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MASTER SUBSCRIPTION AGREEMENT 

基本サブスクリプション契約 

THE AGREEMENT GOVERNS THE ACQUISITION, ACCESS AND USE OF DYNATRACE OFFERINGS, 
INCLUDING TRIAL ACCESS OR FREE USE (SEE SECTION 5.3), AND ACCESS OR USE OBTAINED THROUGH 
A DYNATRACE-AUTHORIZED PARTNER (SEE SECTION 3). 

本契約は、試用アクセスまたは無料使用（第5.3条を参照）、およびDynatrace認定パートナー（第3条を参照）を通じて取得し

たアクセスまたは使用を含む、Dynatrace製品およびサービスの取得、アクセス、および使用に適用されます。 

（Controlling Language）支配言語 

This Agreement is written in the English and the Japanese languages. In case of any inconsistencies between the 
English and the Japanese texts, the English text shall in any event prevail over the Japanese text. 

本契約は、英語と日本語により作成される。両者に齟齬がある場合には、いかなる場合も英語の本文が日本語に優

先するものとする。 

CUSTOMER ACCEPTS AND AGREES TO THE TERMS OF THE AGREEMENT BY (1) CLICKING AN “I ACCEPT” 
OR “I AGREE” OR SIMILAR BUTTON OR CHECKBOX TO INDICATE ACCEPTANCE, (2) EXECUTING OR 
OTHERWISE ACCEPTING AN ORDER FORM OR OTHER DOCUMENT THAT REFERENCES THE AGREEMENT, 
(3) ACCESSING OR USING THE DYNATRACE OFFERINGS ON AN UNPAID BASIS, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO TRIAL ACCESS, FREE USE, SPECIAL OFFERS, OR OTHER PROOF OF CONCEPT USE, OR (4) 
ACCESSING OR USING DYNATRACE OFFERINGS OBTAINED THROUGH A PARTNER. 

お客様は、（1）「同意」、「承諾」または同様のボタンやチェックボックスをクリックして、同意を示すことにより、（2）本契約を参

照する注文書またはその他の文書に署名またはその他の方法で承認することにより、（3）試用アクセス、無料使用、特別

提供、またはその他の概念実証使用を含むがこれに限定されない、未払いベースでDynatrace製品およびサービスにアク

セスまたは使用することにより、または（4）パートナーを通じて入手したDynatrace製品およびサービスにアクセスまたは使

用することにより、本契約の条件を受諾し、これに同意したことになります。 

The Agreement is effective between Customer and Dynatrace as of the date of the last signature on an Order Form 
incorporating this Master Subscription Agreement, or if not signed, on Customer’s acceptance of the Agreement. 

本契約は、本基本サブスクリプション契約を組み込んだ注文書に最後に署名をした日、または署名がない場合はお客様が

本契約を受諾した日に、お客様とDynatraceの間で有効となります。 

1. DEFINITIONS. The following terms have the meanings set forth below, unless otherwise indicated: 

定義。以下の用語は、特に明記されていない限り、以下の意味を有します。 

1.1. “Account Data” means information about Customer provided to Dynatrace in connection with the creation or 
administration of its Dynatrace account, such as first and last name, username and email address of an 
Authorized User or Customer’s billing contact, license administrator, security contact or similar.  

「アカウントデータ」とは、Dynatraceアカウントの作成または管理に関連してDynatraceに提供したお客様の情報を

いいます。例えば、認定ユーザーの姓名、ユーザー名、電子メールアドレス、またはお客様の請求先、ライセンス管

理者、セキュリティの連絡先、または同様のものなどがあります。 

1.2. “Affiliate” means an entity that controls, is controlled by or is under common control with another entity, where 
“control” refers to ownership of more than 50% of the outstanding shares or securities representing the right 
to vote for the election of directors or other managing authority of another entity. 

「関連会社」とは、他の企業を支配する、他の企業に支配される、または他の企業と共通の支配下にある企業をい

います。ここで「支配」とは、他の企業の発行済株式または取締役の選任やその他の経営権に対する投票権を表

す有価証券の50%以上を所有することを指します。 

1.3. “Agreement” means this Master Subscription Agreement, together with any Order Form that incorporates it, 
including all referenced terms and conditions. 

「本契約」とは、本基本サブスクリプション契約、およびそれを組み込んだ注文書をいい、参照されるすべての条件

や規約を含みます。 

1.4. “Customer” means (a) in the case of an individual accepting the Agreement on his or her own behalf, such 
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individual, or (b) the entity or organization listed on an Order Form or on whose behalf the Agreement is 
otherwise accepted, and (c) any other entity or organization or individual deemed to be a Customer by the 
terms of this Master Subscription Agreement. 

「お客様」とは、（a）個人が自己を代表して本契約を受諾する場合は当該個人、（b）注文書に記載された、またはそ

の代理人として本契約を受諾する法人もしくは組織、および（c）本基本サブスクリプション契約の条件によりお客様

とみなされるその他の法人もしくは組織または個人をいいます。 

1.5. “Customer Data” means all data submitted, stored, posted, displayed, or otherwise transmitted by or on behalf 
of Customer in connection with the Products. 

「顧客データ」とは、お客様が本製品に関連して提出、保存、掲示、表示、またはその他の方法で送信したすべての

データをいいます。 

1.6. “Customer Hosted Software” means the software provided in machine-readable object code form to a 
Customer as identified in an Order Form, and if applicable, new releases, versions, and updates to the 
foregoing provided as part of Support or during the Term. Customer Hosted Software may, in Dynatrace’s 
discretion, be offered for a perpetual or limited term. 

「カスタマーホスティングソフトウエア」とは、注文書で特定された機械読み取り可能なオブジェクトコード形式でお客

様に提供されるソフトウエア、および該当する場合は、サポートの一環として、または契約期間中に提供される上記

の新リリース、バージョン、およびアップデートをいいます。カスタマーホスティングソフトウエアは、Dynatraceの裁

量により、無期限または限定的な期間で提供される場合があります。 

1.7. “Data Protection Law” has the meaning set forth in the Data Processing Agreement available at 

https://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/.  

「データ保護法」は、https://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/に掲載されている

データ処理契約に記載されている意味を有します。 

1.8. “Deliverable” means all works of authorship, formulas, algorithms, databases, scripts, modifications, 
configurations, logos, symbols, designs, and other inventions (whether patentable or not) that Dynatrace 
authors, makes, conceives, reduces to practice, delivers, develops or otherwise creates, either alone or jointly 
with others, while performing Professional Services or managed services in conjunction with Products. 

「成果物」とは、本製品に関連して専門サービスまたはマネージドサービスを提供している間に、Dynatraceが単独

または他者と共同で著述、制作、構想、具体化、配信、開発、その他作成した著作、数式、アルゴリズム、データベ

ース、スクリプト、修正、構成、ロゴ、シンボル、デザイン、その他の発明（特許性の有無を問わない）のすべての著

作物をいいます。 

1.9. “Documentation” means the then-current technical and non-technical specifications for a Product contained 
in the user, system, specification, support and configuration documentation made generally available to 
Dynatrace customers at  www.dynatrace.com, through customer portals and otherwise 

「ドキュメント」とは、www.dynatrace.com、カスタマーポータルなどを通じて、Dynatraceのお客様が一般的

に利用できる、ユーザー、システム、仕様、サポート、および設定に関する文書に含まれる、その時点で

の本製品の技術的および非技術的な仕様をいいます。 

1.10. “Dynatrace” means the Dynatrace entity specified in the Order Form. If no Order Form applies, Dynatrace 
means the Dynatrace entity, if any, organized in the country where the Customer is headquartered, or if no 
such entity exists, Dynatrace LLC, a Delaware limited liability company. 

「Dynatrace」とは、注文書で指定されたDynatraceの法人をいいます。注文書が適用されない場合、Dynatraceとは、

お客様の本社がある国で組織されているDynatraceの法人がある場合はその法人を、そのような法人がない場合

はデラウェア州の有限責任会社であるDynatrace LLCをいいます。 

1.11. “Dynatrace Materials” means all documentation, materials, methodologies, processes, techniques, ideas, 
concepts, trade secrets, and know-how embodied in the Products, including Deliverables, or that Dynatrace 
may develop or supply in connection with the Products, Support, Professional Services or Deliverables. 

「Dynatrace資料」とは、成果物を含む本製品に具現化された、または本製品、サポート、専門サービス、成果物に

https://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/
https://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/
http://www.dynatrace.com/
http://www.dynatrace.com/
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関連してDynatraceが開発または提供する可能性のあるすべての文書、資料、手法、プロセス、技術、アイデア、コ

ンセプト、企業秘密、およびノウハウをいいます。 

1.12. “Dynatrace Offerings” means the Products and Subscriptions, Support and Professional Services. 

「Dynatrace製品およびサービス」とは、製品およびサブスクリプション、サポートおよび専門サービスをいいます。 

1.13. “Dynatrace Properties” means the Products, Documentation, Deliverables, and Dynatrace Materials, 
including all copies, portions, extracts, selections, arrangements, compilations, adaptations, modifications 
and improvements thereof, and all derivative works of any of the foregoing. 

「Dynatrace財産」とは、本製品、ドキュメント、成果物、およびDynatrace資料をいい、それらのすべての写し、部分、

抽出物、選択、調整、編纂、適応、変更、および改良、ならびに前述のいずれかの派生物を含みます。 

1.14. “End User” means a User for whom use of or access to the Dynatrace Offerings has been obtained through 
a Partner.  

「エンドユーザー」とは、パートナーを通じてDynatrace製品およびサービスの使用またはアクセスが認められたユ

ーザーをいいます。 

1.15.  “Free Use” means the use of Dynatrace Offerings, or any feature or function thereof, made available to 
Customer free of charge. Free Use excludes any purchased access or use. 

「無料使用」とは、お客様が無料で利用できるDynatrace製品およびサービスの使用、またはその機能や特徴をい

います。無料使用には、購入したアクセスや使用は含まれません。 

1.16. “Intellectual Property Rights” means (a) patents and patent rights, rights of priority, mask work rights, 
copyrights, moral rights, trade secrets, know-how and any other form of intellectual or industrial property 
rights; (b) any other protected rights or assets and any licenses and permissions in connection therewith; (c) 
trademarks, trade names, logos, service marks, designs and other designations of source; in each case (a), 
(b) or (c), recognized in any country or jurisdiction of the world, and whether or not registered or able to be 
registered and for the full period thereof, and all extensions and renewals thereof, and all applications for 
registration in connection with the foregoing. 

「知的財産権」とは、（a）特許および特許権、優先権、マスクワーク権、著作権、著作者人格権、営業秘密、ノウハ

ウおよびその他のあらゆる形態の知的財産権や工業所有権、（b）その他の保護された権利または資産、ならびに

それらに関連するライセンスおよび許可、（c）商標、商号、ロゴ、サービスマーク、意匠、およびその他の出所表示

（（a）、（b）または（c）いずれの場合も、世界のいずれかの国または管轄区域で認められているもので、登録されて

いるか否か、または登録できるか否かにかかわらず、その全期間にわたる、すべての延長および更新、ならびに上

記に関連するすべての登録申請を含む）をいいます。 

1.17. “Malicious Code” means viruses, worms, time bombs, Trojan horses and other harmful or malicious code, 
files, scripts, agents or programs.  

「悪意のあるコード」とは、ウイルス、ワーム、時限爆弾、トロイの木馬、その他の有害または悪意のあるコード、ファ

イル、スクリプト、エージェント、プログラムを指します。 

1.18.  “Open Source Software” means any open source, community, or other free code or libraries of any type, 
including, without limitation, any code which is generally made available on the internet without charge, such 
as, for illustrative purposes only, any code licensed under the GNU Affero General Public License (AGPL), 
GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), Mozilla Public License 
(MPL), Apache License, BSD licenses, or other licenses approved by the Open Source Initiative. 

「オープンソースソフトウエア」とは、オープンソース、コミュニティ、その他のあらゆる種類の無料コードやライブラリ

をいいます。これには、例示のみを目的として、GNU Affero General Public License（AGPL）、GNU General Public 

License（GPL）、GNU Lesser General Public License（LGPL）、Mozilla Public License（MPL）、Apache License、BSD 

License、またはOpen Source Initiativeによって承認されたその他のライセンスに基づき使用許諾されたコードなど、

インターネット上で一般的に無料で利用できるコードが含まれますが、これらに限定されるものではありません。 

1.19. “Order Form” means each Dynatrace order form, product schedule, quote or other order document which 
identifies the Dynatrace Offerings ordered by Customer and is agreed between Dynatrace and Customer. An 
Order Form may include an SOW. 
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「注文書」とは、Dynatraceの各注文書、製品スケジュール、見積書、その他Dynatrace製品およびサービスを特定

する注文文書であって、お客様が発注し、Dynatraceとお客様の間で合意するものをいいます。注文書には、作業

範囲指示書（SOW）が含まれる場合があります。 

1.20. “Partner” means an entity that has entered into an Order Form with Dynatrace that includes a limited right to 
resell the Dynatrace Offerings (directly or through a second tier Partner) to a specified End User or Customer, 
without rights of further resale. 

