一般条件
改訂日 : 2019 年 11 月 2 日

これらの 一般条件 （「法的条件」）は、作業明細書または提案書（「SOW」）に組み込まれる場合、提供されるサービス
（「サービス」）を規制し、SOW における顧客と Datasite 企業体（「Datasite」）（それぞれ「当事者」）との間の完全
な合意（集合的に「契約」）を構成するものとします。法的条件といずれかの SOW との間に矛盾がある場合、SOW が優
先するものとします。
1.

料金、税金、請求紛争。

(a) 料金 。顧客はDatasite に対し、いずれかのSOW
に記載されている料金（「料金」）を支払うものとします。サ
ービスを促進するためにアドバイザーが顧客を代表する場合、顧客は、サービスの履行のために当該のアドバイザーが被っ
たすべての費用を支払うものとします。すべての料金は、該当するSOW において使用される通貨で支払われます。
(b) 支払い。顧客は、Datasite から請求書を受領してから 30 日以内に、本契約に基づいて支払うべきすべての料金
を支払うものとします。Datasite は、未払いを理由にサービスを停止する場合があります。現地法令に基づき、延滞した
すべての請求書に対し、利息が追加される場合があります。
(c) 税 金 。本契約に基づいて顧客が支払うべき金額には、適用されるすべての税金（VAT
が除外されています。
2.

および源泉徴収税を含む）

所有権および要件。

(a) 顧客所有権 。顧客は、本サービスに関連して Datasite に提供されるすべての元データ、コンテンツおよび情報の正確
性、品質、完全性ならびに適切性について、単独で責任を負います。顧客は、顧客自身によって、または顧客に代わって
本サービスにアップロードされているあらゆる文書（「コンテンツ」）、および顧客の商標またはロゴ（総称して「顧
客資
料」）を所有します。
(b) Datasite の所有権 。Datasite がサービスの提供の際に使用するすべての資料、文書、方法論、ソースコード、ウ
ェブサイト、ソフトウェア、およびそれらに対する将来のあらゆる拡張または修正、および一切の知的財産権はDatasite
が
所有します。
(c) コンテンツ。顧客は、(i)可能な限り最良の状態で、コンテンツの明瞭で読みやすい複製を提供するために合理的
な
努力を払い、(ii)コンテンツに関連する問題を修正する際に Datasite と協力し、(iii)顧客がコンテンツにおいて認識または発
見したあらゆる問題またはエラーを速やかにDatasite
に報告し、さらに(iv)Datasite
に提供されたコンテンツの使用、配布ま
たは処分を制限するすべての裁判所命令を書面で通知します。
3.

表明および保証。

(a) 一般的な表明 。各当事者は、(i)本契約に基づく義務を締結および履行する完全な能力と権限を有すること、(ii)適
用されるすべての法律に準拠していること、また(iii)最新の一般に受け入れられているウィルス検出装置および手順を活用
し
、Datasite
に送信される電子データにウィルスやその他の有害な要素が一切含まれないようにすることを表明および保証
します。
(b) Datasite の表明 。Datasite は、(i)本サービスが健全かつ専門的な慣行を活用しつつ、有能かつ専門的な方法で提
供されること、また(ii)Datasite
が本サービスを提供するために必要なすべての許可、ソフトウェア・ライセンス、および所
有権を有していることを表明および保証します。
(c) 顧客の表明 。顧客は、(i)Datasite が本契約に従って合法的に使用および処理できるように、正当なビジネス上の利
益を有するか、またはコンテンツの伝送に必要な、法律によって義務付けられたすべての許可および同意を得ていること、
(ii)また本サービスに関連する指示を与える権限をアドバイザーに委任し、Datasite が当該の指示を顧客と確認する義務を負
わないこと、また(iii)詐欺的または違法な目的で本サービスを活用したり、他者にそのような行為を許可したりすることが
な
いことを表明および保証します。
(d) 保証の免責 。本契約に明示的に記載されている場合を除いて、本サービスは、何らかの明示的または暗示的な保証
なしに、現状のまま提供されます。そのような保証には、特定の目的に対する適合性、非侵害性または商品性の保証が、制限
されることなく含まれます。
4.

