本契約は、英語により作成及び締結されます。本契約が他の言語に翻訳されている場合でも、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。なお、本和訳は参考訳であり内容又は翻訳の正確性について保証するものではありません。
英語版はこちら(https://www.uipath.com/hubfs/legalspot/UiPath_Activity_License_Agreement.pdf）
をご確認ください。

（和訳）

UiPath オープン・プラットフォーム・ライセンス契約

注意：本契約をご精読の上、本契約の規定に同意される場合のみ OPA（以下に定義します。）をインストールしてください。
UiPath のウェブサイトで随時更新される本契約は、貴殿又は貴社（以下「お客様」といいます。）が OPA をダウンロード又は受
領した日（以下「発効日」といいます。）に有効となるお客様と UiPath（以下に定義します。）（以下、個別に「当事者」、総
称して「両当事者」といいます。）の間の法的拘束力のある契約です。会社の電子メールアドレスを使用した OPA の要求があっ
た場合、UiPath は、お客様が当該会社を代表しており、かつ、お客様が当該会社を拘束し、当該会社を代理して本契約を締
結する完全な権限を有するものとみなします。法律により許可される範囲で、UiPath は、いつでも事前通知なく更新日から 10
日以内に有効となるように本契約を更新する権利を留保します。お客様には、定期的に本契約を確認する責任があります。

1.

ライセンス及び知的財産権

1.1. ライセンス お客様による本契約及び適用法の遵守を条件として、UiPath は、本契約により、契約期間中、商業利用及
び本番目的での利用を明示的に除き、お客様の内部業務のためにのみ OPA をダウンロードし、OPA にアクセスし、OPA を
インストールし、OPA を使用する個人的、全世界的、ロイヤリティフリー、譲渡不能かつ非独占的で撤回可能な権利をお
客様に付与します。
1.2. UiPath オープン・プラットフォーム・アクティビティ（以下「OPA」といいます。） OPA とは、UiPath が UiPath Go!や
UiPath Connect!のウェブサイト等で作成、提供若しくは公表する又はその他に UiPath が提供する自動化プロジェクト用
ソフトウェア並びに全ての関連文書をいいます。疑義を避けるために付言すると、UiPath が早期リリース版、プレリリース版、
プレビュー版、アルファ版、ベータ版又は類似のものとして提供するソフトウェアは、OPA とみなされません。
1.3. 知的財産権 UiPath のライセンサーに帰属する権利に影響を及ぼすことなく、UiPath は、OPA の全ての権利、権原及び
利益の単独所有者であり、明示的にお客様へ付与されない全ての権利を留保します。本契約におけるライセンスを除き、
UiPath は、OPA に関する「知的財産権」（登録の有無を問わない資料、特許、著作権、企業秘密、商標、発明、デー
タ、ソフトウェア、データベース、情報、ノウハウ、計画、ファイル、マップ、図表、設計、コード、ドメインに関する知的財産権等
の権利又は類似の性質の権利をいい、かかる権利に関する全ての申請及び申請権、更新権又は延長権並びにその優先
権を主張する権利並びに全ての類似の又は同等の権利又は保護形態を含みます。）をお客様に付与しません。お客様
は、本契約により、お客様のフィードバックにおける全ての知的財産権について、補償を請求することなく、UiPath に譲渡し
ます。UiPath は、お客様が開発する著作物（本契約に定義します。）に類似した製作物、製品、ソフトウェア又は資料
を開発及び配布する権利を留保します。
1.4. 料金及びサポート UiPath は、OPA に関してライセンス料を請求しません。サポートは、(i)（「Enterprise support」又
は類似の名称により）サポート対象であると示される OPA について、(ii) UiPath とライセンス契約を締結し、それによりライ
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センス契約に含まれるサポート条項の条件に基づき標準的な法人サポートを受けることができる顧客に限り、提供されます。
OPA の問題は、優先度 3 及び 4 のみを対象とします。UiPath は、公開される OPA のページに掲載される問合せ及び問
題に回答することによりサポートを提供することがありますが、これを行う義務を負うものではありません。但し、UiPath は、お
客様に阻止不可能な OPA の自動更新を行うことがあります。

2.