「パートナー」とは、Dynatrace製品およびサービスを（直接または第二階層のパートナーを通じて）特定のエンドユ

ーザーまたは顧客に再販する限定的な権利を含む注文書をDynatraceとの間で締結した法人で、さらなる再販の

権利を持たないものをいいます。 

1.21. “Personal Data” means any information that by itself or in combination does or can identify a specific 
individual or as defined in Data Protection Law. 

「個人情報」とは、単独でまたは組み合わせて特定の個人を識別する、もしくはできる情報、またははデータ保護法

で定義されている情報をいいます。 

1.22. “Platform Usage Terms” means the supplemental terms and conditions applicable to the use of specific 
Dynatrace Offerings, the current version of which is available at 

https://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/ or referenced in an Order Form. 

「プラットフォーム利用規約」とは、特定のDynatrace製品およびサービスの利用に適用される補足的な

規約を意味し、その最新版はhttps://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/で入手で

きるか、注文書で参照されています。 

1.23. “Products” means the Customer Hosted Software and the SaaS Subscription.  

「本製品」とは、カスタマーホスティングソフトウエアおよびSaaSサブスクリプションをいいます。 

1.24. “Professional Services” means any implementation, training, consulting, performance analysis or other 
professional services, provided by Dynatrace as set forth in an Order Form or in a SOW. 

「専門サービス」とは、注文書またはSOWに記載されている通り、Dynatraceが提供する実装、トレーニング、コンサ

ルティング、パフォーマンス分析、またはその他の専門サービスをいいます。 

1.25. “Restricted Information” means any confidential or Personal Data  that is protected by Data Protection Law 
and that requires the highest level of access control and security protection, whether in storage or in transit. 
Restricted Information includes, but is not limited to: (a) government-issued identification numbers, including 
social security numbers or other tax identification numbers, driver’s license numbers, passport numbers or 
other state-issued identification numbers, (b) unencrypted passwords or other authentication credentials or 
the combination of a username or email address along with a password or security question that would permit 
access to an online account, (c) protected health information, or any electronic protected health information 
(or other information subject to the HIPAA and HITECH Acts), (d) credit, debit or payment card information, 
financial or bank account information, or other information subject to PCI security standards, (e) data relating 
to a person under the age of 13 years old or subject to the Children’s Online Privacy Protection Act of 1998, 
15 U.S.C. 6501-6505, (f) data that is subject to regulatory or contractual handling requirements under the 
Gramm-Leach-Bliley Act, and (g) data classified as “special category data” (or similar term) under Data 
Protection Law, including  racial or ethnic origin, political opinions, religious beliefs, trade union membership, 
physical or mental health or condition, sexual orientation, genetic data, biometric data, or the commission or 
alleged commission any crime or offense about residents of Switzerland or any member country of the 
European Union. 

「制限付き情報」とは、データ保護法によって保護され、保管中または転送中にかかわらず、最高水準のアクセス

制御およびセキュリティ保護を必要とする機密情報または個人データをいいます。制限付き情報には、以下のもの

が含まれますが、これらに限定されません。（a）社会保障番号、その他の納税者番号、運転免許証番号、パスポー

ト番号、その他の州が発行する識別番号を含む政府発行の識別番号。（b）暗号化されていないパスワードもしくは

その他の認証情報、またはオンラインアカウントへのアクセスを許可するパスワードもしくはセキュリティ質問ととも

にユーザー名もしくは電子メールアドレスを組み合わせたもの。（c）保護対象の健康情報、や保護対象の電子健康

情報（またはHIPAA法およびHITECH法の対象となるその他の情報）。（d）クレジットカード、デビットカード、支払カ

https://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/
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ードの情報、金融機関または銀行口座の情報、PCIセキュリティ基準の対象となるその他の情報。（e）13歳未満の

人に関するデータ、または1998年児童オンライン保護法（15 U.S.C. 6501-6505）の対象となるデータ。（f）グラム・リ

ーチ・ブライリー法に基づく規制または契約上の取り扱い要件の対象となるデータ。（g）データ保護法に基づき「特

別なカテゴリーのデータ」（または同様の用語）に分類されるデータ（人種や民族的な出身、政治的意見、宗教的信

条、労働組合への加盟、身体的もしくは精神的な健康や状態、性的指向、遺伝子データ、バイオメトリックデータ、

またはスイスや欧州連合の加盟国の居住者に関する犯罪や違反の遂行もしくは遂行の申し立てなどが含まれる）。 

1.26. “Statement of Work” or “SOW” means a written description of the Professional Services to be provided to 
Customer. 

「作業範囲記述書」または「SOW」とは、お客様に提供される専門サービスを記述した書面をいいます。 

1.27. “SaaS Subscription” means the hosted services provided by or on behalf of Dynatrace to Customer, including 
the electronic reports, analyses, and statistical and performance-related information generated by the SaaS 
Subscription. 

「SaaSサブスクリプション」とは、DynatraceがまたはDynatraceに代わってお客様に提供するホスティングサービス

をいい、これはSaaSサブスクリプションによって生成される電子レポート、分析、統計およびパフォーマンス関連情

報を含みます。 

1.28. “Subscription” means the access to or use of Products and any related managed service provided by 
Dynatrace, premium Support and/or maintenance for Products licensed for a perpetual term, provided for by 
an Order Form.  

「サブスクリプション」とは、注文書に示される、Dynatraceが提供する本製品および関連するマネージドサービスへ

のアクセスまたは使用、無期限に使用許諾された本製品のプレミアムサポートおよび/またはメンテナンスをいいま

す。 

1.29. “Support” means the updates for supported Product versions and technical support services generally made 
available from time to time to Dynatrace customers, as specified in the Dynatrace online support policies and 
the applicable Order Form. 

「サポート」とは、Dynatraceオンラインサポートポリシーおよび該当する注文書に明記されているように、サポート対

象の製品バージョンのアップデートと、Dynatraceのお客様に随時提供される一般的な技術サポートサービスをい

います。 

1.30. “Term” means the initial period for Customer’s access to the Subscriptions set forth in an Order Form and 
any Renewal Term (as defined in Section 18.2). 

「契約期間」とは、注文書に記載されたお客様によるサブスクリプションへのアクセスの初期期間および更新期間

（第18.2条に定義）をいいます。 

1.31. “Third-Party User” is a third-party contractor or vendor designated by Customer as a User as permitted under 
Section 4. 

「第三者ユーザー」とは、第4条で許可されたユーザーとして、お客様が指定した第三者の契約者またはベンダーを

いいます。 

1.32. “Subsidiary” means a subsidiary which is greater than fifty (50%) percent owned by a party. 

「子会社」とは、当事者が50%を超えて所有する子会社をいいます。 

1.33. “Users” means Customer or its Subsidiary’s employees and Third-Party Users (as defined in Section 4), if 
applicable, for whom Subscriptions have been purchased or for whom Trial Access or Free Use has been 
obtained. 

「ユーザー」とは、（該当する場合）サブスクリプションを購入したか、試用アクセスまたは無料使用を取得した、お客

様またはその子会社の従業員、および第三者ユーザー（第4条に定義）をいいます。 

2. AGREEMENT; ORDER OF PRECEDENCE. The Agreement governs the use by Customer and its Users of 
the Dynatrace Offerings. Each Order Form that incorporates this Master Subscription Agreement will 
constitute a separate Agreement and govern its own subject-matter and not any other subject-matter of this 
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Master Subscription Agreement. In the event of a conflict between an Order Form and this Master 
Subscription Agreement, this Master Subscription Agreement will take precedence, except for (a) any matter 
that this Master Subscription Agreement expressly permits to be established or modified in an Order Form 
or SOW, or (b) any specific provision in an Order Form or SOW that expresses an intent to supersede a 
specified provision in this Master Subscription Agreement. 

本契約、優先順位。本契約は、お客様とそのユーザーによるDynatrace製品およびサービスの使用について規定し

ています。本基本サブスクリプション契約を組み込んだ各注文書は、別個の契約を構成し、独自の主題を規定し、

本基本サブスクリプション契約の他の主題を規定することはありません。注文書と本基本サブスクリプション契約と

の間に矛盾がある場合には、（a）本基本サブスクリプション契約が注文書またはSOWにおいて確立または変更す

ることを明示的に許可している事項、または（b）注文書またはSOWの特定の規定で、本基本サブスクリプション契

約の特定の規定に優先する意図を表明しているものを除き、本基本サブスクリプション契約が優先します。 

3. PARTNER TRANSACTIONS.  

パートナー取引。 

3.1 The terms of this Master Subscription Agreement (excluding terms relating to delivery of and payment for the 
Dynatrace Offering) and the applicable Platform Usage Terms (together, the “Resale End-User Terms”) 
govern the use of any Dynatrace Offering by or for the benefit of an End-User. By its use of the Dynatrace 
Offering, such End-User agrees to and is bound by the Resale End-User Terms, which are incorporated by 
reference into the contract for such resale transaction as if such End-User was a Customer hereunder. 
Dynatrace LLC is, and both End-User and Partner hereby acknowledge and appoint Dynatrace LLC as, a 
third-party beneficiary of the Resale End-User Terms. Dynatrace is entering into this Agreement in reliance 
on its status as a third-party beneficiary to the Resale End User Terms between Customer and the End User, 
and Dynatrace shall be entitled to enforce the Resale End User Terms directly against the End User. 
Dynatrace is not responsible for any acts, omissions, products or services provided by Partner. Partner is not 
authorized to modify the Resale End-User Terms or make any commitment for Dynatrace, and Dynatrace is 
not bound by any obligations to End-User other than as set forth in the Resale End-User Terms. 

本基本サブスクリプション契約の条件（Dynatrace製品およびサービスの引渡しおよび支払いに関する条件を除く）

および適用されるプラットフォーム利用規約（以下、併せて「再販エンドユーザー規約」）は、エンドユーザーによるま

たはエンドユーザーの利益のためのDynatrace製品およびサービスの使用について規定します。当該エンドユーザ

ーは、Dynatrace製品およびサービスを使用することにより、再販エンドユーザー規約に同意し、これに拘束されま

す。この規約は、参照することにより、当該エンドユーザーが本規約に基づくお客様であるかのように、当該再販取

引の契約に組み込まれます。Dynatrace LLCは、再販エンドユーザー規約の第三受益者であり、エンドユーザーと

パートナーは双方、ここにDynatrace LLCをかかる受益者として認め、任命します。Dynatraceは、お客様とエンドユ

ーザーの間の再販エンドユーザー規約の第三受益者としての地位に基づいて本契約を締結しており、Dynatrace

はエンドユーザーに対して直接再販エンドユーザー規約を執行する権利を有するものとします。Dynatraceは、パー

トナーが提供するいかなる行為、不作為、製品またはサービスについても責任を負いません。パートナーは、再販

エンドユーザー規約を変更したり、Dynatraceのために何らかの約束をする権限を持たず、Dynatraceは、再販エン

ドユーザー規約に定められている以外のエンドユーザーに対する義務に拘束されません。 

3.2 End-User’s access to and use of Dynatrace Offerings is determined by the Order Form between Partner and 
Dynatrace identifying the End-User. The amount paid or payable by the Partner for End-User’s use of the 
Dynatrace Offerings will be deemed the amount paid or payable by Customer under the Agreement for the 
purpose of Section 17 (Limitation of Liability).  

エンドユーザーのDynatrace製品およびサービスへのアクセスおよび使用は、エンドユーザーを特定するパートナ

ーとDynatrace間の注文書によって決定されます。エンドユーザーによるDynatrace製品およびサービスの使用に対

してパートナーが支払ったまたは支払うべき金額は、第17条（責任の制限）の目的上、本契約に基づいてお客様が

支払ったまたは支払うべき金額とみなされます。 

4. THIRD-PARTY USERS. Customer may designate one or more Third-Party Users as required to facilitate 
Customer’s permitted use of the Products, provided that use and access by any Third-Party User must be 
under obligation of non-disclosure consistent with Section 16 (Confidentiality), solely for Customer’s or its 
Subsidiary’s internal business operations and benefit, and otherwise subject to the terms of the Agreement. 
Customer accepts responsibility for the acts or omissions of such Third-Party Users as if they were its own 
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and agrees to enforce (and to assist Dynatrace in enforcing) the terms of the Agreement against Third-Party 
Users. Dynatrace shall have no direct or indirect obligation or liability to any Third-Party User. 