守秘義務。

(a) 「機密情報」とは当事者の専有情報を意味し、その専有情報には顧客資料（顧客が管理する個人データを含む）、
発明、企業秘密、マーケティング計画、プログラム、ソースコード、データおよびその他の文書、顧客および株主の情報、
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その他の当該当事者の事業に関する情報、ならびに本契約の条件および価格設定が含まれますが、これらに限定されませ ん
。「機密情報」という用語には、以下の項目の情報は含まれません。(i)受領側の当事者が所有していた情報、もしくは 開
示側からの受領前に受領側当事者に知られていた情報、(ii)受領側当事者の過失なしに公開されている、もしくは公開される
情報、(iii)開示側以外のソースから受領側当事者に対し無制限かつ正当に利用可能になっている、もしくは利用可能になる情
報、または(iv)受領側当事者が独自に開発した情報。
(b) 各当事者は、他方の当事者が貴重な機密情報を所有または保有することを認めます。各当事者は、他方の当事者
の当該の機密情報を厳重に保持するとともに、サービスの推進に必要な場合を除き、開示当事者の書面による同意なく開
示を行わず、またすべての機密情報の機密性を維持するためにあらゆる合理的な措置を講じるものとします。本契約は、顧
客へのサービスの提案に関する予備的な協議に関連し て Datasite によって実行された一切の秘密保持契約に全体として明
示的に優先し、かつ置き換えられるものです。
(c) 当事者が裁判所命令、召喚状、またはその他の法的要件により機密情報の開示を余儀なくされた場合、当該の当
事者は、（その行為が法律により禁じられていない限り）他方の当事者に対して速やかにその旨を通知し、当該の当事者
が自身の裁量および自費により、保護命令またはその他の救済を求めることができるようにします。
(d) 本契約の終了時には、本サービスにアップロードされたすべてのコンテンツは破棄されるか、または顧客に返却 さ
れるものとします。両当事者は、顧客の要求に応じて、Datasite
がコンテンツの削除または破棄の証明書を提供すること
に同意します。このセクション 4(d)の規定にかかわらず、Datasite は、当該当事者のセキュリティーまたは災害復旧手順に
従って作成され、コンピューターシステムのバックアップに含まれるアーカイブされた機密情報を、直ちに消去する義務
を
負いません。ただし、当該のアーカイブされたコピーは、破棄されるまでは依然として守秘義務の影響下にあるものと
し
ます。
(e) コンテンツ内のあらゆる個人データは、適用されるデータ保護法に従って保護されます。
5. 責任の制限。Datasite、顧客ともに、何らかの回復の理論に照らして、他方の当事者またはその他の第三者に対し、そ
れが契約、不法行為（過失および無過失責任を含む）、保証その他に基づくものかどうかを問わず、利益の損失、事業、 の
れん代、評判または事業中断による損失を含む一切の懲罰的、間接的、特殊、偶発的または必然的な損失について賠償
責任を負わないものとします。顧客は、本契約に別段の定めがない限り、本契約で提供される救済措置が排他的なもので あ
ること、またいかなる状況下においても、いずれかの当事者の累積責任が何らかの回復の理論に照らして、それが契約、 不
法行為、保証その他に基づくものかどうかを問わず、当該の賠償責任が発生する事象の直前の 12 ヵ月間の期間において適
用される SOW（作業範囲記述書）に基づいて Datasite に支払われた、または支払われ得る合計金額を超えないことについ
て明示的に同意しています。本項の規定は、当事者による本契約に含まれている所有権規定の違反、および当事者の重大
な過失、詐欺または故意の不正行為には適用されません。
6. ホスティング条項。以下の規定は、サービスが、インターネットベースのプラットフォーム（「ウェブサイト」）上
で顧客のコンテンツをホスティングすることを含む範囲において適用されます。
(a) ウェブサイトユーザー。
(i) 定義
。ウェブサイトユーザー（「ユーザー」）とは、ウェブサイト上のコンテンツへのアクセスについて、顧
客により承認され、Datasite
または顧客により許可されている個人のことです。「マネージャー」とは、サービスを開始お