コンテンツ及び保管

2.1. 「コンテンツ」とは、OPA に統合又はその他に結合されたテキスト、画像、動画、音声又はソフトウェアをいいます。「お客様の
コンテンツ」とは、UiPath から提供されていないコンテンツであり、かつ、OPA でお客様によって又はお客様を代理して共有、
作成、アップロード、インポート又はその他に使用されるコンテンツをいいます。お客様は、UiPath の知的財産権が含まれて
いない範囲で、お客様のコンテンツの全ての知的財産権を保有します。
2.2. UiPath は、合理的な理由により、ファイルサイズ、記憶領域、処理能力等に合理的な技術制限を設けること及びお客様
による OPA へのアクセスを停止することができます。お客様には共有コンテンツ又はその使用に関する全責任があり、当社は
お客様がご自身のコンテンツを別の場所に定期的にバックアップすることを推奨します。お客様は、本契約の目的又はお客
様のコンテンツが公表される他のサービスのためにお客様のコンテンツの管理、保存、複製、配布、アクセス、テスト、修正、
公の実演、表示、二次的著作物の作成、他の製作物への組込み及びその他の使用に関する譲渡可能で無償、サブライ
センス可能、非独占的かつ全世界的で全権利期間中有効な権利を UiPath に付与します。UiPath は、何らかの理由
（本契約違反であると UiPath が合理的に確信する場合を含みます。）によりコンテンツを削除又は修正する権利を留保
します。

3.

データ

3.1. データ収集 UiPath は、自己（又は承継人）のウェブサイトにおいて公開されるプライバシーポリシーに従い、本契約上必
要となる、お客様の PII（特定された又は特定可能な自然人に関する情報（EU 一般データ保護規則（EU 議会規則
2016/679）（GDPR）及びその他の適用されるプライバシーに関する法律に定義される機微なデータのことを意味しま
す。））、又はお客様の従業員の PII を収集、保存及び使用することができます。また、OPA の提供及びアップデート、サ
ポートの提供並びに技術的な問題への対処を目的として、また、法律の定めるところ又はプライバシーポリシーに合理的に
規定されるところに従い、UiPath 又はその関係会社は、お客様のデバイスからの診断用の技術的なエラー報告、クラッシュ
ダンプ、使用方法及びその他のテレメトリデータを収集及び分析することもでき、お客様は、UiPath 及びその関係会社に対
し、かかるデータにつき、アクセス、利用及び処理する全世界的で、譲渡可能で無償の権利を付与します。お客様は、自己
の従業員に対し、適用法に従った当該従業員の PII の処理について通知するものとします。
3.2. 個人データの制限 UiPath は、本契約の履行のため又はお客様による OPA の使用のために、PII 並びに 1996 年医療
保険の携行性と責任に関する法律（HIPAA）により規制される保護対象の健康情報及び機密データ（以下「PHI」と
いいます。）を含むお客様の秘密情報（以下、総称して「本秘密情報」といいます。）を必要としません。お客様は、OPA
において「ダミーデータ」のみを使用すべきであり、本秘密情報を使用又は UiPath に対して転送してはなりません。お客様
は、PII 又は PHI が UiPath に転送又はアクセスされることがないように本契約に基づいて使用される全てのデータを匿名
化しなければなりません。いかなる場合も、UiPath は、お客様の PII 又は PHI の誤用について責任を負いません。
3.3. 秘密保持義務 本契約に基づいて UiPath からお客様に提供される非公開情報（OPA 及び UiPath の知的財産権を
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含みますが、これらに限定されません。）は、UiPath の秘密情報（以下「UiPath の本秘密情報」といいます。）です。
UiPath の本秘密情報は UiPath の財産に留まります。お客様は、本契約に定められた目的のためだけに UiPath の本秘
密情報を使用することができ、また、お客様は、本契約の目的のために UiPath の本秘密情報を知る必要があり、かつ、本
契約における秘密保持義務と同等以上の保護水準の拘束力のある秘密保持契約をお客様との間で締結しているお客
様の従業員、代理人又は請負業者に対してのみ UiPath の本秘密情報を開示することができます。但し、お客様は、
UiPath の競業他社に UiPath の本秘密情報又は知的財産権を直接又は間接的に開示しないこととします。

4.