第三者ユーザー。お客様は、お客様の許可された本製品の使用の便宜を図るために、必要に応じて1人または複

数の第三者ユーザーを指定することができます。ただし、第三者ユーザーによる使用およびアクセスは、第16条

（守秘義務）に準拠した守秘義務のもと、お客様またはその子会社の内部業務および利益のためにのみ行うものと

し、その他は本契約の条件に従うものとします。お客様は、そのような第三者ユーザーの行為または不作為につい

て、あたかも自らの行為であるかのように責任を負い、第三者ユーザーに対して本契約の条件を執行する（および

Dynatraceによる執行を支援する）ことに同意します。Dynatraceは、いかなる第三者ユーザーに対しても、直接的ま

たは間接的な義務や責任を負わないものとします。 

5. LICENSE GRANT. The license and use rights in the Product granted hereunder are subject to compliance 
by Customer and its Users with the Agreement and may be suspended or terminated as set forth in Sections 
8 (Pricing, Invoicing and Payments) or 18 (Term and Termination). Customer acknowledges and agrees that 
its purchase of Products under this Agreement is not conditioned or contingent on the delivery of any specific 
future modules, features, functionalities, upgrades or enhancements (“Future Products”) or any statements 
by Dynatrace, whether oral or written, regarding Future Products. Persons who are or who may become 
Dynatrace’s direct competitors are prohibited from accessing or using the Dynatrace Offerings, except with 
Dynatrace’s prior written consent, and any such access or use may be terminated by Dynatrace without 
notice.  

ライセンス付与。本契約に基づいて付与される本製品のライセンスおよび使用権は、お客様およびそのユーザー

が本契約を遵守することを条件とし、第8条（価格設定、請求、支払い）または第18条（契約期間および解除）に定

めるところにより、中断または解除されることがあります。お客様は、本契約に基づく製品の購入が、将来の特定の

モジュール、特徴、機能、アップグレード、または拡張機能（以下「将来の製品」）の提供を条件とするものではなく、

また将来の製品に関するDynatraceの説明（口頭か書面かを問わない）を条件とするものでもないことを認め、同意

します。Dynatraceの直接の競合他社である、または競合他社になる可能性がある者は、Dynatraceの書面による

事前の同意がある場合を除き、Dynatrace製品およびサービスにアクセスまたは使用することは禁じられており、そ

のようなアクセスまたは使用は、Dynatraceによって予告なく終了されることがあります。 

5.1. Customer Hosted Software. Dynatrace grants Customer, during the Term, a limited, non-exclusive, non-
transferable right and license (without the right to grant or authorize sublicenses) for its Users to install and 
use the Customer Hosted Software solely by Customer and its Users within the territory, scope, type of use, 
limitations on deployment and as otherwise set forth in the applicable Order Form and for which Customer 
has paid the applicable fees to process Customer Data for Customer’s internal business purposes, in 
accordance with the Documentation and the Agreement. Customer may reproduce the Customer Hosted 
Software and Documentation as reasonably necessary to support its authorized use of the Customer Hosted 
Software, and for backup and archival purposes, provided such copies include the Dynatrace trademarks, 
trade names, logos, and notices present on the Customer Hosted Software and Documentation. 

カスタマーホスティングソフトウエア。Dynatraceは、契約期間中、お客様に対し、そのユーザーが、該当する注文書

に記載された領域、範囲、使用の種類、デプロイの制限、および適用される料金を支払った範囲内で、お客様とそ

のユーザーのみが、お客様の内部事業目的で顧客データを処理するために、カスタマーホスティングソフトウエア

をインストールして使用する限定的、非独占的、譲渡不能な権利およびライセンス（サブライセンスを付与または許

可する権利なし）を、ドキュメントおよび本契約に従って付与します。お客様は、カスタマーホスティングソフトウエア

の使用をサポートするために合理的に必要な場合、およびバックアップとアーカイブの目的で、カスタマーホスティ

ングソフトウエアおよびドキュメントを複製することができます。ただし、そのようなコピーには、カスタマーホスティン

グソフトウエアおよびドキュメントに存在するDynatraceの商標、商号、ロゴ、および通知を含めることが条件になり

ます。 

5.2. SaaS Subscription. Dynatrace grants Customer, during the Term, a limited, non-exclusive, non-transferable 
right for its Users to access and use the SaaS Subscription including, without limitation, the reports and 
statistical data generated for Customer through its use of the SaaS Subscription, solely by Customer and its 
Users within the territory, scope, type of use, limitations on deployment and as otherwise set forth in the 
applicable Order Form and for which Customer has paid the applicable fees to process Customer Data for 
Customer’s internal business purposes, in accordance with the Documentation and the Agreement.  
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SaaSサブスクリプション。Dynatraceは、契約期間中、お客様に対し、そのユーザーが、該当する注文書に記載され

た領域、範囲、使用の種類、デプロイの制限、および適用される料金を支払った範囲内で、お客様とそのユーザー

のみが、お客様の内部事業目的で顧客データを処理するために、お客様のユーザーがSaaSサブスクリプション

（SaaSサブスクリプションの使用を通じてお客様のために生成されたレポートおよび統計データが含まれるが、これ

らに限定されない）にアクセスして使用する限定的、非独占的、譲渡不能な権利を、ドキュメントおよび本契約に従

って付与します。 

5.3. Trial Access; Other Free Use. 

試用アクセス、その他の無料使用。 

5.3.1. If a Customer is provided trial access to the Products (“Trial Access”), Customer may access the 
Products as Free Use during a fifteen (15) day period, unless otherwise extended by Dynatrace 
(the “Trial Period”). Trial Access is for the sole and exclusive purpose of enabling Customer to 
evaluate a prospective purchase of Products and not to be deployed as part of Customer’s business 
processes. Certain features may not be available for use during the Trial Period. Unless earlier 
terminated, Trial Access will automatically time-out at the end of the Trial Period without further 
notice. Dynatrace may make other Free Use available to Customer in its sole discretion from time 
to time. 

お客様が本製品への試用アクセス（以下「試用アクセス」）を受けた場合、お客様は、Dynatraceが別途

延長しない限り、15日間（以下「試用期間」）、無料使用として本製品にアクセスすることができます。試

用アクセスは、お客様が本製品の購入を検討するための唯一かつ排他的な目的のためのものであり、

お客様のビジネスプロセスの一部としてデプロイするものではありません。試用期間中は、一部の機能

が使用できない可能性があります。早期に終了しない限り、試用アクセスは、試用期間の終了時に、追

加の通知なしに自動的にタイムアウトとなります。Dynatraceは、独自の裁量により、随時、その他の無

料使用をお客様に提供することがあります。 

5.3.2. All Free Use, including Trial Access, is subject to the terms and conditions of the Agreement; 
supplemental terms and conditions made available by Dynatrace may also apply and are 
incorporated herein by this reference. In the event of a conflict between this Section and any other 
portion of the Agreement, this Section shall control. Free use is provided to Customer without 
charge, subject to certain limits, and otherwise as described in the Documentation. Usage over the 
limits established by Dynatrace for Free Use requires Customer’s purchase of additional Products, 
resources or services. Customer agrees that Dynatrace, in its sole discretion and for any or no 
reason, may terminate Customer’s access to the Free Use or any part thereof without prior notice, 
and Customer agrees that Dynatrace will not be liable to Customer or any third party for such 
termination. Customer is solely responsible for exporting Customer Data, if applicable, from the 
Products subject to Free Use prior to termination or expiration of its access to Free Use.  

試用アクセスを含むすべての無料使用は、本契約の条件に従うものとします。Dynatraceが提供する補

足的な条件も適用される場合があり、ここに参照することにより本契約に組み込まれます。本条と本契

約の他の部分との間に矛盾がある場合は、本条が優先するものとします。無料使用は、一定の制限の

もと、その他はドキュメントに記載されているとおり、お客様に無料で提供されます。Dynatraceが無料使

用のために設定した制限を超えて使用する場合は、お客様が追加の本製品、リソース、またはサービス

を購入する必要があります。お客様は、Dynatraceが独自の裁量で、理由の有無にかかわらず、お客様

の無料使用またはその一部へのアクセスを予告なしに終了することができることに同意し、Dynatraceが

そのような終了についてお客様またはいかなる第三者に対しても責任を負わないことに同意します。お

客様は、無料使用へのアクセスが終了または満了する前に、無料使用の対象となる本製品から顧客デ

ータ（該当する場合）をエクスポートすることに単独で責任を負うものとします。 

5.3.3. NOTWITHSTANDING THE SECTIONS BELOW CAPTIONED “MUTUAL WARRANTIES” AND 
“LIMITED WARRANTIES AND REMEDIES”, TRIAL ACCESS AND OTHER FREE USE IS 
PROVIDED “AS-IS” WITHOUT ANY WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED. 
DYNATRACE SHALL HAVE NO LIABILITY OF ANY TYPE WITH RESPECT TO SUCH ACCESS 
OR USE UNLESS SUCH EXCLUSION OF LIABILITY IS NOT ENFORCEABLE UNDER 
APPLICABLE LAW IN WHICH CASE DYNATRACE’S LIABILITY SHALL NOT EXCEED $1,000.00. 
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NOTWITHSTANDING ANYTHING TO THE CONTRARY IN THE “LIMITATION OF LIABILITY” 
SECTION BELOW, CUSTOMER SHALL BE FULLY LIABLE UNDER THE AGREEMENT TO 
DYNATRACE AND ITS AFFILIATES FOR ANY BREACH BY CUSTOMER OF THE AGREEMENT 
OR ANY DAMAGES ARISING OUT OF CUSTOMER’S USE OF THE PRODUCTS UNDER THIS 
SECTION 5.3. 

以下の「相互保証」および「限定的保証および救済」の条項にかかわらず、試用アクセスおよびその他の

無料使用は、明示または黙示を問わず、いかなる種類の保証もなく、「現状有姿」で提供されます。

Dynatraceは、かかるアクセスまたは使用に関していかなる種類の責任も負わないものとします。ただし、

かかる責任の排除が適用法に基づいて執行できない場合は、Dynatraceの責任は1,000米ドルを超えな

いものとします。以下の「責任の制限」の条項の別段の規定にかかわらず、お客様は、本契約に基づき、

お客様による本契約の違反、または本第5.3条に基づくお客様による本製品の使用に起因する損害につ

いて、Dynatraceおよびその関連会社に対して全面的に責任を負うものとします。 

5.4. Open Source Software. Notwithstanding the foregoing license grants, the Agreement is not meant to change 
or supersede the terms of any Open Source Software license applicable to any portion of the Products or 
any component provided with the Products. To the extent that the terms of any such license conflict with the 
terms set forth herein, the terms of such Open Source Software license will prevail. 

オープンソースソフトウエア。前述のライセンス付与にかかわらず、本契約は、本製品の一部または本製品とともに

提供されるコンポーネントに適用されるオープンソースソフトウエアライセンスの条件を変更またはそれに優先する

ものではありません。そのようなライセンスの条件が本契約に記載されている条件と矛盾する場合はその範囲で、

そのようなオープンソースソフトウエアのライセンスの条件が優先されます。 

5.5. Government Customer and End-User Rights.  U.S federal government End-Users acknowledge and agree 
that Dynatrace Offerings are “commercial items” as defined in Federal Acquisition Regulation (FAR) 2.101, 
and any agreement between Dynatrace and Partner or its End-User as Customer is a commercial-item 
subcontract governed by FAR 52.244-6 or 52.212-5(e) as applicable; only the mandatory flow-down clauses 
of FAR 52.244-6 or 52.212-5(e) apply to Dynatrace unless further FAR and FAR Supplement clauses are 
specifically identified and are accepted by Dynatrace in writing. For all United States federal government 
Customers and End-Users, the terms of this standard commercial software license customarily provided to 
the public govern, as provided by FAR 12.212, Defense FAR Supplement (DFARS) 227.7202-1 and 
227.7202-3, or other applicable laws and regulations.  No other license to the Product is valid or enforceable 
unless (and solely to the extent) specifically agreed to in writing by Dynatrace.  For all other government 
entities, license to the Products is offered only under this license; no other license to the Products is valid or 
enforceable unless (and solely to the extent) specifically agreed to in writing by Dynatrace. 

