（和訳）
本契約は英語で作成され、締結されます。本契約が他の言語に翻訳された場合であっても英語版のみが正文であり、他の言語による翻訳版に常
に優先します。 英語版はこちら（https://www.uipath.com/legal/trust-and-security/legal-terms）をご確認ください。
UiPath アカデミー規約
本契約（以下「本契約」といいます。）は、お客様と UiPath（以下「両当事者」といいます。）との間で拘束力を有し、UiPath のアカデミー環
境（以下「UiPath アカデミー」といいます。）における当社の本サービス及び本製品のお客様による利用について定めます。お客様が本製品又は
本サービスにアクセスした時から、当社は、お客様が本利用規約を承諾したものとみなしますので、当該本利用規約を事前に必ずお読みください。当社
は、以下又は本利用規約の本体で言及するとおり、当社が使用する用語の一部に特定の定義を付しています。

「お客様」とは、場合に応じて、UiPath の顧客、パートナー（トレーニングパートナーを含みます。）及び従業員、業界関係者、教育機関、政府当局
及び本サービスの他の一切の受益者（お客様が代理して登録する事業体及びその一切のエンドユーザーを含みます。）（以下「エンドユーザー」とい
います。）をいい、「お客様のユーザー」とは、お客様の関係会社及び従業員又は同等の請負業者をいいます。
「本コンテンツ」とは、当事者のテキスト、画像、動画、音声、アルゴリズム、ソフトウェア又はその他の情報をいいます。
「知的財産権」とは、特許権、発明に係る権利、著作権及びこれに関連する権利、商標、商号、ドメイン名、コンピューター・ソフトウェア及びデータベー
スに係る権利、ノウハウ、ルックアンドフィール並びにその他の知的財産権又は同様の性質の権利をいい、それぞれの場合において登録済み又は未登
録であるものとし、また、かかる権利の保護、更新又は延⾧の申請及び獲得のためのあらゆる申請及び権利、それらに基づいて優先性を主張する権利、
並びに全世界のいずれの場所においても、現在又は将来的に存続する同種又は同等の権利又は保護の形式（その他適用ある法律に基づき定義
又は規制されるものを含みます。）を含みます。
「PII」とは、EU 規則 2016/679（GDPR）及びその他の適用あるプライバシー法に定義される、センシティブデータを含む識別された又は識別可能
な自然人に関するあらゆる情報をいい、「PHI」とは、個人に関連付けることが可能な、健康状態、及びヘルスケアの提供若しくは支払についての情報
（1966 年医療保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA）に従います。）をいいます。当社のプライバシー及びセキュリティ慣行の詳細は、当社
のトラストポータル上で閲覧可能です。
「本サービス」又は「本ソフトウェア」とは、UiPath 又はその関係会社の(i)ウェブサイト、フォーラム、サービス、製品、ソフトウェア、アプリケーション、コース、
トレーニング、(ii)一切の改良、更新、パッチ及び改善、(iii)一切の関連する文書（一切の広告又はマーケティング資料を除きます。）及び(iv)その他
の本コンテンツ、並びに(v)ある製品の改善又はトレーニングのために、当該製品を用いて実行又は使用されるサンプルドキュメントの一切のアウトプット
及び結果（例えば、事前トレーニング済モデル、モデル改善、テンプレート又は機能）をいいます。
「本利用規約」とは、(i)本契約の条件、(ii)UiPath のポリシー（以下「本ポリシー」といいます。）及び(iii)それらにおけるその他の参照をいい、これら
全ては、当社のウェブサイト（又はその後継ウェブサイト）及び当社のトラストポータル上で又は本サービス内で閲覧可能であり、UiPath により随時修
正されます。詳細については、当社のウェブサイト、該当する FAQ をご確認いただくか、又はご質問内容を当社にお送りください。
「トラストポータル」とは、こちら（又はその後継ウェブサイト）上で UiPath により利用可能とされ、UiPath により随時更新されるポータルをいいます。
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「UiPath」又は「当社」とは、お客様の所在地に応じて、本利用規約の後述箇所で説明される事業体をいい、当社が本利用規約における UiPath
の権利に言及する場合、その全ての関係会社（関係会社とは、直接又は間接的に、別の事業体を支配するか、別の事業体により支配されるか、又
は別の事業体と共通の支配下にある事業体をいい、支配とは、事業体の議決権又は持分の 50%超を支配することをいいます。）を含みます。

1.