お客様の責任

4.1. お客様の表明 お客様は、お客様自身及びお客様が OPA を提供する第三者に関して、(a)お客様が本契約及び全ての
適用法令を厳守して OPA を使用すること、(b)お客様が OPA を使用するため及び本契約を締結するための完全な権利
及び権能を有しており、法人アカウントで登録する場合はお客様が当該法人を拘束し、当該法人を代理して本契約を締
結するための完全な権限を有していること、(c)OPA の使用もお客様のコンテンツも UiPath 又は第三者の権利を侵害又
は当該権利に違反しないこと並びに(d)お客様が UiPath 又はその関係会社の知的財産権又はお客様のフィードバックに
関する権利に対して異議を唱えず、お客様が UiPath 又はその関係会社に損害を与え得る形で行為しせず、お客様が
UiPath との関係において誠実に行為することを表明及び保証します。
4.2. 補償 お客様は、お客様の費用負担で、お客様による本契約の違反、本契約に基づく作為若しくは不作為又はお客様の
コンテンツに起因する範囲で、UiPath、その従業員、関係会社、顧客又は請負人に対する第三者の請求、訴訟又は法
的手続について補償、防御及び解決します。

5.

責任制限

5.1. 保証の不存在 適用法により許容される最大の範囲で、OPA は、明示的、黙示的、法定又はその他のいかなる種類の
保証、条件又は表明（隠れた瑕疵、満足できる品質、特定目的適合性、侵害の不存在又は他の製品との統合可能性
に関する黙示的保証又は条件を含みますが、これらに限定されません。）もない「現状有姿で」提供されます。UiPath は、
OPA の運用について、これが遮断されないこと、これにエラーがないこと又はこれに脅威若しくは機能不全の発生可能性が
ないことを保証しません。お客様は、OPA の構成要素に欠陥がある場合を含むソフトウェアの選択及び使用に関する全ての
リスクを負います。UiPath の権限ある代表者が提供する口頭若しくは書面による情報又は助言は、保証となるものではな
く、お客様は、OPA のインストール、OPA の使用及び OPA から得られる結果について責任を負います。本条は、ライセンス
の終了後も存続します。
5.2.責任の不存在 適用法により許容される最大の範囲で、いかなる場合においても、いかなる法理論に基づいても、UiPath、
その関係会社、従業員、承継人又はライセンサーは、一般的、直接的、間接的、特別、付随的、派生的、懲罰的な補
償若しくは他の損害又は OPA の構成要素の使用や使用不能、OPA と他のプログラムの連携不全、データの喪失、利益
の喪失、営業権の喪失、割当ての喪失、サービスやサーバーの中断時間、データの漏洩や欠陥、事業の中断、コンピュータ
ーの故障若しくは機能不全に起因する損害又は他のあらゆる性質の全ての損害若しくは損失について、UiPath がかかる
損害の可能性を通知されていた場合であっても、お客様又は他の者に対して責任を負いません。上記の責任の排除が有
効でない又は法律により認められない場合、適用法により禁止されていない範囲で、本契約又はその主題に基づく若しくは
関連する全ての請求、訴訟及び手続に関する（個別の及び全ての）UiPath の最大責任総額は、契約によるものか又
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は不法行為によるものかを問わず、責任の理論にかかわらず、手続の種類に関係なく、100 米ドルを超えることはありませ
ん。いかなる場合も、UiPath は、コンテンツ若しくは OPA に起因又は関連して、直接若しくは間接的に主張、強制又は賦
課されるいかなる種類及び性質の請求、損失、判決、裁定、費用、経費、損害及び債務（合理的な弁護士報酬を含
みます。）についても責任を負いません。

6.