政府機関のお客様およびエンドユーザーの権利。  米国連邦政府機関のエンドユーザーは、Dynatrace製品および

サービスが連邦調達規則（FAR）2.101に定義される「商用品目」であり、Dynatraceとパートナーまたはお客様であ

るそのエンドユーザーとの間の契約は、連邦調達規則第52.244-6または52.212-5（e）（該当する方）に準拠する商

用品目の下請契約であること、Dynatraceには連邦調達規則第52.244-6または52.212-5（e）の必須フローダウン条

項のみが適用されることを認め、これに同意します。ただし、その他のFARおよびFAR補足条項が明確に特定され、

Dynatraceが書面で承諾した場合はこの限りではありません。すべての米国連邦政府機関のお客様およびエンドユ

ーザーに対しては、連邦調達規則第12.212、国防連邦調達規則の補足（DFARS）第227.7202-1乃至第227.7202-3、

またはその他の適用される法令および規定に従い、一般に慣習的に提供されるこの標準的な商用ソフトウエアライ

センスの条件が適用されます。  本製品に対するその他のライセンスは、Dynatraceが書面で明確に同意した場合

を除き（かつその範囲内でのみ）、有効または執行可能にはなりません。  その他のすべての政府機関に対しては、

本製品のライセンスは本ライセンスに基づいてのみ提供されます。本製品に対するその他のライセンスは、

Dynatraceが書面で明確に同意した場合を除き（かつその範囲内でのみ）、有効または執行可能にはなりません。 

6. SUPPORT. Dynatrace will provide Support for Products, subject to the payment of any applicable fees as 
specified in the Order Form. 

サポート。Dynatraceは、注文書に指定された適用料金の支払いを条件に、本製品のサポートを提供します。 

7. PROFESSIONAL SERVICES.  

専門サービス。 
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7.1. Statements of Work. Dynatrace will provide the Professional Services identified in an Order Form, which 
may be further described in one or more SOWs. Each SOW may include, without limitation: (a) a description 
of the scope and type of Professional Services; (b) the location where the Professional Services will be 
performed; (c) any Deliverables; (d) the schedule for performance and delivery of Deliverables; and (e) 
additional fees, out of pocket expenses and payment terms applicable to the Professional Services.  

作業範囲記述書。Dynatraceは、注文書で特定された専門サービスを提供しますが、これについては1つ以上の

SOWで詳述する場合があります。各SOWには、以下が含まれますが、これらに限定されません。（a）専門サービス

の範囲および種類の説明、（b）専門サービスが実施される場所、（c）成果物、（d）成果物の履行および引渡しのス

ケジュール、ならびに（e）専門サービスに適用される追加料金、諸費用および支払条件。 

7.2. Deliverables. Dynatrace retains all Intellectual Property Rights in the Deliverables and other works prepared 
by Dynatrace under the Agreement. Subject to Customer’s compliance with the Agreement, Dynatrace 
hereby grants Customer a limited, non-exclusive, non-transferable, license to use the Deliverables, solely for 
its internal business purposes as necessary to Customer’s related use of the applicable Product. 
Notwithstanding any other provision of the Agreement, nothing herein will be construed to assign or transfer 
any Intellectual Property Rights in the Dynatrace Materials or Deliverables, and to the extent Dynatrace 
Materials are delivered with or as part of the Deliverables, they are licensed, not assigned, to Customer, on 
the same terms as the Deliverables. Training sessions may not be recorded without Dynatrace’s prior written 
consent. 

成果物。Dynatraceは、本契約に基づいてDynatraceが作成した「成果物」およびその他の著作物に関するすべて

の知的財産権を保持します。お客様が本契約を遵守することを条件に、Dynatraceはここに、お客様が該当する本

製品を関連して使用するのに必要な内部業務目的に限り、成果物を使用する限定的、非独占的、譲渡不能なライ

センスをお客様に付与します。本契約の他の条項にかかわらず、本契約のいかなる条項も、Dynatraceの資料また

は成果物の知的財産権を譲渡または移転するものと解釈してはならず、Dynatraceの資料が成果物とともにまたは

成果物の一部として引き渡される限り、それらは成果物と同じ条件でお客様に譲渡ではなく使用許諾されます。トレ

ーニングセッションは、Dynatraceの書面による事前の同意なしに録音することはできません。 

7.3. Non-Solicitation. During the term of any Professional Services engagement and for twelve (12) months 
thereafter, Customer agrees to the extent permitted by law that it will not, directly or indirectly, solicit for 
employment or employ any Dynatrace employee who is identified by Customer as a result of or in connection 
with the Professional Services; provided, however, that (a) non-directed newspaper or internet help wanted 
advertisements and search firm engagements shall not be considered solicitations hereunder, and (b) the 
restrictions of this clause shall not apply with respect to Dynatrace employees that initiate contact with 
Customer. 

勧誘の禁止。専門サービスの契約期間中およびその後12か月間、お客様は、法律で認められている範囲内で、専

門サービスの結果として、または専門サービスに関連してお客様が認めたDynatraceの従業員に対して、直接的ま

たは間接的に雇用の勧誘または雇用をしないことに同意します。ただし、（a）新聞やインターネットの非誘導型求人

広告および人材紹介会社の紹介は、本契約に基づく勧誘とはみなされず、また（b）本条項の制限は、お客様との

接触を開始したDynatraceの従業員には適用されないものとします。 

8. PRICING, INVOICING, AND PAYMENTS. 

価格設定、請求、支払い 

8.1. Pricing and Invoicing. Prices for the Dynatrace Offerings are set forth in the applicable Order Form; fees 
may be invoiced in advance or otherwise as specified in the Order Form. Customer may use up to the 
purchased consumption amount set forth in an Order Form as provided therein; additional charges will apply 
for additional purchases or usage in excess of the purchased consumption. Except as provided under the 
Agreement, Orders may not be cancelled or reduced during the Term. 

価格設定と請求。Dynatrace製品およびサービスの価格は、該当する注文書に記載されています。料金は、注文書

に指定されているとおり、前払いまたはその他の方法で請求される可能性があります。お客様は、注文書に記載さ

れた購入消費量まで、注文書に記載されたとおりに使用することができます。追加購入または購入消費量を超える

使用には、追加料金がかかります。本契約で規定されている場合を除き、契約期間中に注文を取り消すことや減

額することはできません。 
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8.2. Payments. Unless otherwise specified in an Order Form, Customer will pay Dynatrace the amounts set forth 
on any invoice issued pursuant to the Agreement in the specified currency within thirty (30) days of the date 
of the invoice. Payment obligations for all Dynatrace Offerings are non-cancelable, and fees are non-
refundable except as otherwise provided in the Agreement. Unless otherwise provided in an Order Form or 
SOW, Dynatrace may impose a late payment charge not to exceed the maximum rate allowed by law. If 
Customer fails to pay any fee due under an Order Form or the Agreement, without limiting any of its other 
rights or remedies, Dynatrace may suspend performance until Dynatrace receives all past due amounts from 
Customer. Should Dynatrace be forced to commence legal action to collect fees owed, Dynatrace is entitled 
to recover its attorneys’ fees and other direct costs of collection. Customer understands that one or more 
invoices may be issued under each Order Form, that multiple Order Forms may be executed under the 
Agreement, that Customer shall have no right to set-off, deduct from or reduce payments owed under any 
Order Form in respect of any claim against or obligation of Dynatrace whatsoever, and that Customer’s 
obligation to pay for Dynatrace Offerings ordered under one Order Form is separate from, and not contingent 
on delivery or performance of Dynatrace Offerings ordered under any other Order Form. In the event of a 
good faith dispute for payment on any invoice, Customer will, within fifteen (15) days of receipt of the invoice, 
notify Dynatrace in writing of the dispute and the parties will use commercially reasonable efforts to resolve 
such dispute. Undisputed amounts remain payable as provided herein and in the relevant Order Form. The 
existence of a dispute shall not delay, limit or restrict Dynatrace’s rights to collect such amounts or enforce 
its right to payment. 

支払い。注文書に別段の定めがない限り、お客様は、本契約に基づいて発行された請求書に記載された金額を、

請求書の日付から30日以内に指定された通貨でDynatraceに支払うものとします。すべてのDynatraceサービスの

支払い義務はキャンセルできず、本契約に別段の定めがある場合を除き、料金は返金されません。注文書または

SOWに別段の定めがない限り、Dynatraceは法律で認められている最大限のレートを超えない範囲で支払遅延手

数料を課すことができます。お客様が注文書または本契約に基づいて支払うべき料金の支払いを怠った場合、そ

の他の権利または救済手段を制限することなく、Dynatraceがお客様からすべての支払済み金額を受け取るまで、

Dynatraceは履行を停止することができます。Dynatraceが支払うべき料金を回収するために法的措置を取らざるを

得なくなった場合、Dynatraceは、弁護士費用やその他の回収にかかる直接費用を回収する権利を有します。お客

様は、各注文書に基づいて1通または複数通の請求書が発行される可能性があること、本契約に基づいて複数の

注文書が締結される可能性があること、お客様はDynatraceに対するいかなる請求または義務に関しても、注文書

に基づいて支払うべき代金を相殺、控除、または減額する権利を持たないこと、また、ある注文書に基づいて注文

したDynatraceサービスに対するお客様の支払い義務は、他の注文書に基づいて注文したDynatraceサービスの納

入または履行とは別個のものであり、これを条件としないことを理解しています。請求書の支払いについて誠意あ

る紛争が発生した場合、お客様は、請求書の受領後15日以内に紛争を書面でDynatraceに通知し、両当事者はか

かる紛争を解決するために商業的に合理的な努力を払うものとします。争われていない金額は、本契約および関

連する注文書に規定されている通りに支払われます。紛争が存在していても、そのような金額を回収する、または

支払いの権利を行使するDynatraceの権利を遅らせたり、制限したりするものではありません。 

8.3. Purchase Order(s). Customer may provide a purchase order (which does not have to be signed by Customer 
to be valid) or the number or copy of its purchase order, to Dynatrace for Customer’s administrative 
convenience. On request, Dynatrace will reference the purchase order number on its invoices, provided the 
purchase order references the Order Form and is received reasonably prior to the date of the invoice. 
Customer acknowledges that Dynatrace has the right to issue an invoice and collect payment without a 
corresponding purchase order. The terms and conditions stated in any purchase order delivered in 
connection with an Order Form (or an invoice thereunder) shall have no force or effect. 

発注書。お客様は、お客様の管理上の便宜のために、発注書（有効であるためにお客様が署名している必要はあ

りません）、またはその発注書の番号または写しをDynatraceに提供することができます。ご要望に応じて、

Dynatraceは請求書に発注書番号を記載します。ただし、発注書が注文書を参照しており、請求書の日付よりも合

理的に前に受領していることが条件となります。お客様は、Dynatraceが対応する発注書なしに請求書を発行し、支

払いを徴収する権利を有することを認めます。注文書（またはそれに基づく請求書）に関連して交付された発注書

に記載された諸条件は、効力を持たないものとします。 

8.4. Delivery. Products are made available by electronic delivery. Products are deemed to be delivered and 
accepted on issuance of the license key or when electronic notice is sent that the purchased Products are 
available. 
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納入。本製品は、電子的に提供されます。本製品は、ライセンスキーが発行された時点、または購入した本製品が

利用可能であることを示す電子的な通知が送信された時点で、引き渡され、受け入れられたものとみなされます。 

8.5. Renewals. Fees for any Renewal Term are subject to a fee increase of not more than a seven percent (7%) 
increase (or such higher percentage as is indicated by applying a generally accepted national consumer price 
index for the relevant period) from the annual fee level for the relevant Subscription in the immediately prior 
term. Fees for renewal of promotional or one-time priced Subscriptions will be at Dynatrace’s applicable list 
price in effect at the time of the applicable renewal. Renewal fee increases will be effective, and the initial 
invoice amount will be due and payable, at the start of the Renewal Term. Notwithstanding anything to the 
contrary, any renewal that has decreased in units, term or otherwise from the prior Subscription will result in 
re-pricing at renewal without regard to the prior term’s pricing.  

更新。更新期間の料金については、直前の期間における当該サブスクリプションの年間料金水準から7%以内（また

は当該期間の一般に認められた国内消費者物価指数を適用して示される高い割合）の料金の増額が発生します。

プロモーション用または一時的な価格のサブスクリプションの更新にかかる料金は、該当する更新時に有効な

Dynatraceの該当する価格表の価格となります。更新料金の増額は、更新期間の開始時に有効となり、その時点

で最初の請求額の支払期限が到来します。別段の規定にかかわらず、更新時にユニット数、期間、その他が前回

のサブスクリプションから減少した場合は、前回の期間の価格にかかわらず、更新時に再度価格が設定されます。 

9. TAXES AND DUTIES. Customer will pay all sales, seller’s use, VAT, GST, or similar taxes (“Transaction 
Taxes”) due under the Agreement, except for taxes based on Dynatrace net income, unless Customer 
provides Dynatrace with a properly completed exemption certificate. Transaction Taxes will be separately 
stated on a Dynatrace invoice. Except as specifically identified in an Order Form, all prices are exclusive of 
all taxes, duties, withholdings and other governmental assessments. 

