation, or Services. 

顧客は、自ら及びその継承人と譲受人に代わり、SAP、SAP SE、又はそれらの「関連会社」若しくはライセン

サーに対して、「クラウドサービス」、「クラウドマテリアル」、「ドキュメンテーション」、又は「サー

ビス」に含まれたいかなる権利も、権利の請求も主張しないことを誓約する。 

 

11. CONFIDENTIALITY 

11. 守秘義務 

11.1 Use of Confidential Information. 

11.1 秘密情報の使用 

(a) The receiving party will protect all Confidential Information of the disclosing party as strictly 

confidential to the same extent it protects its own Confidential Information, and not less 

than a reasonable standard of care. Receiving party will not disclose any Confidential 

Information of the disclosing party to any person other than its personnel, representatives 

or Authorized Users whose access is necessary to enable it to exercise its rights or perform 

its obligations under the Agreement and who are under obligations of confidentiality 

substantially similar to those in Section 11. Customer will not disclose the Agreement or the 

pricing to any third party. 

(a) 受領当事者は、開示当事者のすべての「秘密情報」を、自己の「秘密情報」を保護する場合と同程度

に厳正な秘密として、かつ妥当な水準の注意義務を下回らないように保護するものとする。受領当事

者は、開示当事者の「秘密情報」を、以下を除く何人にも開示しないものとする。「本契約」に基づ

く自身の権利を行使するか、又は義務を履行するために入手することが必要な受領当事者の要員、代

表者又は「認定ユーザー」で、第 11 条の義務と実質的に同等の守秘義務を負う者。顧客は、「本契

約」又は価格設定を第三者に開示しないものとする。 

(b) Confidential Information of either party disclosed prior to execution of the Agreement will 

be subject to Section 11. 

(b) 「本契約」の締結以前に開示された各当事者の「秘密情報」には、第 11 条が適用される。 

(c) In the event of legal proceedings relating to the Confidential Information, the receiving party 

will cooperate with the disclosing party and comply with applicable law (all at disclosing 

party’s expense) with respect to handling of the Confidential Information. 

(c) 「秘密情報」に関連する訴訟手続きが開始された場合は、受領当事者は、「秘密情報」の取り扱いに

ついて、開示当事者と協力し、適用法を遵守するものとする（すべて開示当事者が費用を負担する）。 

11.2 Exceptions. 

11.2 例外 

The restrictions on use or disclosure of Confidential Information will not apply to any Confidential 

Information that: 

「秘密情報」の使用又は開示に対する制限は、以下に該当する「秘密情報」には適用されないものとする。 

(a) is independently developed by the receiving party without reference to the disclosing party’s 

Confidential Information, 

(a) 開示当事者の「秘密情報」を参照することなく、受領当事者が独自に開発した情報。 

(b) is generally available to the public without breach of the Agreement by the receiving party, 

(b) 受領当事者による「本契約」の違反なくして公知となった情報。 

(c) at the time of disclosure, was known to the receiving party free of confidentiality restrictions, 

or 

(c) 開示の時点で、受領当事者が秘密の制約なく知っていた情報。又は 

(d) the disclosing party agrees in writing is free of confidentiality restrictions. 
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(d) 開示当事者が、かかる秘密の制約がないことに書面で同意した情報。 

11.3 Publicity. 

11.3 公表 

Neither party will use the name of the other party in publicity activities without the prior written 

consent of the other, except that Customer agrees that SAP may use Customer's name in 

customer listings or quarterly calls with its investors or, at times mutually agreeable to the 

parties, as part of SAP's marketing efforts (including reference calls and stories, press 

testimonials, site visits, SAPPHIRE participation). Customer agrees that SAP may share 

information on Customer with SAP SE and its Affiliates for marketing and other business purposes 

and that it has secured appropriate authorizations to share Customer employee contact 

information with SAP. 