コンプライアンス

6.1. 使用制限 お客様は、OPA を当社ウェブサイトにおいて公開されている許容される利用ポリシーに従ってのみ利用することが
できます。OPA において利用可能なオープンソース・コードを含む第三者の構成要素（かかる第三者の条件が適用されま
す。）が OPA に含まれる、又は UiPath がこれを提供する場合があります。お客様が、第三者のデータ、製品、サービス及
びプラットフォームと共に OPA の特定の機能を使用する場合、お客様には、かかる第三者プロバイダーが定めた規約を遵守
する責任があり、全てのかかる使用はお客様の自己責任となります。
6.2. 許可 本「使用制限」の条項にかかわらず、お客様は、OPA の二次的著作物（以下「著作物」といいます。）を作成する
ことができますが、かかる著作物は、UiPath のソフトウェアと共に、かつ、(i)OPA が参照若しくは参照コードとしての形式又
はコードで提供される（又は書面により UiPath によって雛形であることが明示的に指定されている）場合は必要に応じて、
(ii)OPA が他の形式で提供される場合は OPA を参照又は動的に連携することのみにより、使用されることとします。
UiPath が個別のライセンス契約により UiPath のソフトウェアに基づいて著作物を開発する権利をお客様に付与する場合、
かかる著作物の配布及び使用は、本契約に定められた使用制限の適用対象となります。お客様は、(i)UiPath の製品と
共に使用されるために並びに(ii)本契約においてお客様へ付与された権利以上の権利を第三者に付与しない本契約と矛
盾しない条項及び条件（「お客様」は関連受領者と読み替えられ、かかる受領者は本契約に定められたものと同じ制限
及び制約に拘束されます。）に基づいて、かつ、配布に本契約に基づいてお客様によって付与される本ライセンスの完全な
写しを含めることにより、第三者の受領者に著作物を配布することができます。UiPath は、当該受領者による本契約の条
項の遵守についてお客様に責任を問います。
6.3. 第三者のアクセス お客様が第三者に OPA へのアクセスを許可することはできません。但し、お客様の従業員及び請負業
者に対して許可する場合であって、お客様の直接の事業利益のみを目的とし、当該従業員及び請負業者に本契約の規
定を遵守させ、自己の行為に対する責任を負わせる場合はこの限りではありません。お客様は、要求に応じて、すべてのお
客様のユーザーに関する詳細な報告を UiPath に提供するものとします。
6.4. 輸出管理 お客様は、お客様自身、お客様の関係会社及びユーザーが(i)輸出管理及び制裁の制裁対象者のリストに記
載されていないこと、(ii)OPA（又はこれから生じる成果物）をかかる輸出管理及び制裁に違反する国又はかかる国の国
籍を有する者に直接又は間接的に、故意に輸出、再輸出又は移転しないこと、並びに(iii) UiPath 及びその関係会社が
輸出管理及び制裁に違反することとなる行為を行わないこと、を表明し、誓約します。
6.5. 監査 UiPath は、お客様による本契約の規定の遵守を検証することができます。また、UiPath は、12 か月に 1 度を以内
の頻度により、直接又は下請業者を任命して、現地での検証を実施することができ、お客様は、必要なあらゆる協力及び
サポートを提供することに合意します。当該検証により不遵守が発見された場合、お客様は直ちに対処するものとします。

7.

事業体及び紛争解決 本契約は、抵触法の規定又は原則にかかわらず、お客様の居住地又は本社により、下記の法律
に準拠します。各当事者は、下記の裁判所及び裁判地の専属管轄権を無条件で受諾し、本契約に何らかの形で起因
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又は関連する請求の提訴又は訴訟幇助に関していずれかの当事者が現在又は将来有する異議及び防御（不便宜法
廷地の防御を含みますが、これに限定されません。）を取消不能の形で放棄しますが、適用法により禁止されていない範
囲で、UiPath は、世界各地の他の法域においてお客様に対する請求を追求する権利を有します。国際物品売買契約に
関する国際連合条約（CISG）及び統一コンピューター情報取引法（UCITA）の条項は、成立した時期又は場所にか
かわらず、本契約に適用されません。
お客様

UiPath 事業体

準拠法及び裁判管轄

アメリカ合衆国、カナダ又はメキシ

UiPath Inc. (90 Park Avenue,

ニューヨーク州法、ニューヨーク州ニューヨ

コ

th

20

floor, 10016 New York,

ーク市の連邦又は州裁判所

New York, United States)
上記以外の全世界

UiPath SRL (4 Vasile Alecsandri

オランダ法、アムステルダムの裁判所

Str. And 11 Daniel Constantin
Str., Building A, floors 5 and 6,
District 1, 010639 Bucharest,
Romania)

8.