税金と租税。お客様は、Dynatraceの純利益に基づく税金を除き、お客様が適切に記入した免除証明書を

Dynatraceに提供しない限り、本契約に基づいて支払うべきすべての売上税、販売者使用税、VAT、GST、または

同様の税金（以下「取引税」）を支払うものとします。取引税は、Dynatraceの請求書に別途記載されます。注文書に

明記されている場合を除き、すべての価格は、すべての税金、関税、源泉徴収、その他の政府機関による賦課が

含まれない税抜価格です。 

If Customer is required to pay any such taxes to taxing authorities, directly or through withholding obligations, 
Customer will deduct the amount of such taxes from any amounts due to Dynatrace hereunder and promptly 
pay that amount to the relevant taxing authority. Customer will provide Dynatrace with documentation 
evidencing the payment or withholding of any such taxes to the proper taxing authorities. 

お客様が直接または源泉徴収義務を通じて税務当局にかかる税金を支払う必要がある場合、お客様は、本契約

に基づいてDynatraceに支払うべき金額からかかる税金の額を控除し、その額を管轄の税務当局に速やかに支払

うものとします。お客様は、管轄の税務当局への当該税金の支払いまたは源泉徴収を証明する文書をDynatrace

に提供するものとします。 

10. CUSTOMER RESPONSIBILITIES.  

お客様の責任。 

10.1 Customer will (a) be responsible for Users’ compliance with the Agreement (including contractual usage 
limitations) and Documentation; (b) be responsible for the accuracy, quality and legality of Customer Data, 
the means by which Customer acquired Customer Data, Customer’s use of Customer Data with the Products, 
and providing any required notices to, and receiving any required consents and authorizations from, Users 
and persons whose Personal Data may be included in Account Data or Customer Data; (c) use commercially 
reasonable efforts to prevent unauthorized access to or use of the Products or Deliverables, and promptly 
notify Dynatrace of any such unauthorized use or access; and (d) ensure use of the Dynatrace Properties is 
only in accordance with the Agreement, the Documentation, and all applicable laws and government 
regulations, including without limitation Data Protection Law. 

お客様は、（a）ユーザーが本契約（契約上の使用制限を含む）およびドキュメントを遵守することに責任を負い、（b）

顧客データの正確性、品質、および合法性、お客様が顧客データを取得した手段、お客様が本製品で顧客データ

を使用すること、およびユーザーおよび個人データがアカウントデータまたは顧客データに含まれる可能性がある

者に必要な通知を行い、必要な同意および認可を受けたことに責任を負い、（c）本製品または成果物への不正な
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アクセスまたは使用を防止し、そのような不正な使用またはアクセスがあった場合は速やかにDynatraceに通知す

る商業的に合理的な努力を払わなければならず、また（d）本契約、ドキュメント、およびすべての適用法と政府規制

（データ保護法を含むが、これに限定されない）に従ってのみDynatrace財産が使用されるようにしなければなりま

せん。 

10.2 Restrictions. Customer will not: (a) make any Product or Deliverable available to anyone other than 
Customer or Users, or use any Product or Deliverable for the benefit of anyone other than Customer as 
permitted by the Agreement; (b) reverse engineer, decompile, disassemble or otherwise attempt to derive or 
gain access to the object code, source code or other operational mechanisms or the underlying ideas, 
methodologies or algorithms of the Dynatrace Properties (except and to the extent such restriction is 
specifically prohibited by applicable law without the possibility of waiver, and then on prior written notice to 
Dynatrace); (c) modify, adapt, translate, copy or create derivative works based on any element of the 
Dynatrace Properties; (d) sell, resell, license, sublicense, distribute, make available, rent, lease, publish, 
assign, or otherwise commercially exploit or transfer its rights to use any Product or Deliverable to any third 
party, including as part of a managed services offering, service bureau, outsourcing offering, software as a 
service, cloud or other technology or service (unless such managed services are expressly authorized by a 
separately executed agreement between the parties); (e) use the Product to store or transmit Malicious Code; 
(f) attempt to gain unauthorized access to any Product or its related systems or networks, including through 
direct or indirect penetration testing; or (g) access or use any Product or Deliverable in order to (1) copy or 
re-use ideas, features, functions or graphics, (2) develop, offer or build a product or service that competes 
with any Dynatrace Offering, (3) perform or publish benchmarks or competitive analyses, or (4) determine 
whether Dynatrace Properties are within the scope of any patent.  

制限。お客様は、以下のことを行ってはなりません。（a）本契約で認められているように、本製品または成果物を顧

客またはユーザー以外の者が利用できるようにすること、または顧客以外の者の利益のために本製品または成果

物を使用すること。（b）リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、またはその他の方法で、

Dynatrace財産のオブジェクトコード、ソースコード、その他の動作メカニズム、または基礎となるアイデア、手法、ア

ルゴリズムの抽出またはアクセスを試みること（ただし、このような制限が適用法によって放棄の可能性なく明確に

禁止されており、かつDynatraceに事前に書面で通知されている場合を除く）。（c）Dynatrace財産の要素に基づい

て、修正、適応、翻訳、コピー、または派生物を作成すること。（d）本製品または成果物を使用する権利を第三者に

販売、再販売、ライセンス、サブライセンス、配布、利用可能にする、レンタル、リース、出版、譲渡、またはその他

の商業的な利用または移転をすること（マネージドサービスの提供、サービスビューロー、アウトソーシングの提供、

サービスとしてのソフトウエア、クラウド、またはその他の技術やサービスの一部として行う場合を含む。ただし、そ

のようなマネージドサービスが当事者間で別途締結された契約によって明示的に許可されている場合を除く）。（e）

本製品を使用して悪意のあるコードを保存または送信すること。（f）直接的または間接的な侵入テストを含めて、本

製品またはその関連システムもしくはネットワークへの不正アクセスを試みること。（g）（1）アイデア、特徴、機能ま

たはグラフィックスをコピーもしくは再利用すること、（2）Dynatrace製品およびサービスと競合する製品またはサー

ビスを開発、提供もしくは構築すること、（3）ベンチマークまたは競合分析を実行もしくは公開すること、または（4）

Dynatrace財産が特許の範囲内にあるかどうかを判断することを目的として、本製品または成果物にアクセスもしく

は使用すること。 

11. OWNERSHIP. 

所有権。 

11.1. General. Customer acknowledges and agrees that this is not an agreement for custom development or “work 
for hire”, and as such, Customer will not acquire any ownership rights in the Dynatrace Properties. 

一般条項。お客様は、本契約がカスタム開発または「雇われ仕事」のための契約ではなく、そのためお客様は

Dynatrace財産のいかなる所有権も取得しないことを認め、同意します。 

11.2. Dynatrace Properties; Feedback. As between Dynatrace and Customer, all right, title and interest, including 
all worldwide Intellectual Property Rights, in and to the Dynatrace Properties belong to and are retained solely 
by Dynatrace or its licensors, as applicable. Customer hereby agrees that Dynatrace shall have the 
unrestricted, transferrable, worldwide, fully paid, royalty-free right and license to use, practice and exploit any 
and all evaluations, ideas, feedback and suggestions made by Customer to Dynatrace regarding the 
Dynatrace Properties (collectively, “Feedback”) including the right to use and exploit all Intellectual Property 
Rights in the Feedback. 
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Dynatrace財産、フィードバック。Dynatraceとお客様の間では、Dynatrace財産に対するすべての権利、権原および

利益（世界中のすべての知的財産権を含む）は、Dynatraceまたはそのライセンサー（該当する方）にのみ帰属し、

保持されます。お客様はここに、Dynatraceが、Dynatrace財産に関してお客様がDynatraceに提出したあらゆる評

価、アイデア、フィードバック、および提案（以下、総称して「フィードバック」）を使用、実践、および利用するための

無制限、譲渡可能、世界的、全額支払い済み、ロイヤルティフリーの権利（フィードバックに含まれるすべての知的

財産権を使用および利用する権利を含む）およびライセンスを有することに同意します。 

11.3. Customer Data. As between Dynatrace and Customer, all right, title and interest in the Customer Data and 
all Intellectual Property Rights therein, belong to and are retained solely by Customer. Customer hereby 
grants to Dynatrace a limited, non-exclusive, royalty-free, worldwide license to use the Customer Data and 
perform all acts with respect to the Customer Data as may be necessary for Dynatrace to provide the 
Dynatrace Offerings to Customer, or as otherwise authorized by Customer in writing. Customer agrees that 
Dynatrace may monitor and collect data from Customer’s use of the Dynatrace Offerings for license 
compliance, to improve Dynatrace’s current and future offerings, to prevent fraud and illegal activity, and if 
aggregated and not identifying Customer or any individual, for industry analysis, benchmarking, and 
analytics. 

顧客データ。Dynatraceとお客様の間では、顧客データのすべての権利、権原、利益、およびその中のすべての知

的財産権は、お客様のみに帰属し、お客様が保持します。お客様はここに、Dynatraceがお客様にDynatrace製品

およびサービスを提供するために必要なときに、またはお客様が書面で許可した場合に、顧客データを使用し、顧

客データに関するすべての行為を行うための、限定的、非独占的、ロイヤルティフリーの世界規模のライセンスを

Dynatraceに付与します。お客様は、Dynatraceがお客様によるDynatrace製品およびサービスの使用から得られる

データを、ライセンスの遵守、Dynatraceの現在および将来の製品およびサービスの改善、詐欺および違法行為の

防止、また集計され、お客様や個人を特定しない場合は業界分析、ベンチマーク、および分析のために監視および

収集することに同意します。 

12. WARRANTIES. 

保証。 

12.1. Mutual Warranty. Each party represents, warrants and covenants that: (a) it has the full power and authority 
to enter into the Agreement and to perform its obligations hereunder, without the need for any consents, 
approvals or immunities not yet obtained; and (b) its acceptance of and performance under the Agreement 
will not breach any agreement with any third party or any obligation owed by it to any third party. 

相互保証。各当事者は、以下のことを表明、保証、誓約します。（a）本契約を締結し、本契約に基づく義務を履行す

るための完全な権限を有しており、まだ取得していない同意、承認、免除を必要としないこと。（b）本契約の受諾お

よび本契約に基づく履行が、第三者とのいかなる契約にも、または第三者に対して負ういかなる義務にも違反しな

いこと。 

12.2. Limited Warranties and Remedies. The following limited warranties apply only to the extent that Customer 
has purchased the applicable Dynatrace Offering: 

限定保証および救済措置。以下の限定保証は、お客様が該当するDynatrace製品およびサービスを購入した範囲

に限り適用されます。 

12.2.1. Dynatrace Products. Dynatrace warrants that the Products will operate substantially in 
compliance with the applicable Documentation during the Term, provided that the Products have 
been properly installed and always used as described in the applicable Documentation and have 
not been modified or added to other than by Dynatrace. If the Product does not perform as 
warranted, Dynatrace will undertake, at its sole option and as Customer’s exclusive remedy for 
breach of this warranty, to (a) correct the non-conformance, (b) replace the Customer Hosted 
Software, or (c) if Dynatrace determines that it is not commercially reasonable or possible to correct 
a material non-conformity within a reasonable time from receipt of written notice from Customer 
detailing the warranty claim, the Order Form for the affected Product will be cancelled and 
Dynatrace will refund any unused prepaid fees for the affected Product. 

Dynatrace製品。Dynatraceは、本製品が契約期間中に該当するドキュメントに実質的に準拠して動作す

ることを保証します。これは、本製品が適切に設置され、常に該当するドキュメントに記載されたとおりに
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使用され、Dynatraceが行う変更または追加以外の変更または追加がなされていないことを条件とします。

本製品が保証通りに動作しない場合、Dynatraceは独自の選択により、本保証の違反に対するお客様の

唯一の救済措置として、（a）不適合を修正するか、（b）カスタマーホスティングソフトウエアを交換するか、

または（c）お客様から保証請求の詳細を記した書面による通知を受領してから合理的な期間内に、重大

な不適合を修正することが商業的に合理的でない、または不可能であるとDynatraceが判断した場合は、

対象製品の注文書をキャンセルし、Dynatraceは対象本製品の未使用の前払い料金を返金します。 

12.2.2. Professional Services. Dynatrace will use commercially reasonable efforts to perform the 
Professional Services and deliver the Deliverables according to the specifications, if any, set forth 
in the relevant Order Form and SOW. If Dynatrace fails to do so and Customer notifies Dynatrace 
within thirty (30) days of the date the Professional Services were performed, Dynatrace will 
undertake at its sole option and as Customer’s exclusive remedy for breach of this warranty, to (a) 
re-perform the non-conforming Professional Services, or (b) if Dynatrace determines that re-
performance is not commercially reasonable, the SOW for the affected Professional Services will 
be cancelled and Dynatrace will refund to Customer any pre-paid fees corresponding to the affected 
Professional Services. 