重要

1.1.

本サービスを利用するために、お客様は、16 歳以上かつ居住国に応じて契約を締結する完全な行為能力を有する者でなければなりません。
特定の本サービスについて他の制限が適用されることがあります。お客様は、自ら又はお客様の雇用主／類似の請負業者（ここでは「お客様
等」といいます。）のために本サービスを利用することがあり、お客様がお客様等を代理して UiPath の本サービスに加入する場合（例えば、登
録時にお客様の業務用電子メールを使用する場合）、UiPath は、お客様がこれを行うための関連する権限及び能力を有するものとみなし、
「お客様」への言及は、個人としてのお客様及びお客様等の双方を含みます。

1.2.

エンタープライズ向けのソフトウェアは、UiPath と合意した、その独自の条件及び条項に従います。

1.3.

当社は、通知を行わずに本サービス又は本利用規約を変更する権利を留保します。当社は、当社のウェブサイト上で又は本サービス内で表
示することにより、重要な変更をお客様に通知するよう最善を尽くし、更新された本利用規約は、通知日から 30 日以内に又は通知に明記さ
れるとおり効力を生じます。お客様が何らかの変更後も引き続き本サービスを利用する場合、UiPath は、お客様がかかる変更に同意したもの
とみなします。本契約に関するお客様のご不満に対する唯一の救済手段は、本サービスの利用を中止していただくことです。

1.4.

お客様におかれましては、以下の連絡先宛てに（又は関連する本サービスにおいて示されたとおり）当社までご連絡ください。当社は、お客様
の登録メールアドレス又は公的情報源から得たその他のメールアドレス宛にお客様にご連絡いたします。通知は、送信の翌営業日に受領され
たものとみなされます。
・

プライバシー:privacy@uipath.com

・

法令遵守及び腐敗防止:legal.compliance@uipath.com

・

セキュリティ:security.breach@uipath.com

・

その他:contractnotice@uipath.com 又は各特定規約若しくは本ポリシーのとおり

2.

ライセンス及び知的財産権

2.1.

利用ライセンス トレーニング目的での UiPath アカデミーのあらゆる要素の利用には、UiPath のウェブサイト上で閲覧可能な UiPath トライア
ルの条件が適用されます。お客様が本利用規約を遵守することを条件として、UiPath は、UiPath アカデミーの特定の機能に関係するお客様
の役割及び一切の条件又は制限に従ってのみ、限定的、非独占的、譲渡不能かつ取消可能のライセンスに基づき UiPath アカデミーの本コ
ンテンツにアクセスし、これに登録し、これを閲覧し及び利用する権利をお客様に提供します。その他全ての利用は明示的に禁止されます。本
利用規約に別途明示的に記載される場合を除き、お客様は、権限を有する UiPath の担当者により署名された書面による合意においてこれ
を行う明示的な許可を付与されていない限り、UiPath アカデミーのいかなる部分も、複製、再配布、送信、譲渡、販売、放送、有償貸与、

UiPath アカデミー規約 – V15072021
UiPath Confidential and Proprietary. Do not use publicly.

2

共有、無償貸与、変更、翻案、編集、派生物の生成、サブライセンス又はその他移転若しくは利用をしてはなりません。これは、お客様が当
社の API のいずれかを介してアクセスできる本コンテンツにも適用されます。
2.2.

知的財産権 各当事者は、自らの本コンテンツ及び秘密情報に係る知的財産権を留保します。第三者に留保される一切の権利を除き、
UiPath は、本サービス内のあらゆる知的財産権を含む、全ての権利、権原及び権益を留保します。UiPath は、お客様によって若しくはお客
様のために開発されたソフトウェア／ワークフローと類似の機能を果たすあらゆる知的財産権及び技術を個別に取得し、ライセンスを許諾し又
は開発することができます。

2.3.

フィードバック お客様は、本契約をもって、UiPath に対し、お客様に対する一切の報酬の支払なしに、お客様が自らの裁量により何らかの方
法で（口頭、書面又は書類によるものを含みます。）UiPath と共有するあらゆるフィードバックの使用、コピー、変更、派生物の生成、配布、
公の実演若しくは展示を行い、これを作成し、作成させ、その輸出、輸入、販売、有償貸与を行い又はそのコピーのライセンスを許諾する、世
界的、無制限、永続的、非独占的、譲渡可能、取消不能、サブライセンス可能、ロイヤルティ無償、全額払込済のライセンスを付与します。
法律により許容される最大限の範囲において、お客様は、UiPath がお客様から共有されたフィードバックを処理又は変更することにより生じた
何らかの性質の結果、派生物又はアウトプット（例えば、事前トレーニング済モデル、モデルの改善、テンプレート又は機能）に係る又はこれに
関係する一切の権利を放棄します。

3.