いずれの当事者も、事前に相手方当事者の書面による同意を得ることなく、相手方当事者の名称を広報活動

に使用してはならない。ただし、顧客は、SAP が顧客リスト若しくは四半期ごとの出資者との会議において、

又は両当事者が相互に合意可能な場合に、SAP のマーケティング活動の一環として、顧客の名称を使用でき

ることに同意する（かかるマーケティング活動には、問い合わせの電話及び参考実例、証言広告、現場訪問、

SAPPHIRE への参加などが含まれる）。顧客は、SAP が、マーケティング及びその他の事業目的で、顧客に関

する情報を SAP SE 及びその「関連会社」と共有できること、並びに顧客が、顧客の従業員の連絡先情報を 

SAP と共有するためのしかるべき権限を確保していることに同意する。 

 

12. MISCELLANEOUS 

12. 雑則 

12.1 Severability. 

12.1 可分性 

If any provision of the Agreement is held to be invalid or unenforceable, the invalidity or 

unenforceability will not affect the other provisions of the Agreement. 

「本契約」のいずれかの条項が無効又は執行不能と判示された場合であっても、かかる無効性又は執行不能

性は、「本契約」のその他の条項には影響を及ぼさない。 

12.2 No Waiver. 

12.2 権利放棄の否認 

A waiver of any breach of the Agreement is not deemed a waiver of any other breach. 

「本契約」の何らかの違反について権利放棄したとしても、その他の違反について権利を放棄したものとは

みなされない。 

12.3 Electronic Signature. 

12.3 電子署名 

Electronic signatures that comply with applicable law are deemed original signatures. 

適用法に準拠した電子署名は、正本の署名とみなされる。 

12.4 Regulatory Matters. 

12.4 規制に関する事項 

(a) SAP Confidential Information is subject to export control laws of various countries, including 

the laws of the United States, EU, Ireland and Germany. Customer will not submit SAP 

Confidential Information or parts thereof to any government agency for licensing 

consideration or other regulatory approval, and will not export, re-export or import any 

SAP Confidential Information or parts thereof to countries, persons or entities if prohibited 

by export laws. 

(a) SAP の「秘密情報」には、米国、EU、アイルランド及びドイツの法律を含む、さまざまな国の輸出管

理法が適用される。顧客は、許認可に関する検討又はその他の規制当局による承認のために、SAP の

「秘密情報」又はその一部を政府機関に提出せず、また輸出法で禁じられた国、個人又は組織向けに、

SAP の「秘密情報」又はその一部を輸出、再輸出若しくは輸入しないものとする。 

(b) Neither SAP SE nor any of its Affiliates assumes any responsibility or liability: 

(b) SAP SE とその「関連会社」のいずれも、以下については一切の責任を負わない： 
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(i) for any delay caused in the delivery and/or granting of access to any or all SAP 

Confidential Information of parts thereof due to export or import authorizations or 

both having to be obtained from the competent authorities; 

(i) 管轄当局から取得する必要がある、輸出若しくは輸入の承認、又はその両方に起因して、いず

れか又はすべての SAP の「秘密情報」若しくはその一部の引渡し及び/又はそれらに対するア

クセスの提供に生じた遅延。 

(ii) if any required authorization, approval or other consent for the delivery of and/or 

granting of access to any or all SAP Confidential Information or parts thereof cannot 

be obtained from the competent authorities; 

(ii) いずれか又はすべての SAP の「秘密情報」若しくはその一部の引渡し及び/又はそれらに対す

るアクセスの提供について必要な許可、承認、又はその他の同意が管轄当局から得られない場

合。 

(iii) if the delivery of and/or granting of access to any or all SAP Confidential Information 

or parts thereof is prevented due to applicable Export Laws; and 

(iii) 適用される「輸出法」により、いずれか又はすべての SAP の「秘密情報」若しくはその一部の

引渡し及び/又はそれらに対するアクセスの提供が妨げられた場合。 

(iv) if access to Cloud Services, Services or other services has to be limited, suspended 

or terminated due to applicable Export Law. 