専門サービス。Dynatraceは、関連する注文書およびSOWに規定された仕様（もしあれば）に従って専門

サービスを実施し、成果物を提供するために商業的に合理的な努力を払います。Dynatraceがこれを行

わず、お客様が専門サービスが実施された日から30日以内にDynatraceに通知した場合、Dynatraceは、

独自の選択により、本保証の違反に対するお客様の唯一の救済措置として、（a）不適合の専門サービ

スを再実施するか、または（b）再実施が商業的に合理的でないとDynatraceが判断した場合、影響を受

ける専門サービスのSOWをキャンセルし、Dynatraceは影響を受ける専門サービスに対応する前払い料

金をお客様に返金することを約束します。 

12.3. WARRANTY DISCLAIMER. EXCEPT FOR THE EXPRESS WARRANTIES SPECIFIED ABOVE IN 
SECTION 12.1 AND 12.2, DYNATRACE DISCLAIMS ALL OTHER WARRANTIES, WHETHER WRITTEN, 
ORAL, EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED 
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-
INFRINGEMENT. CUSTOMER ACKNOWLEDGES THAT FACTORS SUCH AS CHANGES TO 
CUSTOMER’S MONITORING PROFILE, NETWORK ISSUES, VERSIONS OF CUSTOMER 
APPLICATIONS, CORRUPTED, INCOMPLETE AND/OR INTERRUPTED DATA RECEIVED BY 
DYNATRACE FROM CUSTOMER’S SITE(S), MAY HAVE A MATERIAL IMPACT ON THE ACCURACY, 
RELIABILITY, AVAILABILITY AND/OR TIMELINESS OF RESULTS, AND DYNATRACE SHALL NOT BE 
RESPONSIBLE FOR ANY SUCH FACTORS. DYNATRACE DOES NOT WARRANT THAT: (A) THE USE 
OF ANY DYNATRACE PRODUCT OR DELIVERABLES WILL OPERATE IN COMBINATION WITH ANY 
OTHER HARDWARE, SOFTWARE, SYSTEM OR DATA; (B) THE PRODUCTS OR DELIVERABLES OR 
ANY INFORMATION OBTAINED THROUGH THE PRODUCTS OR DELIVERABLES WILL MEET 
CUSTOMER’S REQUIREMENTS OR EXPECTATIONS; (C) ANY STORED CUSTOMER DATA WILL BE 
ACCURATE OR RELIABLE; OR (D) THE PRODUCTS OR DELIVERABLES WILL BE UNINTERRUPTED, 
ERROR-FREE OR VIRUS-FREE, OR THAT ERRORS OR DEFECTS THEREIN WILL BE CORRECTED. 
DYNATRACE IS NOT RESPONSIBLE FOR THE IMPACT ON THE ACCURACY, RELIABILITY, 
AVAILABILITY AND/OR TIMELINESS OF RESULTS OF FACTORS OUTSIDE ITS REASONABLE 
CONTROL, INCLUDING CHANGES TO CUSTOMER’S MONITORING PROFILE, CUSTOMER NETWORK 
ISSUES, VERSIONS OF CUSTOMER APPLICATIONS, CORRUPTED, INCOMPLETE AND/OR 
INTERRUPTED DATA RECEIVED FROM CUSTOMER’S SITE(S) OR OTHER PROBLEMS INHERENT IN 
THE USE OF THE INTERNET AND ELECTRONIC COMMUNICATIONS. DYNATRACE IS NOT 
RESPONSIBLE FOR ANY DELAYS, DELIVERY FAILURES, OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM 
SUCH PROBLEMS. 

保証の免責事項。上記の第12.1条および第12.2条で規定した明示的な保証を除き、Dynatraceは、商品性、特定目

的への適合性、および権利を侵害していないことの暗示的な保証を含むがこれに限定されない、書面、口頭、明示

的、暗示的、または法定の他のすべての保証を放棄します。お客様は、お客様の監視プロファイルの変更、ネット

ワークの問題、お客様のアプリケーションのバージョン、お客様のサイトからDynatraceが受信したデータの破損、

不完全、中断などの要因が、結果の正確性、信頼性、可用性、適時性に重大な影響を与える可能性があることを

認め、Dynatraceはそのような要因に対して責任を負わないものとします。Dynatraceは、以下を保証しません。（A）
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Dynatrace製品または成果物の使用が他のハードウェア、ソフトウエア、システムやデータと組み合わせて動作する

こと。（B）本製品や成果物、または製品や成果物を通じて得られる情報がお客様の要件または期待を満たすこと。

（C）保存されているお客様のデータが正確または信頼できること。（D）本製品または成果物が中断されず、エラー

やウイルスがなく、その中のエラーや欠陥が修正されること。Dynatraceは、お客様の監視プロファイルの変更、お

客様のネットワークの問題、お客様のアプリケーションのバージョン、お客様のサイトから受信したデータの破損、

不完全、中断、またはインターネットや電子通信の使用に固有のその他の問題を含む、合理的に制御できない要

因が結果の正確性、信頼性、可用性、および/または適時性に与える影響について責任を負わないものとします。

Dynatraceは、このような問題に起因する遅延、納入の失敗、またはその他の損害について責任を負いません。 

13. DYNATRACE INDEMNITY. 

Dynatraceの補償。 

13.1. IP Claims. Dynatrace, at its expense, will defend Customer and its Affiliates and their respective officers, 
directors and employees (the “Customer Indemnified Parties”) from and against all actions, proceedings, 
claims and demands by a third party (a “Third-Party Claim”) alleging that the Product or Deliverable received 
by Customer under the applicable Order Form, as of the delivery date, infringes any copyright or 
misappropriates any trade secret and will pay all damages, costs and expenses, including attorneys’ fees 
and costs (whether by settlement or final award) incurred by the Customer Indemnified Parties directly from 
any such Third-Party Claim. Together with the mitigation obligations set forth below, this represents 
Dynatrace’s entire liability, and Customer’s sole and exclusive remedy, for infringement of any intellectual 
property or proprietary rights by any Dynatrace Product, Deliverable or otherwise. Notwithstanding anything 
to the contrary in the Agreement, the foregoing obligations will not apply with respect to a claim of 
infringement that arises out of (a) infringing or illegal Customer Data; (b) use of the Dynatrace Product in 
combination with any software, hardware, network, technology or system not supplied by Dynatrace where 
the alleged infringement relates to such combination; (c) any modification or alteration of the Product other 
than by Dynatrace; (d) Customer’s continued use of the Product after Dynatrace notifies Customer to 
discontinue use because of an infringement claim; (e) use of the Product other than as authorized under the 
Agreement; or (f) failure to implement an update, upgrade or bug fix that Dynatrace has provided at no charge 
where such implementation may avoid infringement. 

IPに関する訴え。Dynatraceは、自らの費用負担で、該当する注文書に基づいてお客様が受領した本製品または

成果物が、納品日時点で、著作権を侵害している、または企業秘密を流用していると主張する、第三者によるすべ

ての訴訟、手続、訴えおよび要求（以下「第三者の訴え」）から、お客様およびその関連会社、それぞれの役員、取

締役、従業員（以下「お客様の被補償当事者」）を防御し、かかる第三者の訴えに直接起因してお客様の被補償当

事者が被った弁護士費用を含むすべての損害、費用、経費（和解によるか最終裁定によるかを問わない）を支払う

ものとします。これは、以下に定める低減義務と合わせて、Dynatraceの本製品、成果物、またはその他による知的

財産権または所有権の侵害に対するDynatraceの全責任およびお客様の唯一かつ排他的な救済手段となります。

本契約の別段の規定にかかわらず、前述の義務は、（a）侵害または違法な顧客データ、（b）Dynatraceが提供して

いないソフトウエア、ハードウェア、ネットワーク、技術、またはシステムと組み合わせてDynatrace製品を使用したこ

と（侵害の訴えがそのような組み合わせに関連している場合）、（c）Dynatrace以外による本製品の修正または変更、

（d）侵害の訴えにより使用を中止するようDynatraceがお客様に通知した後の、お客様による本製品の継続的な使

用、（e）本契約に基づいて許可された以外の本製品の使用、（f）Dynatraceが無料で提供したアップデート、アップ

グレード、またはバグフィックスを実施することにより侵害を回避できた場合に、実施しないことに起因する侵害の

訴えに関しては適用されません。 

13.2. Mitigation. If any Third-Party Claim which Dynatrace is obligated to defend has occurred, or in Dynatrace’s 
determination, is likely to occur, Dynatrace may, at its  option: (a) obtain  for Customer the  right to continue  
using  the Product; (b) replace or modify the Product so that it avoids such claim; or (c) if such remedies are 
not reasonably available, terminate Customer’s license for the infringing Product or Deliverable and provide 
Customer with a refund of any unused fees Customer prepaid to Dynatrace for the infringing Product or 
Deliverable, provided however that with respect to infringing Products licensed to Customer for a perpetual 
term, such refund is pro-rated equally over a thirty-six (36) month period from the date of delivery of such 
Product. If such termination materially affects Dynatrace’s ability to meet its remaining obligations under the 
relevant Order Form then Dynatrace may, at its option and upon written notice, terminate the Order Form, in 
whole or in part, and refund such other unused fees prepaid to Dynatrace for Dynatrace Offerings terminated. 
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低減。Dynatraceが防御する義務を負う第三者の訴えが発生した場合、または発生する可能性があるとDynatrace

が判断した場合、Dynatraceはその選択により、以下のいずれかを行うことができます。（a）お客様のために本製品

の使用を継続する権利を取得すること。（b）当該訴えを回避するように本製品を交換または修正すること。（c）かか

る救済措置が合理的に利用できない場合は、侵害している製品または成果物に関するお客様のライセンスを終了

し、侵害している製品または成果物に関してお客様がDynatraceに前払いした未使用の料金をお客様に返金するこ

と。ただし、お客様に無期限で使用許諾された侵害製品に関しては、かかる返金は、当該製品の引渡し日から36

か月間にわたって均等に日割り計算します。そのような終了が、関連する注文書に基づく残りの義務を果たす

Dynatraceの能力に重大な影響を与える場合、Dynatraceはその選択により、書面による通知をもって注文書の全

部または一部を終了し、終了したDynatrace製品およびサービスについてDynatraceに前払いされた未使用の料金

を返金することができます。 

14. CUSTOMER INDEMNITY. Customer will, at its expense, defend Dynatrace, its Affiliates, licensors and their 
respective officers, directors and employees (the “Dynatrace Indemnified Parties”) from and against any and 
all Third-Party Claims which arise out of or relate to: (a) a claim or threat that the Customer Data infringes, 
misappropriates or violates any third party’s privacy or Intellectual Property Rights; (b) Customer’s breach of 
Section 10.2 (Restrictions); or (c) the occurrence of any of the exclusions set forth above in Section 13.1 (IP 
Claims) (a) through (f). Customer will pay all damages, fines, costs and expenses, including attorneys’ fees 
and costs (whether by settlement or award of by a final judicial judgment) incurred by the Dynatrace 
Indemnified Parties from any such Third-Party Claim.  

お客様の補償。お客様は、自己負担で、Dynatrace、その関連会社、ライセンサー、およびそれらの各役員、取締役、

従業員（以下「Dynatrace被補償当事者」）を、以下に起因または関連するあらゆる第三者の訴えから防御します。

（a）顧客データが第三者のプライバシーまたは知的財産権を侵害、流用、または違反しているという訴えまたはそ

の可能性。（b）お客様による第10.2条（制限）違反。（c）上記の第13.1条（IPに関する訴え）（a）乃至（f）に記載された

除外事項の発生。お客様は、かかる第三者の訴えからDynatrace被補償当事者が被った弁護士費用を含むすべ

ての損害、罰金、費用、経費（和解または最終的な司法判断によるかを問わない）を支払うものとします。 

15. INDEMNIFICATION PROCEDURES. Either Party’s respective indemnification obligations (each an 
“Indemnifying Party”) are conditioned upon: (a) being promptly notified in writing of any Third-Party Claim, 
(b) having the sole and exclusive right to control the defense and settlement of the Third-Party Claim, and (c) 
the Dynatrace or Customer Indemnified Parties (as applicable the “Indemnified Party”) providing all 
reasonable assistance (at the Indemnifying Party’s expense and reasonable request) in the defense of such 
Third-Party Claim. In no event will an Indemnified Party settle any claim without the Indemnifying Party’s prior 
written approval. The Indemnified Party may, at its own expense, engage separate counsel to advise it 
regarding a Third-Party Claim and to participate in the defense of the Third-Party Claim, subject to the 
Indemnifying Party’s right to control the defense and settlement. 