条件及び制限

3.1.

本サービスにアクセスするためには、お客様は、ガイドラインに従い、かつ、本サービスのランディングページ（トレーニングページ及び認定ページを
含みます。）上で閲覧可能な要件を満たさなければならず、また、UiPath の利用ポリシーに同意しなければなりません。

3.2.

お客様が顧客又はパートナーである場合、UiPath アカデミーの学習コンテンツは、以下の条件に基づいて、お客様に共有されます。
a）

UiPath は、SCORM 1.2 又は SCORM 2004 の第 4 版フォーマット内の学習コンテンツのみを共有します。

b）

お客様は、四半期消費レポートを UiPath に提供しなければなりません。

c）

消費レポートは、UiPath により提供されたテンプレートに従って記入するものとし、以下の分野を含みますが、これに制限されないもの
とします。
ユーザーの会社、ユーザーの国、ユーザーの役割／職位、コース受講登録日、コース完了日、受講登録状況（受講登録済、進行
中、完了）

d）

消費レポートは、毎年以下の 日付に

scormreports@uipath.com

宛て（お客様の所在地が日本である場合には、

learning.japan@uipath.com 宛て）に電子メールで送信されるものとします。
1 月 20 日／4 月 20 日／7 月 20 日／10 月 20 日
e）

お客様は、四半期レポートを送信する際に用いる電子メールアドレスを UiPath に提供しなければなりません。お客様は、お客様を代
理してコンテンツ共有依頼を出す UiPath アカウント・マネージャーにこの情報を連絡しなければなりません。

3.3.

上記の全ての義務を履行せずに UiPath のコンテンツを利用する場合、一切の新たなコンテンツの共有が自動的に停止されるものとし、また、
かかる利用によって、お客様による UiPath アカデミーへのアクセスが停止される可能性があります。
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4.

本コンテンツ

4.1.

本サービスは、UiPath 又はお客様を含む本サービスのいずれかのユーザーによりアップロードされた一定の本コンテンツを含むことがあります。本
サービスによっては、お客様及びその他のユーザーは、UiPath の指定に従い、互いの本コンテンツにアクセスすることができます。お客様は、本契
約をもって、一切の対価なく、本サービスを提供するために、お客様の本コンテンツのコピーの使用、複製、変更、派生物の生成、配布、公の
実演若しくは展示を行い、これを作成し、作成させ、その輸出、輸入を行う、世界的、無制限、永続的、非独占的、譲渡可能、取消不能、
サブライセンス可能、ロイヤルティ無償、全額払込済のライセンスを UiPath に対して付与します。

4.2.

本サービス内のアクティビティが活発であるため、UiPath は、全ての本コンテンツを精査することはできず、また、全ての本コンテンツに、(i)お客様
の機械若しくはそれらの中のファイルに障害を発生させる可能性のあるマルウェア若しくは有害なもの、又は(ii)お客様が不快若しくは不適切な
内容を含んでいると判断するマテリアルが一切含まれていないと保証することはできません。UiPath は、第三者の本コンテンツ（お客様が単独
で責任を負うお客様の本コンテンツを含みます。）に関するいかなる責任又は義務も負わず、当該本コンテンツが本利用規約に違反する可能
性があると UiPath が考える場合を含み、理由の如何を問わず、当該本コンテンツを除去又は変更する権利を留保します。

5.

プライバシー及びセキュリティ

5.1.

お客様は、本利用規約に基づく履行目的に限り、一部の個人データを当社と共有することがあり、当社は、かかる個人データを、データ管理者
として当社のプライバシーポリシーに従って取扱います。お客様は、UiPath の本ソフトウェア又は本サービスを利用する際に、お客様の適用ある
プライバシー法の遵守を評価する責任を負うことにご注意ください。お客様が個人データを処理（アクセス、受領、開示、保存又はその他使用）
する場合、お客様は、GDPR 及びその他適用あるプライバシー法に従って、当該個人データを合法的に処理し、データ主体に通知し、及び該
当する場合はデータ主体の同意を取得することにつき責任を負います。

5.2.