(iv) 適用される「輸出法」のために、「クラウドサービス」、「サービス」又はその他サービスに

対するアクセスの制限、停止、又は終了を余儀なくされる場合。 

(c) SAP may terminate this Agreement with thirty day’s prior written notice if SAP SE or any 

of its Affiliates may not deliver or grant access to the SAP Confidential Information to 

Customer due to an embargo, trade sanction or other comparable restrictive measure, 

which is expected to be in place for six months or longer. 

(c) SAP SE 又はその「関連会社」が、禁輸、貿易制裁又はその他同様の規制措置（6 カ月以上継続すると

予想されるもの）のために、SAP の「秘密情報」を顧客に引き渡す又はそれに対するアクセスを提供

できない場合、SAP は、30 日前までに事前に書面による通知を行うことにより、「本契約」を解除す

ることができる。 

12.5 Notices. 

12.5 通知 

All notices will be in writing and given when delivered to the address set forth in an Cloud EULA 
Acceptance Form with copy to the legal department. Notices by SAP relating to the operation or 
support of the Cloud Service may be in the form of an electronic notice to Customer’s authorized 
representative or administrator identified in the Cloud EULA Acceptance Form. 

通知はすべて書面で行うものし、「Cloud EULA 受諾フォーム」に定める住所（法務部門にコピーを送付する）

に配達された時点で受領されたものとなる。SAP による、「クラウドサービス」の運用又はサポートに関連

する通知は、「Cloud EULA 受諾フォーム」に明記された顧客の権限を与えられた代表者又は管理者宛に、電

子通知の形式とすることができる。 

12.6 Assignment. 

12.6 譲渡 

Without SAP’s prior written consent, Customer may not assign or transfer the Agreement (or any 

of its rights or obligations) to any party. SAP may assign the Agreement to SAP SE or any of SAP 

SE’s Affiliates. 

SAP の事前の書面による同意なしに、顧客は、「本契約」（又はその権利義務）を何人にも譲渡又は移転す

ることはできない。SAP は、SAP SE 又は SAP SE の「関連会社」に「本契約」を譲渡することができる。 

12.7 Subcontracting. 

12.7 下請け発注 

SAP may subcontract parts of the Cloud Service or Services to SAP SE, any of its Affiliates and 

to third parties. SAP SE and any of its Affiliates may further subcontract parts of the Cloud Service 

or Services to third parties. SAP is responsible for breaches of the Agreement caused by its 

subcontractors. 
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SAP は、「クラウドサービス」又は「サービス」の一部を、SAP SE、その「関連会社」のいずれか、又は第

三者に外注することができる。SAP SE 及びその「関連会社」のいずれも、「クラウドサービス」又は「サー

ビス」の一部をさらに第三者に外注することができる。SAP は、自己の外注先によって引き起こされた「本

契約」の違反について責任を負う。 

12.8 Relationship of the Parties. 

12.8 両当事者の関係 

The parties are independent contractors, and no partnership, franchise, joint venture, agency, 

fiduciary or employment relationship between the parties is created by the Agreement. 

両当事者は独立した契約者であり、当事者間におけるパートナーシップ、フランチャイズ、ジョイントベン

チャー、代理、受託、又は雇用の関係が「本契約」によって成立するものではない。 

12.9 Force Majeure. 

12.9 不可抗力 

Any delay in performance (other than for the payment of amounts due) caused by conditions 

beyond the reasonable control of the performing party is not a breach of the Agreement. The 

time for performance will be extended for a period equal to the duration of the conditions 

preventing performance. 