雑則

8.1. 期間及び終了 本契約は、発効日から 12 か月間有効であり、その後は 12 か月間ずつ自動的に更新されます（以下
「契約期間」といいます。）が、本契約に従って終了される場合はこの限りではありません。いずれの当事者も、事前通知な
くいつでも本契約を終了することができます。UiPath は、法律により許容される最大の範囲で、いかなる法理論に基づく責
任を負うことなく、OPA を停止すること並びに本契約及びお客様の OPA 使用権を終了させることができます。ライセンス終
了時、お客様は、OPA の使用を止め、全ての複製物を破棄し、UiPath の要求に応じて、合理的に可能な限り速やかに
OPA 及び関連資料を破棄及び削除したことを確認する文書を提出します。
8.2. 譲渡及び支配権の変更 お客様は、本契約又はこれに基づく権利、利益若しくは義務を、UiPath の事前の書面による
承諾を得ることなく譲渡、移転、委託又はその他の処分をすることはできません。但し、かかる承諾は不当に留保又は遅延
されないものとします。前述の記載にかかわらず、UiPath は、お客様の事前の承諾を得ることなく、本契約又はこれに基づく
権利、利益若しくは義務について、譲渡、移転、委託、又はその他の処分をすることができます。お客様は、お客様自身又
はその関係会社が(i) UiPath の直接の競合に買収され、UiPath の直接の競合に実質的にすべての資産を売却し、
UiPath の直接の競合と合併し、若しくは UiPath の直接の競合に有益となる支配権の変更を行う場合、又は(ii)自己の
主たる活動目的を UiPath に競合する事業に変更する場合、その 30 日前までに UiPath に通知しなければなりません。
UiPath は、上記支配権の変更通知の日から最大 30 日以内に書面による通知を行うことで、本契約を終了することがで
きます。
8.3. 通知 本契約に基づく通知は、以下に記載の（又は書面により通知される）アドレス宛に、内容を示す件名を付した電
子メールにより行うものとし、(i)当事者が当該メールを受領する若しくは拒絶する、又は(ii)送信の翌営業日のいずれか早
い方において有効となるものとします。有効な電子メールアドレスが存在しない場合、UiPath は、お客様の名義により一般
公開されている電子メールアドレスを使用することができます。
UiPath 宛
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プライバシー：

セキュリティ：

privacy@uipath.com

security.breach@uipath.com

コンプライアンス：

サポート：サポート規程に定めるところ

legal.compliance@uipath.com

による

お客様の登録電子メールアドレス

その他：contractnotice@uipath.com
8.4. 公表 お客様は、UiPath がお客様を自身の顧客と公表し、お客様の名称、商標及びロゴを UiPath のウェブサイト及びそ
の他の宣伝広告資料において使用することを許諾します。
8.5. 権利の放棄及び留保 本契約上のいずれかの権利、権限又は救済措置を行使しなかった、又はかかる行使が遅延したと
しても、それにより当該権利を放棄したものとはならず、権利又は救済措置の単独の行使又は部分行使は、当該又はその
他の権利又は救済措置の将来における行使又はその他の行使を妨げないものとします。本契約に規定する権利及び救
済措置は、累積的なものであり、法律に規定するその他のものを除外するものではありません。本契約上のいずれかの違反
を免責することは、その後のいかなる違反の免責ともみなされません。UiPath は、本契約に基づき明示的に付与されていな
いあらゆる権利を留保します。本契約のいずれの記載も、お客様と UiPath 又はそれらの関係会社の間に法的なパートナ
ーシップ、代理人又は雇用関係を生じさせるものではありません。
8.6. 存続条項 次の条項は、その理由を問わず、本契約が期間満了又は解約した後も存続するものとします。知的財産権、
コンプライアンス、責任制限、事業体及び紛争解決、通知、権利の放棄及び留保、存続条項並びにその他その内容によ
り、本契約の履行、期間満了又は解約後も存続することが意図される規定（明示的に記載されているか否かを問いませ
ん。）。
8.7. 言語 本契約は、英語により作成及び締結されます。本契約が他の言語に翻訳されている場合でも、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。

8.8. 完全合意 本契約は、本契約の主題に関する両当事者間の完全なる合意を構成し、かかる主題に関する両当事者間
の従前の書面又は口頭の合意に優先します。本契約のいずれかの規定が、何らかの理由により違法、無効若しくは執行
不可能である又は違法、無効若しくは執行不可能となった場合であっても、本契約の他の全ての規定は、有効に存続し、
かつ、意図された法的効果を生じるものとします。お客様は、本契約又は本契約において付与されたいかなる権利も譲渡
してはなりません。秘密保持義務及び補償義務は、本契約の終了後も存続するものとします。

当社は、事前の書面による通知をすることなく本契約を更新する権利を留保します。最終更新：2019 年 12 月 10 日
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