お客様がエンドユーザーである場合、会社の電子メールアドレスを使用することにより又はお客様のプロフィール上で提携関係を選択することに
より、マイプロフィールのデータ、学習の進捗及びその他ご利用状況データがドメインの所有者（例えば、お客様の雇用主）と共有される可能
性があることにご留意ください。お客様は、いつでも、会社の電子メールアドレスに代えて、個人の電子メールアドレスを使用することを選択するこ
とができます。

6.

料金及び返金

6.1.

UiPath アカデミー上の本コンテンツは現在無料です。お客様は、価格及び支払いの一切の変更について事前に通知されます。UiPath のトレ
ーニングパートナーは、コースを有償で提供することができます。支払いに関する一切の疑義又は紛争は、お客様と該当するトレーニングパート
ナーとの間で直接解決するものとします。

7.

保証

7.1.

保証の不存在 本サービスは、「現状有姿で」かつ「提供可能な場合に」提供されます。UiPath 又はその関係会社、ライセンサー、サプライヤ
ー、それらの役員、従業員若しくは代理人のいずれも（以下「UiPath 関係当事者」といいます。）、本サービスに関して、いかなる種類の保
証（明示的であるか黙示的であるか、法令上のものかそれ以外であるかを問いません。）も行わず、UiPath は、適用ある法律により許容さ
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れる最大限の範囲において、可用性、サービスの稼働時間、商品性、特定目的への適合性若しくは非侵害性、又は本サービスが他の技術と
統合若しくは相互運用する能力に対するあらゆる保証を含む、一切の保証を行いません。予期せぬシステム障害が生じることがあり、UiPath
は、本ソフトウェアが、中断されることなく動作し、又はエラーが含まれていないことを保証するものではありません。UiPath は、第三者ホスティン
グプロバイダ又はいずれかの第三者の本コンテンツによって生じた障害又は損害についての一切の責任を負担しません。お客様は、本サービスの
利用に関する全てのリスクを負います。
7.2.

お客様の保証 お客様は、常に、(i)お客様が、本利用規約を締結し、本契約に基づくお客様の義務を履行するために必要な全ての権利及
び権原を有すること、(ii)お客様及びお客様のユーザーが、本利用規約及び全ての適用ある法令を厳守して本ソフトウェアを利用すること、
(iii)お客様が、お客様の本コンテンツの合法的な利用及び本ソフトウェアの運用に必要な全ての権利、許可及び／又は同意を取得しているこ
と、(iv)お客様は、お客様が行う又は行ったあらゆる変更、改変又は統合を実行できるようにするために、第三者のソフトウェア又は製品に関し
て要求される全ての権利を有すること、(v)お客様の本コンテンツのいかなる部分も、第三者の権利を一切侵害せず又はその他これと相反しな
いこと、(vi)UiPath が、いずれかの第三者からライセンスを取得し又はいずれかの第三者に対しロイヤルティを支払う必要が生じる一切の活動
に、お客様は従事しないことを表明し、保証します。お客様は、本サービス及び本コンテンツの利用がお客様単独の危険負担によることに明示
的に同意します。お客様は、お客様、お客様の従業員及びお客様のエンドユーザーの間の一切の契約の条件を充足することについて単独で
責任を負うものとし、UiPath は、かかる契約に基づくお客様のいずれかの義務を履行する義務を負わず、また、かかる義務の不履行について
責任を負うものとみなされないものとします。

8.

責任

8.1.

除外 適用ある法律により許容される最大限の範囲において、UiPath 関係当事者は、その UiPath 関係当事者がかかる損害が発生するお
それを認識していたかにかかわらず、かつ、かかる責任が契約、不法行為、過失、厳格責任、製造物責任又はその他に基づくかを問わず、特
別損害、間接損害、精神的損害、派生的損害、付随的損害若しくは懲罰的損害、本ソフトウェアの利用若しくは本ソフトウェアの利用能
力の欠如、コンピューターの不具合若しくは故障、サーバーの停止期間、本ソフトウェアと他のプログラムとの運用不能、利益の損失、評
判の失墜、使用機会の喪失若しくは収益の損失、データの損失若しくは破損、又は事業の中断についていかなる責任も負いません。疑義
を避けるために付言すると、あらゆる UiPath 関係当事者は、いかなる場合においても、お客様の本コンテンツ、お客様による本利用規約の不
遵守又はお客様のアカウントの利用に直接又は間接的に起因して又はこれに関連して、申し立てられ、付与され、又は課されたいかなる請求
（その種類及び性質を問いません。）についても責任を負いません。

8.2.