履行当事者の合理的な支配を超える条件に起因する履行の遅延（支払い義務を負う金額の支払いを除く）は、

「本契約」の違反とはならない。履行期間は、履行を妨げた条件の継続した期間と同じ期間につき延長され

る。 

12.10 Governing Law. 

12.10 準拠法 

The Agreement and any claims relating to its subject matter will be governed by and construed 

under the laws of Japan, without reference to its conflicts of law principles. All disputes will be 

subject to the exclusive jurisdiction of the courts located in Tokyo, Japan. The United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Computer 

Information Transactions Act (where enacted) will not apply to the Agreement. Either party must 

initiate a cause of action for any claim(s) relating to the Agreement and its subject matter within 

one year from the date when the party knew, or should have known after reasonable 

investigation, of the facts giving rise to the claim(s).  A person who is not a party to this 

Agreement has no rights to enforce any term of this Agreement. 

「本契約」、及びその内容に関連して提起される請求は、法の抵触に関する原則を除き、日本の法律に準拠

し、同法に基づいて解釈されるものとする。すべての紛争は、日本国東京に所在する裁判所の専属的管轄権

に従うものとする。国際物品売買契約に関する国連条約、及び統一コンピューター情報取引法（施行されて

いる場合）は「本契約」には適用されない。いずれの当事者も、当該当事者が請求の原因となる事実を知っ

た、又は妥当な調査後に知りえたはずの日から 1 年以内に、「本契約」及びその内容に関連する請求に対し

て、訴訟に関する措置を講じなければならない。「本契約」の当事者ではない者は、「本契約」の条項を執

行する権利を有しない。 

12.11 Entire Agreement. 

12.11 完全合意 

The Agreement constitutes the complete and exclusive statement of the agreement between SAP 

and Customer in connection with the parties’ business relationship related to the subject matter 

of the Agreement. All previous representations, discussions, and writings (including any 

confidentiality agreements) are merged in and superseded by the Agreement and the parties 

disclaim any reliance on them. The Agreement may be modified solely in writing signed by both 

parties, except as permitted under Section 3.4. An Agreement will prevail over terms and 

conditions of any Customer-issued purchase order, which will have no force and effect, even if 

SAP accepts or does not otherwise reject the purchase order. 

「本契約」は、「本契約」の内容に関連する両当事者の事業関係に関する、SAP と顧客間の合意の完全かつ

唯一の表明を構成する。従前の表明、協議、及び書面（秘密保持契約を含む）はすべて「本契約」に組み込

まれ、「本契約」がそれらに優先し、両当事者はそれらに依拠しない。「本契約」は、第 3.4 条に基づき認

められる場合を除いて、両当事者の署名のある文書によらずに修正することはできない。「本契約」は顧客
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が発行した注文書の諸条件に優先し、SAP が注文書を承認したか、又はその他拒絶しなかった場合であって

も、それらの諸条件は効力を有しない。 

12.12 Governing Language. 

12.12 支配言語  

In the event that there are any discrepancies between English description and Japanese 

description in this GTC, the English description shall prevail over the Japanese description. 

本 GTC において、日本語の記載と英語の記載の間になんらかの矛盾が生じる場合、日本語の記載よりも英語

の記載が優先されるものとする。 
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Glossary 

用語集 

1.1 “Affiliate” of a party means any legal entity in which a party, directly or indirectly, holds more 

than fifty percent (50%) of the entity’s shares or voting rights. Any legal entity will be considered 

an Affiliate as long as that interest is maintained. 

1.1 当事者の「関連会社」とは、当事者が株式又は議決権の 50% 以上を直接的又は間接的に保有する法人いう。

法人は、前記持分が維持されている期間においてのみ「関連会社」とみなされるものとする。 

1.2 “Agreement” is defined in the Cloud EULA Acceptance Form. 

1.2 「本契約｣は、「Cloud EULA 受諾フォーム」で定義される。 

1.3 “Authorised User” means any individual to whom Customer grants access authorization to use 

the Cloud Service that is an employee, agent, contractor or representative of 

1.3 「認定ユーザー」とは、顧客が「クラウドサービス」を使用するためのアクセス権限を付与した個人をいい、

以下の従業員、代理人、契約業者又は代表者がこれにあたる。 

(a) Customer, 

(a) 顧客 

(b) Customer's Affiliates, and/or 

(b) 顧客の「関連会社」、及び/又は 

(c) Customer’s and Customer’s Affiliates’ Business Partners. 