補償手続。いずれかの当事者（以下、それぞれ「補償当事者」）がそれぞれの補償義務を負うのは、以下を条件と

します。（a）第三者の訴えが書面で速やかに通知されること、（b）第三者の訴えの弁護および解決を管理する唯一

かつ排他的な権利を有すること、および（c）Dynatraceまたはお客様の被補償当事者（該当する方。以下「被補償

当事者」）が、当該第三者の訴えの弁護において（被補償当事者の費用および妥当な要求に応じて）あらゆる妥当

な支援を提供すること。いかなる場合も、被補償当事者は、補償当事者の書面による事前承認なしに、いかなる訴

えも解決してはなりません。被補償当事者は、自己負担で、第三者の訴えに関する助言を受けるために別の弁護

士を雇い、第三者の訴えの弁護に参加することができますが、弁護および和解を管理する補償当事者の権利に従

うものとします。 

16. CONFIDENTIALITY. 

守秘義務。 

16.1. Definition of Confidential Information. “Confidential Information” means any and all non-public information 
disclosed by one party (the “Disclosing Party”) to the other party (the “Receiving Party”) in any form or 
medium, whether oral, written, graphical or electronic, pursuant to the Agreement, that is designated 
confidential or proprietary, or that a reasonable person should understand is confidential or proprietary. 
Confidential Information includes, but is not limited to: the terms of the Agreement, information related to 
either party’s technology, products, know-how, trade secrets, whether or not patentable or copyrightable, 
security reports, specifications, customers, business plans, pricing information, promotional and marketing 
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activities, finances and other business affairs, Dynatrace Properties and anything else created or developed 
by Dynatrace in connection with the Agreement and the Dynatrace Offerings. Customer will not remove or 
destroy any proprietary markings or restrictive legends placed upon or contained in the Dynatrace Properties. 
The foregoing notwithstanding, Confidential Information excludes business contact information such as 
job/position title; department, team or functional group name; business telephone, mobile or fax numbers; 
and business email addresses. 

機密情報の定義。「機密情報」とは、口頭、書面、図表、電子の形態または媒体を問わず、本契約に基づいていず

れかの当事者（以下「開示当事者」）から相手方（以下「受領当事者」）に開示された、機密もしくは専有と指定され

た、または合理的な人が機密もしくは専有であると理解すべきすべての未公開情報をいいます。機密情報には、本

契約の条件、いずれかの当事者の技術、製品、ノウハウ、営業秘密（特許権や著作権取得の可能性を問わない）、

セキュリティレポート、仕様、顧客、事業計画、価格情報、販売促進およびマーケティング活動、財務およびその他

の事業情報、Dynatrace財産、ならびに本契約とDynatrace製品およびサービスに関連してDynatraceが作成または

開発したその他のすべてのものが含まれますが、これらに限定されません。お客様は、Dynatrace財産に付けられ

た、または含まれている所有権マークや制限を示す凡例を消除または破壊してはなりません。上記にかかわらず、

機密情報には、役職名、部署名、チーム名、機能グループ名、業務用の電話番号、携帯電話番号、ファックス番号、

業務用の電子メールアドレスなどの業務上の連絡先情報は含まれません。 

16.2. Nondisclosure Obligations. The Receiving Party will not use the Confidential Information of the Disclosing 
Party for any purpose other than as necessary to fulfill its obligations or to exercise its rights under the 
Agreement, and by Dynatrace to improve the Dynatrace Offerings (the “Purpose”). The Receiving Party will 
not disclose Confidential Information of the Disclosing Party to any third party; provided that the Receiving 
Party may disclose Confidential Information to its partners, officers, directors, employees, contractors, 
Affiliates, agents, advisors, or representatives (“Representatives”) who need access to such Confidential 
Information for the Purpose and who are subject to written confidentiality obligations at least as stringent as 
the obligations set forth in this Section 16. Each party accepts responsibility for the actions of its 
Representatives and will protect the other party’s Confidential Information in the same manner as it protects 
its own valuable confidential information, but with no less than reasonable care. The Receiving Party will 
promptly notify the Disclosing Party upon becoming aware of a breach or threatened breach hereunder and 
will cooperate with any reasonable request of the Disclosing Party in enforcing its rights. 

秘密保持義務。受領当事者は、開示当事者の機密情報を、本契約に基づく義務の履行または権利の行使に必要

な場合、およびDynatraceがDynatrace製品およびサービスを改善するために必要な場合（以下「本目的」）以外に

は使用してはなりません。受領当事者は、開示当事者の機密情報をいかなる第三者にも開示してはなりません。

ただし、受領当事者は、本目的のために当該機密情報へのアクセスを必要とし、少なくとも本第16条に定める義務

と同程度の厳格な書面による秘密保持義務を負うパートナー、役員、取締役、従業員、請負業者、関連会社、代理

人、顧問、または代表者（以下「代表者」）に機密情報を開示することができます。各当事者は、自らの代表者の行

動に対する責任を受け入れ、また、自らの貴重な機密情報を保護するのと同じ方法で（ただし、合理的な注意を下

回ってはならない）相手方の機密情報を保護するものとします。受領当事者は、本契約の違反または違反の恐れ

に気づいた場合、開示当事者に速やかに通知し、開示当事者の権利行使に関する合理的な要請に協力するもの

とします。 

16.3. Exceptions to Confidential Information. “Confidential Information” does not include information which: (a) 
is known by the Receiving Party prior to receipt from the Disclosing Party, without any obligation of 
confidentiality; (b) becomes known to the Receiving Party directly or indirectly from a source other than one 
having an obligation of confidentiality to the Disclosing Party; (c) lawfully becomes publicly known or 
otherwise publicly available, except through a breach of the Agreement; or (d) is independently developed 
by the Receiving Party without use of or access to the Disclosing Party’s Confidential Information. The 
Receiving Party may disclose Confidential Information pursuant to the requirements of applicable law, legal 
process or government regulation, but only after it notifies the Disclosing party (if legally permissible) to 
enable the Disclosing party to seek a protective order or otherwise to contest such required disclosure, at the 
Disclosing Party’s expense. 

機密情報の例外。「機密情報」には、以下のような情報は含まれません。（a）受領当事者が開示当事者から受領す

る前に、守秘義務を負うことなしに既知だった情報、（b）開示当事者に対して守秘義務を負う者以外の情報源から

直接的または間接的に受領当事者が知ったもの、（c）本契約違反による場合を除き、合法的に公知またはその他



 

Dynatrace Confidential rev 27 Sep 2021 

Dynatrace 機密情報、改訂日:2021年9月27日  -19- 

の方法で公に入手可能となった情報、または（d）開示当事者の機密情報を使用またはアクセスすることなく受領当

事者が独自に開発した情報。受領当事者は、適用される法律、法的手続または政府規制の要件に従って、機密情

報を開示することができます。ただし、開示当事者が保護命令を求めることができるように、またはその他の方法で

かかる必要な開示に異議を唱えることができるように、開示当事者に通知した後（法的に許される場合）に限り、開

示当事者の費用負担で開示することができます。 

16.4. Injunctive Relief. The parties agree that any unauthorized disclosure of Confidential Information may cause 
immediate and irreparable injury to the Disclosing Party and that, in the event of such breach, the Disclosing 
Party will be entitled, in addition to any other available remedies, to seek immediate injunctive and other 
equitable relief, without bond and without the necessity of showing actual monetary damages. 

差止命令による救済。両当事者は、機密情報の不正な開示が開示当事者に即時かつ回復不能な損害を与える可

能性があること、また、そのような違反があった場合、開示当事者は、他の利用可能な救済手段に加えて、保証金

なしで、実際の金銭的損害を示す必要なしに、即時の差止命令およびその他の衡平法上の救済を求める権利を

有することに同意します。 

17. LIMITATION OF LIABILITY. 

責任の制限。 

17.1. EXCEPT FOR CUSTOMER’S PAYMENT OBLIGATIONS, CUSTOMER’S BREACH OF SECTION 10.2 
(RESTRICTIONS), OR EITHER PARTY’S INDEMNITY OBLIGATIONS, THE CUMULATIVE LIABILITY OF 
EACH PARTY AND ITS AFFILIATES WILL NOT EXCEED THE ANNUAL FEES PAID OR PAYABLE BY 
CUSTOMER FOR THE APPLICABLE DYNATRACE OFFERING AT THE TIME THE CLAIM ARISES. FOR 
PRODUCTS LICENSED TO CUSTOMER FOR A PERPETUAL TERM, THE LIABILITY CAP WILL BE 
BASED ON AN EQUAL PRORATION OF THE PREPAID AMOUNT OVER THIRTY-SIX (36) MONTHS 
FROM DELIVERY OF THE PRODUCTS.  

お客様の支払義務、お客様による第10.2条（制限）の違反、またはいずれかの当事者の補償義務を除き、各当事

者およびその関連会社の累積責任は、請求が発生した時点でお客様が該当するDynatrace製品およびサービスに

対して支払った、または支払うべき年間料金を超えないものとします。お客様に無期限で使用許諾された製品の場

合、責任の上限は、製品の引渡しから36か月間の前払い金額の均等な按分に基づいて決定されます。 

17.2. EXCEPT CUSTOMER’S BREACH OF SECTION 10.2 (RESTRICTIONS), OR EITHER PARTY’S BREACH 
OF SECTION 16 (CONFIDENTIALITY), NEITHER PARTY WILL BE LIABLE FOR SPECIAL, INDIRECT, 
INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, PUNITIVE OR EXEMPLARY DAMAGES, INCLUDING BUT NOT 
LIMITED TO BUSINESS INTERRUPTION, LOST PROFITS, LOSS OF DATA OR COST OF COVER, EVEN 
IF SUCH PARTY KNEW OR SHOULD HAVE KNOWN OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.  

お客様による第10.2条（制限）の違反、またはいずれかの当事者による第16条（機密保持）の違反を除き、いずれ

の当事者も、特別損害、間接損害、偶発的損害、結果的損害、懲罰的損害、または模範的損害（事業の中断、利

益の損失、データの損失、カバーの費用を含むが、これらに限定されない）について、当該当事者がそのような損

害の可能性を知っていたか、または知っていたはずであったとしても、責任を負いません。 

17.3. THE WAIVERS AND LIMITATIONS IN THIS SECTION 17 APPLY REGARDLESS OF THE FORM OF 
ACTION OR THEORY OF LIABILITY ASSERTED, WHETHER IN CONTRACT, TORT (INCLUDING 
NEGLIGENCE), STRICT LIABILITY, PRODUCT LIABILITY, OR ANY OTHER LEGAL OR EQUITABLE 
THEORY, AND WILL SURVIVE AND APPLY EVEN IF ANY LIMITED REMEDY IN THE AGREEMENT FAILS 
OF ITS ESSENTIAL PURPOSE.  

本第17条の権利放棄および制限は、契約、不法行為（過失を含む）、厳格責任、製造物責任、またはその他の法

律上もしくは衡平法上の理論にかかわらず、主張される訴訟形態または責任の理論にかかわらず適用され、本契

約の限定的救済措置がその本質的目的を果たせない場合でも存続し、適用されます。 

17.4. NEITHER PARTY LIMITS OR EXCLUDES ITS LIABILITY FOR: (A) DEATH OR PERSONAL INJURY 
CAUSED BY NEGLIGENCE, (B) FRAUDULENT MISREPRESENTATION, OR (C) ANY OTHER LIABILITY 
TO THE EXTENT THAT SUCH LIABILITY CANNOT BE EXCLUDED OR LIMITED BY APPLICABLE LAW. 

いずれの当事者も、以下の責任を制限または排除することはできません。（a）過失による死亡または人身傷害、（b）

詐欺的な不実表示、または（c）その他の責任で、当該責任が適用法により除外または制限できない範囲のもの。 



 

Dynatrace Confidential rev 27 Sep 2021 

Dynatrace 機密情報、改訂日:2021年9月27日  -20- 

18. TERM AND TERMINATION. 

契約期間と解除。 

18.1. Master Subscription Agreement. This Master Subscription Agreement may be updated from time to time 
by Dynatrace, provided that no such update or modification will apply to Order Forms previously executed 
between the parties. 