損害の限定 本利用規約に起因する又はこれに関連する直接的損害を含む、かつ、上記の保証の除外が適用ある法律に基づき有効でな
いか又は許容されていない場合を含む、それぞれ及び全ての請求、訴訟、法的手続及び損害（個別に、また、これらを併せて）に関するあら
ゆる UiPath 関係当事者に対するお客様の唯一の救済は、(i)100 米ドル又は(ii)当該損失若しくは違反が発生した月にお客様が支払った
対価の価値のいずれか高い方を上限とします。これらの限定及び除外は、この救済がお客様の損失の全額補償とならない場合であっても、ま
た、UiPath が当該損害の可能性又はその発生のおそれを知っていた又は知っているべきであった場合であっても、適用されます。

8.3.

補償 お客様は、(i)お客様及びお客様のユーザーが本利用規約に違反して本サービスを利用し、若しくは利用しようとしたこと、(ii)お客様に
よる適用ある法律の違反若しくは第三者に対する権利侵害、又は(iii)お客様の本コンテンツに起因して、又はこれらに基づく請求（知的財
産権又はその他の財産権の侵害又は不正使用に対する請求を含みますが、これに限られません。）に関連して生じた一切の損失、損害、罰
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金及び費用（弁護士報酬及び費用を含みます。）について、あらゆる UiPath 関係当事者を補償し、防御し、かつ、これに何らの損害も被
らせないものとします。

9.

法令遵守

9.1.

認められる利用 お客様は、当社のウェブサイト上で閲覧可能な UiPath 利用ポリシーを含む本利用規約に従うものとします。本サービスは、
UiPath のウェブサイト上で詳述され、第三者の条件及び条項に服する、オープンソースコードを含む第三者のコンポーネントを含む場合があり、
また、かかる第三者のコンポーネントにより禁止される場合があります。お客様が本サービスを第三者のデータ、製品、サービス、プラットフォーム
等と併せて利用する場合、お客様は、当該第三者プロバイダが要求する条件及び条項を遵守しなければならず、また、お客様は、かかる利用
に係る全てのリスクを負うものとします。

9.2.

第三者によるアクセス お客様は、お客様のユーザー（UiPath が許可した場合、お客様のクライアントを含みます。）が、お客様の直接的か
つ有益な事業目的のためにのみ、本サービスを利用することに限って許可することができます。お客様は、当該許可を行う場合、当該ユーザー
に対して、本利用規約を遵守させ、自己の行為に責任を負わせます。お客様は、要請に応じて、お客様の全てのユーザーの詳細及び利用レ
ポートを UiPath に提供します。

9.3.

輸出管理 お客様は、UiPath アカデミーの本コンテンツが、米国の経済制裁、欧州委員会の規制、国際連合安全保障理事会の決議及び
その他の類似の国内又は国際の規制を含む輸出管理規制及び制裁（以下「輸出管理及び制裁」といいます。）に服することを確認します。
お客様は、お客様又はお客様のエンドユーザーが、(i)輸出管理規制及び制裁の制限対象者リストに記載されていないこと、(ii)直接であると
間接であるとを問わず、かかる輸出管理規制及び制裁に違反している国又はかかる国の外国人に対し、これを認識した上で、UiPath アカデ
ミーの本コンテンツ（又は当該本コンテンツから生じた結果）を輸出、再輸出又は移転しないこと、及び(iii)UiPath が輸出管理規制及び制
裁に違反することとなり得る行為に従事しないことを表明します。

9.4.

監査 お客様が事業、会社又は組織である場合、UiPath は、自己の費用負担により、お客様による本サービスの利用、アクセス、インストー
ル又はデプロイメントが本利用規約を遵守しているかについて確認することができます。お客様は、要請に応じて、お客様の全てのユーザーの詳
細及び利用レポートを UiPath に提供するものとします。さらに、12 ヶ月に 1 回を超えない範囲で、UiPath は、直接又は委託業者を任命し
て、現場での確認を行うことができ、お客様は、当該確認に関し、要求される全ての支援及びサポートを行うことに同意します。かかる確認によ
り、不遵守が発覚した場合には、お客様は、直ちにこれに対応します。本サービスについて支払うべき料金についてその標準的金額の 5%を超
える料金の未払いがあった場合には、お客様は、監査費用も支払うものとします。

9.5.