よび完結すること、コンテンツをアップロードおよび管理すること、他のマネージャーおよびユーザーを招待すること、
なら
びにレポートにアクセスすることについて、顧客から許可されているユーザーのことです。顧客は、マネージャーが
被っ
た料金を支払います。
(ii) 義務 。ユーザーは、ウェブサイトに含まれる使用条件およびプライバシーに関する通知に同意しなければな
りません。当該の使用条件およびプライバシーに関する通知は随時、修正される場合があります。Datasite は、当該のユ
ーザーの雇用主の要求に応じて、ユーザーをサービスから登録解除する権利を保持します。
(iii) ライブ開始日, サンドボックス 。ライブ開始日より前、または顧客がサンドボックスの使用を選択した場合
（SOW に記載されているように、顧客は販売者のチーム内でコンテンツを管理および配信することのみを目的としてサ
ービスを使用することに同意します。そのような売主側のチームには、顧客または顧客のクライアントの資産または議決
権付き株式の売却または交換を伴う実際の、または提案された合併、買収、ジョイントベンチャーもしくはその他の取引
に
関係する顧客の従業員、クライアントおよびアドバイザーが含まれます。Datasite
は、自己の裁量でサンドボックスを終
了させる権利を保持します。
(iv)
ストレージ 。ウェブサイトにアップロードされたすべてのコンテンツは、マネージャーがダウンロード専用フ
ァイル（特殊メディア）として指定しない限り、PDF 形式に変換されます。価格は、SOW に記載されている通り、”
210 x 297 mm”ページ単位（「ページ」）またはストレージ単位（「MB」または「GB」）のいずれかによる換算の結果に
基づいて合計されます。その価格は、当該の SOW に記載されている増分により増大するものとします。Datasite のスト
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レージおよびページの数量にはオプション製品およびサービスの料金は含まれておらず、重大なエラーが発生した
場合を
除き、それを最終的なものとします。追加のストレージ料金ならびにオプション製品およびサービス
の料金は、それらが発生した際に請求されます。
(b) サービスレベル契約。
(i) 定期メンテナンス 。Datasite は、システムのアップグレードおよびメンテナンスのため、ウェブサイト上で
定期的なメンテナンスを実施します
（「定期メンテナンス」）。ウェブサイトを通して事前通知が提供されます。定期
メンテナンスは、歴月 45 ヵ月ごとに 4 時間を超えない時間となっています。Datasite メリルは、必要に応じて、お客様
の使用に基づいてウェブサイトおよびサービスを更新、変更、改善、サポート、運用および変更する権利を留保します。
いかなる更新、修正も、ウェブサイトの機能性またはセキュリティーを著しく損ねることはありません。
(ii) 可用性保証 。定期メンテナンス以外に、Datasite は、歴月ベースで測定された時間の少なくとも 99.5%におい
て利用可能であることを保証します。（「可用性保証」）。
(iii) 例外
。可用性保証を算定する際、動作不能な期間は、当該のダウンタイムが(x)顧客もしくはユーザーのインタ
ーネット接続、または(y)Datasite
が管理するネットワークから生じた問題以外のインターネットトラフィックに起因する限
り、一切含まれません。
(iv) サービスクレジット 。Datasite が契約期間中に可用性保証を満たせなかった場合、顧客は、(x)Datasite が当
該の可用性保証を満たせなかった日から 5 日以内に実行することを条件として、SOW を終了するとともに、Datasite に
対し、商業的に実用可能になり次第直ちに、ウェブサイトのコンテンツを顧客の被指名人に提供するよう要求できるものと
し、または(y)Datasite が当該の可用性保証を満たせなかった日から 20 日以内に実行することを条件として、Datasite が顧
客に対して、以下の表に記載されているクレジットの提供を要求できるものとします。
ウェブサイトの実稼働率
99.5%以上
97%以上 99.5%未満
96%以上 97%未満
95%以上 96%未満
95％未満