(c) 顧客の「ビジネスパートナー」及び顧客の「関連会社」の「ビジネスパートナー」 

1.4 “Business Partner” means a legal entity that requires use of a Cloud Service in connection with 

Customer’s and its Affiliates’ internal business operations. These may include customers, 

distributors, service providers and/or suppliers of Customer. 

1.4 「ビジネスパートナー」とは、顧客及びその「関連会社」の組織内業務に関連して「クラウドサービス」の

使用を必要とする法人をいう。これには、顧客の取引先、頒布業者、サービスプロバイダー、及び/又はサプ

ライヤーなどがある。 

1.5 “Cloud EULA Acceptance Form” means the “SAP Cloud Service Schedule (for indirect sales)” 

concluded between SAP and the Customer that references the CLOUD EULA. 

1.5 「Cloud EULA 受諾フォーム」とは、CLOUD EULA を参照し、SAP と顧客間で締結された「SAP Cloud Service 

スケジュール（間接販売用）」をいう。 

1.6 “Cloud Service” means any subscription-based, SAP hosted, supported and operated on-

demand solution provided by SAP on behalf of the Partner to the Customer under the Cloud EULA 

Acceptance Form. 

1.6 「クラウドサービス」とは、SAP によってホスティング、サポート、及び運用されるサブスクリプション

ベース、オンデマンドのソリューションで、「Cloud EULA 受諾フォーム」に基づいて「パートナー」に代

わって SAP が顧客に提供するものをいう。 

1.7 “Cloud Materials” mean any materials provided or developed by SAP (independently or with 

Partner’s and/or Customer’s cooperation) in the course of performance under the Agreement, 

including in the delivery of any support or Services to Customer. Cloud Materials do not include 

the Customer Data, Customer Confidential Information or the Cloud Service. 

1.7 「クラウドマテリアル」とは、「本契約」に基づく履行の過程（顧客に対するサポート又は「サービス」の

提供時を含む）で SAP により（独自に、又は「パートナー」及び/又は顧客の協力を得て）提供されるか、

又は開発されたマテリアルをいう。「クラウドマテリアル」には、「顧客データ」、「顧客の秘密情報」、

「クラウドサービス」は含まれない。 

1.8 “Confidential Information" means 

1.8 「秘密情報」とは以下をいう。 
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(a) with respect to Customer: (i) the Customer Data, (ii) Customer marketing and business 

requirements, (iii) Customer implementation plans, and/or (iv) Customer financial 

information, and 

(a) 顧客について： (i) 「顧客データ」、(ii) 顧客のマーケティング及びビジネスの要件、(iii) 顧客の

導入計画、並びに/又は (iv) 顧客の財務情報。 

(b) with respect to SAP: (i) the Cloud Service, Documentation, Cloud Materials and analyses 

under Section 3.5, and (ii) information regarding SAP research and development, product 

offerings, pricing and availability. 

(b) SAP について： (i) 「クラウドサービス」、「ドキュメンテーション」、「クラウドマテリアル」、

及び第 3.5 条に基づく分析、並びに (ii) SAP の研究開発、製品の提供内容、価格設定、及び利用可

能性に関連する情報。 

(c) Confidential Information of either SAP or Customer also includes information which the 

disclosing party protects against unrestricted disclosure to others that (i) the disclosing 

party or its representatives designates as confidential at the time of disclosure, or (ii) should 

reasonably be understood to be confidential given the nature of the information and the 

circumstances surrounding its disclosure. 

(c) SAP 又は顧客の「秘密情報」には、開示当事者が他者への無制限の開示から保護し、かつ以下に該当す

る情報も含まれている。(i) 開示の時点で、開示当事者又はその代表者が秘密であると指定した情報、

又は (ii) 情報の性質又は開示された際の状況を考えれば、秘密であると合理的に了解されるべき情報。 

1.9 “Customer Data” means any content, materials, data and information that Authorized Users 

enter into the production system of a Cloud Service or that Customer derives from its use of and 

stores in the Cloud Service (e.g. Customer-specific reports). Customer Data and its derivatives 

will not include SAP’s Confidential Information. 