秘密保持義務 両当事者又はそれらの関係会社は、本利用規約の目的のために、情報を開示する場合がありますが、かかる情報は、当該
情報が秘密と表示されているか又は通常であればその状況下において秘密情報であると考えられる場合に秘密であるものとみなされます（本
契約において「秘密情報」といいます。）。秘密情報とは、受領者が独自に開発した情報、秘密保持義務を何ら負うことなく第三者から受領
者に適法に付与された情報、又は受領者の責によらず公知となった情報を含みません。例えば、本サービスは、UiPath の秘密情報とみなされ
ます。受領当事者は、合理的な程度を下回らない注意を払って秘密情報を扱い、本利用規約に基づく目的のためにかつ本利用規約に基づ
く関係の存続期間にのみ、秘密情報を使用するものとします。受領当事者は、(i)開示当事者からの書面による署名済の許可書に基づく場
合、又は適用ある法律又は裁判所若しくはその他政府機関の有効な命令を遵守するため必要がある場合（ただし、受領当事者が要求され
た開示について、開示当事者に速やかに通知し、開示を妨げ又は限定するための支援を提供した場合に限ります。）又は(ii)本利用規約の
目的のために秘密情報を知る必要があり、かつ、本条に定めるものと少なくとも同程度の制限の秘密保持義務に拘束される自らの関係会社、
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従業員、代理人、投資家又はプロフェッショナルアドバイザーに対してのみ、秘密情報を開示することができます。UiPath は、UiPath、その顧
客、パートナー又は公衆の権利又は安全を保護するために必要であると合理的に考える場合に、通知を行わずにお客様の秘密情報を開示
することができます。
9.6.

データ利用 UiPath 又はその関係会社、お客様の端末からの診断レポート、テクニカルレポート、エラーレポート、クラッシュダンプ、利用及びそ
の他テレメトリデータを収集し、分析することもでき、お客様は、UiPath 又はその関係会社に対し、本サービスを提供及び更新するため、サポー
トを提供するため、及び技術的問題に対処するために、かかるデータにアクセスし、これを使用し又は処理する世界的、譲渡可能、ロイヤルティ
無償の権利を付与します。

9.7.

お客様の本コンテンツ UiPath 又はその関係会社は、以下に定めるとおり、お客様の本コンテンツ及びお客様による本ソフトウェアの利用から
得られた情報を使用することができます。但し、UiPath が、当該目的のために、かかるお客様の本コンテンツ及び情報を匿名化し、集約するこ
とを条件とします。

9.8.

a）

製品の改良並びに新たな製品及びサービスの開発

b）

リソース配分及びサポートの改善

c）

社内需要及び製品計画

d）

機械学習アルゴリズムのトレーニング及び開発

e）

製品性能の改善

f）

セキュリティ及びデータの完全性の検証

g）

業界動向及び開発の特定、並びに指標及び匿名ベンチマークの作成

濫用の通報 お客様は、本利用規約の違反を疑う場合、件名を「Report Abuse Terms of Use」とし、少なくとも以下を含めて、
contractnotice@uipath.com に宛てて当社に知らせることができます。
a）

侵害がなされたと疑われる独占的な権利の所有者又はその授権された担当者の物理的な署名又は電子署名

b）

違反の簡単な説明（並びに違反しているユーザーのアカウント及び関連するマテリアルへのリンク）

c）

申立人の氏名、住所、電話番号及び電子メールアドレス

d）

申立人が、違反が申し立てられているマテリアルの利用方法が、合法的でなく、また、著作権者若しくはその代理人により認められたも
のではないと誠実に考える旨の陳述書

e）

通知に記載された情報が正確であり、偽証した場合は偽証罪が適用されるという条件で、申立人が、侵害がなされたと疑われる独占
的な権利の所有者又は当該所有者の授権された担当者である旨の陳述書

また、UiPath は、申立てが正しいと判断した場合、問題となっている本コンテンツを除去し、本コンテンツを掲載したユーザーに警告を行い、及
び／又は一時的に若しくは永久的に当該ユーザーのアカウントを停止若しくは無効化することができます。
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10.