クレジット
なし
月額料金の 10%
月額料金の 25％
月額料金の 50％
月額料金の 100％

(c) 終 了 。SOW または本契約の終了または満了時、以下の事柄が発生します。
(i) マネージャーがメリルサービスに連絡し、メリル終了の指示を実行すると、メリルは顧客およびすべてのユ
ーザーのWeb サイトへのアクセスを終了しました。
(ii) Datasite は、ウェブサイト上でDatasite が保持するすべてのコンテンツを永久に削除します。SOW が終
了または満了すると、コンテンツをホストす る Datasite の義務は終了します。
(iii) デフォルトの通知から 10 日以内に、請求額が全額支払われていない Datasite はコンテンツについて、保存
または返却する義務を負いません。
7.

全般。

(a) 分析
。数値、日付、時刻、固有名詞、住所、場所、タイトルおよび個人データ（「匿名コンテンツ」）へのすべ
ての言及を削除してコンテンツを匿名化し、またその匿名コンテンツを他のDatasite の顧客から派生または取得した同様の
情報に併合または組み込んだ時点で（総称して「集合コンテンツ」）、顧客は本契約に基づき、Datasite に対し、本サービ
スの特性および機能を強化するため、非独占的で全額払い込み済みの全世界的かつ取消不能なライセンスを付与します。
(b) 制限された当事者 。Datasite は、被制裁国もしくは禁輸国の企業もしくは個人へのサービスを禁止する権利、また
は何らかの政府リストに基づき制限された当事者に対するサービスのアクセスもしくは使用を制限する権利を留保します。
(c) 譲渡 。本契約は、当事者ならびに各々の承継人および譲受人を拘束し、かつそれらの者の利益のために拘束します
。いずれの当事者も、他方の当事者の書面による事前の同意なく、本契約の全体または一部を譲渡できないことについ て、
同意かつ理解しています。上記にかかわらず、事前の書面による通知を提供することにより、いずれかの当事者は、
本契
約またはそれに関連するいずれかの SOW における権利、利益および義務について、親会社、子会社もしくは関連会社、ま
たは当該当事者のすべての資産または株式の承継人に譲渡することができます。
(d) 通知
。本契約において通知の提供、サービスまたは伝達のための規定がある場合、当該の通知は書面により、伝達
の証拠を付与する方法を使用して提供されるものとします。
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(e) 不可抗力 。当事者が本契約に定められた義務を遵守することの遅延または失敗が不可抗力によって引き起こされた
場合、その義務（支払期日および支払期限に金銭を支払う義務を除く）は、当該の不可抗力の条件が継続している間は 停
止され、本契約の違反とはみなされません。本契約により履行が停止された当事者は、不可抗力のあらゆる事象、および
その事象が緩和される時期に関する当該当事者の最善かつ合理的な見通しについて、書面により速やかに通知するもの とし
ます。
(f) マーケティングサポート 。該当する取引の公表時、Datasite は、顧客を Datasite の顧客として認識し、Datasite
のウェブサイトまたはその他のマーケティング資料において顧客の名前またはロゴを使用する場合があります。
(g) 完全合意 。本契約は、該当するあらゆる SOW とともに、両当事者間の完全なる合意を構成し、書面または口頭
を問わず、本契約の主題に関する以前のすべての合意、提案および交渉に優先します。Datasite は、書面により明示的に同
意しない限り、一切の異なる条件または追加条件を含めることを拒否します。
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