1.9 「顧客データ」とは、「認定ユーザー」が「クラウドサービス」の本稼動システムに入力するか、又は顧客

による「クラウドサービス」の使用から派生し、「クラウドサービス」に保存される（顧客に固有のレポー

トなど）コンテンツ、マテリアル、データ及び情報をいう。「顧客データ」及びその派生物には、SAP の

「秘密情報」は含めないものとする。 

1.10 “Data Processing Agreement” is defined in the Cloud EULA Acceptance Form. 

1.10 「データ処理契約｣は、「Cloud EULA 受諾フォーム」で定義される。 

1.11 “Documentation” means SAP's then-current technical and functional documentation as well as 

any roles and responsibilities descriptions, if applicable, for the Cloud Service which is made 

available to Customer with the Cloud Service. 

1.11 「ドキュメンテーション」とは、「クラウドサービス」と共に顧客に提供される、SAP のその時点で最新

の、「クラウドサービス」に関する技術及び機能の文書、並びに役割と責任の説明書（該当する場合）をい

う。 

1.12 “Partner” is defined in the Cloud EULA Acceptance Form. 

1.12 「パートナー｣は、「Cloud EULA 受諾フォーム」で定義される。 

1.13 “SAP SE” means SAP SE, the parent company of SAP. 

1.13 「SAP SE」とは、SAP の親会社である SAP SE をいう。 

1.14 “SAP Policies” means the operational guidelines and policies applied by SAP to provide and 

support the Cloud Service as incorporated in an Cloud EULA Acceptance Form. 

1.14 「SAP ポリシー」とは、「クラウドサービス」の提供及びサポートのために SAP が適用する運用のガイドラ

イン及びポリシーをいい、「Cloud EULA 受諾フォーム」に組み込まれている。 

1.15 “Services” means professional services related to a Cloud Service, such as implementation, 

configuration, custom development and training, performed by SAP’s employees or 

subcontractors as described in the Cloud EULA Acceptance Form and which are governed by the 

Consulting Services Supplement or similar agreement for Services. 

1.15 「サービス」とは、「Cloud EULA 受諾フォーム」に記載するとおり SAP の従業員又は外注先により実行され

る、導入、設定、カスタム開発、トレーニングなどの「クラウドサービス」に関連する専門サービスで、

「コンサルティングサービスに関する補足条件」又は「サービス」に関する同様の契約書に準拠するものを

いう。 
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1.16 “SLA” is defined in the Cloud EULA Acceptance Form. 

1.16 「SLA」は、「Cloud EULA 受諾フォーム」で定義される。 

1.17 “Subscription Term” means the term of a Cloud Service subscription of which the initial term 

is identified in the applicable Cloud EULA Acceptance Form, including all renewals. 

1.17 「サブスクリプション期間」とは、「クラウドサービス」のサブスクリプションの期間をいい、初回期間は

該当する「Cloud EULA 受諾フォーム」に明記され、すべての更新期間が含まれる。 

1.18 “Supplement” is defined in the Cloud EULA Acceptance Form. 

1.18 「補足条件｣は、「Cloud EULA 受諾フォーム」で定義される。 

1.19 “Support Policy” is defined in the Cloud EULA Acceptance Form. 

1.19 「サポートポリシー｣は、「Cloud EULA 受諾フォーム」で定義される。 

1.20 “Usage Metric” means the standard of measurement for determining the permitted use for a 

Cloud Service as set forth in a Cloud EULA Acceptance Form. 

1.20 「使用メトリクス」とは、「Cloud EULA 受諾フォーム」に定めるとおり、「クラウドサービス」の許可され

る使用を決定するための測定の基準をいう。 

 