事業体及び紛争解決

10.1. 準拠法 本契約は、抵触法に関する規定にかかわらず、お客様の所在地及び本部の場所に応じて、以下に記載される法律に準拠します。
国際物品売買契約に関する国連条約（CISG）及び統一コンピュータ情報取引法（UCITA）は、本契約には適用されません。
10.2. 円満な解決 両当事者は、一切の請求の前提条件として、本契約に起因又は関連する一切の紛争を、当該請求に関する通知から 90 日
以内に、友好的に解決することに合意します。適用ある法律により許容される最大限の範囲において、本条を遵守しない当事者は、該当する
場合、仲裁の結果にかかわらず、他方当事者の仲裁の経費を負担します。
10.3. NAMER のお客様向けの仲裁合意 友好的な解決を条件として、お客様が NAMER（アメリカ合衆国、カナダ又はメキシコ）にて設立され
た場合、紛争は、全米仲裁協会の商事仲裁規則に従って、英語での仲裁により排他的かつ最終的に解決されるものとします。裁定は、準拠
法に従い、かかる準拠法に依拠する理由を述べます。但し、いずれの当事者も、回復不能の損害を防ぐため又は知的財産権の不正使用を
禁止するために、管轄権を有する裁判所において差止命令による救済を求めることができます。
10.4. 裁判地 両当事者は、本契約をもって、以下に記載する裁判地の管轄権を有する裁判所が専属的裁判管轄権を有することを受け入れ、各
当事者は当該管轄における請求の提起又は当該管轄の維持に対して有する可能性のある一切の異議及び抗弁（不便宜法廷地の抗弁
を含みます。）を撤回不能の形で放棄します。両当事者は、本契約に基づき又は関連する請求において、陪審審理を受ける各自の権利
を、任意かつ意図的に、理解の上で、放棄します。
お客様

UiPath 事業体

準拠法

裁判地

アメリカ合衆国、カナダ又

UiPath Inc.:90 Park Avenue, 20th floor,

ニューヨーク州法

アメリカ合衆国、ニュー

はメキシコ（NAMER）

10016 New York, New York, United

ヨーク州、ニューヨーク

States
インド

UiPath Robotic Process Automation India

インド法

インド、バンガロール

ルーマニア法

ルーマニア、ブカレスト

Private Limited:7th floor, Prestige Trade
Tower, 46, Palace Road, Sampangi Rama
Nagar, Bangalore, Bangalore, Karnataka,
India, 560001
その他世界各国

UiPath SRL:4 Vasile Alecsandri Str. and
11 Daniel Constantin Str., Building A,
floors 5 and

6, District 1, 010639

Bucharest, Romania
10.5. 除斥期間 適用ある法律により許容される範囲において、本サービスの利用又は本利用規約に起因又は関連するいかなる訴訟原因につい
ても、かかる訴訟原因の発生から 1 年以内に提訴されなければなりません。かかる期間内に提訴されなかった訴訟原因は、本規定により排除
され、永久的に妨げられます。
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11.

終了

11.1. 契約期間 本利用規約は、各一連の特定規約に関して、お客様が、UiPath により指定されたライセンス期間の全存続期間中に、関連する
本サービスにアクセスした日又はこれをインストールした日から、本契約に従って終了するまで、有効とします。お客様は、終了時に、お客様の費
用負担で、本ソフトウェアの全てのコピー又は本サービスの一切のアウトプットを削除しなければなりません。
11.2. 任意終了 お客様は、いつでも、本サービスの利用を停止し、お客様のアカウントを終了することができますが、これにより、お客様は、未払い料
金（該当する場合）を支払う一切の義務を免除されないものとします。また、当社は、当社が本サービスの中止を選択した場合を含み、いつ
でも、お客様による無料の本サービスの利用を終了することができます。有料の本サービスに関して、当社は、事前に合理的な通知をお客様に
提供するものとします。
11.3. 重大な終了 当社は、(i)お客様が本利用規約又は適用ある法律に違反した又は違反しようとしているとの合理的な疑念を当社が有してい
る場合、(ii)本サービスの提供が違法とみなされるか又はいずれかの第三者の権利を侵害する場合、(iii)該当する場合に、お客様が期限まで
に本サービスの料金を支払わない場合、(iv)お客様の無料アカウントが⾧期間にわたり使用されていない場合、又はその他特定規約に基づき
規制されるとおり、直ちにかつ通知することなく、本サービスを利用し、これにアクセスするお客様の権利を終了若しくは停止し、又はお客様のア
カウントを削除することができます。

12.

一般条項

12.1. 完全合意及び解釈 一般利用規約といずれかの特定規約の内容が異なる場合は、特定規約が優先します。UiPath、そのライセンサー及び
それらの関連会社は、本利用規約において明示的に付与されていない一切の権利を留保します。UiPath の関連会社、そのライセンサー及び
それらの関連会社は、本利用規約の第三者の受益者であり、本利用規約を執行する権利を有します。
12.2. 支配権の変更 お客様は、お客様又はお客様の関係会社が、(i)当社の直接の競合企業に買収され、かかる競合企業に実質的に全ての
資産を売却し、かかる競合企業と合併し、若しくはかかる競合企業に有利な形で支配権を変更するか、又は(ii)お客様の主たる活動目的を
当社と競合する事業に変更する 30 日前までに当社に対して通知を行わなければならなりません。
12.3. 譲渡禁止 お客様は、UiPath の書面による同意を得ることなく、本利用規約又は本利用規約に基づくお客様の権利及び義務の全部又は
一部を譲渡その他移転してはならず、かかる譲渡その他移転を試みた場合は、無効とされます。UiPath は、本利用規約に基づく自らの権利
を第三者に移転することがあり、かかる場合、本利用規約は更新され、UiPath のウェブサイトに掲載されます。
12.4. 公表 お客様が法人である場合、お客様は、本契約をもって、UiPath に対し、当社の本サービス及びイベントを宣伝するために、当社のマー
ケティング資料においてお客様の商標、サービスマーク及びロゴのコピー、ホスト、保存、配布、公の実演、展示、他の成果物への組み込みその
他利用を行うための、全権利期間にわたり譲渡可能、サブライセンス可能、ロイヤルティ無償、非独占的、世界的かつ有効なライセンスを付与
するものとします。お客様は、UiPath に対し、UiPath のウェブサイト、オンライン・プラットフォーム及び一切の販売促進資料上にて、該当する
場合、お客様を UiPath アカデミーの利用者として公表し、お客様の名称及びロゴを含めることを許可します。お客様は、本利用規約に従って、
かつ、UiPath の商標及び著作権の使用に関するポリシー並びに UiPath の要件を遵守する場合に限って、適切な UiPath の名称、ロゴ及び
商標を利用することができます。お客様は、UiPath アカデミーの利用者としてのお客様の地位に言及することを除き、メディア、プレスリリース、
説明会又は会議において UiPath 又は UiPath アカデミーに関する何らかの発言をする前に、UiPath の事前の同意を要求しなければなりま
せん。お客様は、UiPath により問題があると特定された UiPath の商標の一切の利用を速やかに停止しなければなりません。また、お客様は、
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一切の UiPath の商標の所有権の有効性を争わないことに同意するものとします。UiPath の商標の利用から生じる全ての営業権は、
UiPath に帰するものとします。
12.5. エンドユーザー向けガイドライン 本利用規約を承諾する一切の事業体は、当該本利用規約に含まれる全ての関連情報をエンドユーザーに
提供することを約束します。UiPath アカデミーの一部の要素は、お客様のコンピュータ、電話又はその他の機器にダウンロードすることができま
す。お客様は、UiPath アカデミーを利用することにより、本利用規約に承諾することを確認します。
12.6. 一般的ではない条項 お客様は、本契約をもって、以下の部分の規定及びそれに含まれる条項を明示的に確認し、かつ、これを承諾するも
のとします。
重要、ライセンス及び知的財産権、条件及び制限、本コンテンツ、プライバシー及びセキュリティ、料金及び返金、保証、責任、終了、法
令遵守、濫用の通報、準拠法の選択及び紛争解決、公表、エンドユーザー向けガイドライン、輸出管理
12.7. 存続 その内容によって、本契約の履行、不更新又は終了後も適用されることが意図される一切の規定は、本契約に基づく一切の終了後も
存続します（その旨が明示的に記載されているか否かを問いません。）。

当社は、事前の書面による通知を行うことなく、いつでも、https://www.uipath.com 上の本利用規約を更新する権利を留保しま
す。最終更新日:2021 年 7 月 15 日。
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