基本サブスクリプション契約。本基本サブスクリプション契約は、Dynatraceによって随時更新されることがあります。

ただし、そのような更新または修正は、両当事者間で以前に締結された注文書には適用されません。 

18.2. Term of Order Form; SOW. Each Order Form or SOW incorporating this Master Subscription Agreement 
begins on its effective date and, unless earlier terminated under Section 18.3, continues in effect through the 
end date of the Term set forth therein, or for SOWs, the Service Period as defined therein. Each Subscription 
will automatically renew for additional periods equal to the greater of the expiring subscription term or one 
year (the “Renewal Term”), unless either party gives the other written notice (email acceptable) to WW-
Renewals-Team@dynatrace.com  (with a copy to: legalnotices@dynatrace.com) at least 60 days before the 
end of the relevant Term. 

注文書の期間、SOW。本基本サブスクリプション契約を組み込んだ各注文書またはSOWは、その発効日に始まり、

第18.3条に基づく早期解除がない限り、そこに記載された契約期間の終了日まで、またはSOWの場合はそこに定

義されたサービス期間まで、有効であり続けます。各サブスクリプションは、いずれかの当事者が当該期間の終了

日 の 60 日 前 ま で に 相 手 方 に 書 面 で 通 知 （ 電 子 メ ー ル 可 ） を WW-Renewals-Team@dynatrace.com

（legalnotices@dynatrace.comをCCに入れて）に送信しない限り、満了するサブスクリプション期間または1年のいず

れか長い方の期間（以下「更新期間」）について自動的に更新されます。 

18.3. Termination for Cause. Either party may terminate any Order Form or SOW incorporating this Master 
Subscription Agreement in whole or in part, for cause: (a) on thirty (30) days’ written notice to the other party 
of a material breach if such breach remains uncured at the expiration of such period (or immediately if the 
material breach is not capable of being remedied); or (b) immediately upon written notice if the other party 
becomes the subject of a petition in bankruptcy or any other proceeding relating to insolvency, receivership, 
liquidation, or an assignment for the benefit of creditors. In addition, Dynatrace may terminate any or all Order 
Forms or SOWs with Customer incorporating this Master Subscription Agreement, immediately on written 
notice in the event: (1) Customer fails to pay any amounts due hereunder, and such failure continues more 
than 10 days after written notice by Dynatrace thereof; or (2) Customer or its Users infringe or misappropriate 
Dynatrace’s Intellectual Property Rights, including without limitation use of a Dynatrace Offering other than 
as authorized under the Agreement.  

原因による解除。いずれの当事者も、以下の理由があれば、本基本サブスクリプション契約を組み込んだ注文書

またはSOWの全部もしくは一部を解除することができます。（a）重大な違反があった場合、相手方に30日前に書面

で通知し、その期間が経過しても違反が解消されない場合はその時点で（重大な違反の解消が不可能な場合は直

ちに）、または（b）相手方が破産の申立てまたは支払不能、管財、清算、債権者の利益のための譲渡に関するそ

の他の手続の対象となった場合は書面で通知した上で直ちに。さらに、Dynatraceは、本基本サブスクリプション契

約を組み込んだお客様との注文書またはSOWの全部もしくは一部を、以下の場合、書面による通知をもって直ちに

解除することができます。（1）お客様が本契約に基づいて支払うべき金額の支払いを怠り、そのような怠慢が

Dynatraceからの書面による通知後10日以上継続した場合、または（2）お客様またはそのユーザーがDynatraceの

知的財産権を侵害または悪用した場合（本契約に基づいて許可された以外のDynatrace製品およびサービスの使

用を含むが、これに限定されない）。 

18.4. Other Termination. In the event it becomes illegal for Dynatrace to perform any aspect(s) of the Agreement, 
then Dynatrace will be excused from performance or may suspend or terminate the Agreement to the extent 
necessary to comply with applicable laws, rules or regulations, without any liability for breach or termination. 

その他の解除。Dynatraceが本契約のいずれかの側面を実行することが違法になった場合、適用される法律、規

則、または規制を遵守するために必要な範囲で、Dynatraceは履行を免除されるか、または本契約を中断もしくは

解除することができますが、違反または終了に対する責任は一切負いません。 

18.5. Effect of Termination or Expiration of Agreement. 
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本契約の解除または終了の効果。 

18.5.1. Termination of Order Form; SOW. On termination or expiration of an Order Form (other than the 
termination by Customer under Section 18.3 above of an Order Form for Product licensed for a 
perpetual term), Customer’s subscription or license to the Product purchased thereunder will 
terminate and Customer and Users will immediately cease to use the SaaS Subscription and either 
uninstall or destroy the Customer Hosted Software. Upon request by Dynatrace, Customer will certify 
in writing to Dynatrace that all copies of such Customer Hosted Software are no longer in use. 
Dynatrace will make any remaining Customer Data stored in the SaaS Subscription available on 
request by Customer in the format in which it is stored in the SaaS Subscription for up to thirty-five 
(35) days following the effective date of termination or expiration. After such period, Dynatrace will 
have no obligation to maintain or provide any Customer Data and may thereafter, unless legally 
prohibited, delete all Customer Data in its systems or otherwise in its possession or under its control. 
For the avoidance of doubt, except in the case of termination following Customer’s infringement of 
Products as provided in Section 18.3 above, termination of one Order Form will not terminate any 
other Order Form or other Agreement. 

注文書の解除、SOW。注文書が解除または終了した場合（ただし、無期限でライセンスされる製品の注文

書を上記第18.3条に基づいてお客様が解除した場合を除く）、それに基づいて購入した製品に対するお客

様のサブスクリプションまたはライセンスは終了し、お客様およびユーザーは、SaaSサブスクリプションの使

用を直ちに中止し、カスタマーホスティングソフトウェアをアンインストールまたは破棄するものとします。

Dynatraceの要求に応じて、お客様は、Dynatraceに対し、当該カスタマーホスティングソフトウェアのすべて

のコピーが使用されていないことを書面で証明するものとします。Dynatraceは、SaaSサブスクリプションに

保存されている残りの顧客データを、お客様の要求に応じて、SaaSサブスクリプションに保存されている形

式で、解除または終了の発効日から最大35日間利用できるようにするものとします。当該期間終了後、

Dynatraceはいかなる顧客データも維持または提供する義務を負わず、その後、法的に禁止されていない

限り、そのシステム内またはその所有または管理下にあるすべての顧客データを削除することができます。

なお、疑義を避けるため、上記第18.3項に規定されているお客様による本製品の侵害に伴う解除の場合を

除き、ある注文書が解除されても他の注文書または他の契約が解除されることはありません。 

18.5.2. Refund or Payment upon Termination for Cause. If an Order Form or SOW is terminated by 
Customer in accordance with Section 18.3 (Termination for Cause) or by Dynatrace in accordance 
with Section 18.4 (Other Termination), Dynatrace will refund Customer any unused prepaid fees for 
the Dynatrace Offering terminated, provided however that with respect to Products licensed to 
Customer for a perpetual term, such refund is pro-rated equally over a thirty-six (36) month period 
from the date of delivery of the Product. If an Order Form or SOW is terminated by Dynatrace in 
accordance with Section 18.3 (Termination for Cause), Customer will immediately pay Dynatrace any 
unpaid fees and expenses covering the remainder of the term of such terminated Dynatrace Offering. 

理由による解除時の返金または支払い。注文書またはSOWが、第18.3条（理由による解除）に従ってお客

様によって、または第18.4条（その他の解除）に従ってDynatraceによって解除された場合、Dynatraceは、解

除されたDynatrace製品およびサービスに対する未使用の前払い料金をお客様に返金します。ただし、お

客様に無期限でライセンスされた製品については、かかる返金は、製品の引渡し日から36か月にわたって

均等に按分されます。注文書またはSOWが第18.3条（理由による解除）に従ってDynatraceによって解除さ

れた場合、お客様は、かかる解除されたDynatrace製品およびサービスの残りの期間にかかる未払いの料

金および費用を直ちにDynatraceに支払うものとします。 

19. SURVIVAL. The following provisions will survive expiration or termination of the Agreement: (a) any payment 
obligations of Customer hereunder; (b) Section 3 (Partner Transactions), Section 7.3 (Non-Solicitation), 
Section 8 (Pricing, Invoicing, and Payments), Section 9 (Taxes and Duties), Section 10 (Customer 
Responsibilities), Section 11 (Ownership), Section 13 (Dynatrace Indemnity), Section 14 (Customer 
Indemnity), Section 15 (Indemnification Procedures), Section 16 (Confidentiality), Section 17 (Limitation of 
Liability), Section 18 (Term and Termination), Section 26 (Electronic Communication; Notices),Section 28 
(Governing Law), and (c) any rights (including surviving perpetual licenses) or obligations which are 
expressed to, or by their nature will, survive. The expiry or termination of the Agreement does not affect any 
rights which accrued before the date of expiry or termination. 
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存続。以下の条項は、本契約の終了または解除後も存続します。（a）本契約に基づくお客様の支払義務、（b）第3

条（パートナー取引）、第7.3（勧誘の禁止）、第8条（価格設定、請求、支払い）、第9条（税金と租税）、第10条（お客

様の責任）、第11条（所有権）、第13条（Dynatraceの補償）、第14条（お客様の補償）、第15条（補償手続）、第16条

（守秘義務）、第17条（責任の制限）、第18条（契約期間と解除）、第26条（電子通信、通知）、第28条（準拠法）、なら

びに（c）存続することが表明されている、またはその性質上、存続することになる権利（無期限のライセンスの存続

を含む）または義務。本契約の終了または解除は、終了または解除の日以前に発生した権利には影響を与えませ

ん。 

20. LICENSE COMPLIANCE. Customer agrees that Dynatrace tracks and records usage of Customer’s 
purchased consumption units, licenses, subscriptions and services. Customer will, without prejudice to other 
rights of Dynatrace, address any non-compliance identified by Dynatrace by promptly paying additional fees 
at Dynatrace’s then-current list price and any reinstatement charges for lapsed Subscriptions.  

ライセンスコンプライアンス。お客様は、Dynatraceがお客様の購入された消費ユニット、ライセンス、サブスクリプシ

ョン、およびサービスの使用状況を追跡および記録することに同意します。お客様は、Dynatraceの他の権利を損

なうことなく、Dynatraceのその時点の価格表による追加料金、および失効したサブスクリプションの再アクティベー

ション料金を速やかに支払うことにより、Dynatraceが特定したコンプライアンス違反に対処するものとします。 

21. INDEPENDENT CONTRACTORS. The parties are independent contractors and will so represent themselves 
in all regards. 

独立した契約者。両当事者は独立した契約者であり、すべての面でそのように自らを表明するものとします。 

22. FORCE MAJEURE. Excluding payment obligations, neither party will be liable for delay or default in the 
performance of their respective obligations if the delay or default is caused by conditions beyond its 
reasonable control, including but not limited to, acts of God, war, acts of terrorism (whether actual or 
threatened), riot or civil unrest, failure of electrical, Internet, co-location or telecommunications service, non-
Dynatrace applications, denial of service or similar attacks, acts of civil or military authorities, fire, floods, 
weather disturbances, volcanic eruption, earthquakes, accidents, strikes or labor actions, epidemics, 
pandemics, quarantines, or energy crises. 

不可抗力。いずれの当事者も、それぞれの義務の履行の遅延または不履行が、天変地異、戦争、テロ行為（実際

かどうかにかかわらず）、暴動や内乱、電気、インターネット、コロケーションや通信サービスの障害、Dynatrace以

外のアプリケーション、サービス拒否または類似の攻撃、民事や軍事当局の行為、火災、洪水、気象障害、火山噴

火、地震、事故、ストライキや労働争議、伝染病、パンデミック、検疫、エネルギー危機を含むが、これらに限定され

ない、合理的な支配が及ばない状況に起因する場合、支払義務を除き、責任を負わないものとします。 

23. ASSIGNMENT. Neither party may transfer or assign the Agreement, in whole or in part, without the other’s 
prior written consent. A transfer or assignment upon a change of control, through a merger, consolidation, 
reorganization, operation of law or otherwise, will be deemed a transfer or assignment for purposes of the 
Agreement that requires the other party’s prior written consent. Notwithstanding the foregoing, Dynatrace 
may, without Customer’s consent assign the Agreement or any Order Form or agreement incorporating this 
Master Subscription Agreement, to any of its Affiliates, or to an entity who acquires all or substantially all of 
its business or assets, or in connection with a change in control of Dynatrace (through merger, consolidation, 
reorganization, operation of law or otherwise). Any assignment in violation of this Section will be void ab initio 
and of no effect. Subject to the foregoing, the Agreement is binding upon, inures to the benefit of and is 
enforceable by the parties and their respective successors and assigns. 

譲渡。いずれの当事者も、相手方の書面による事前の同意を得ることなく、本契約の全部または一部を移転もしく

は譲渡することはできません。合併、統合、再編成、法律の運用、その他による支配権の変更に伴う移転または譲

渡は、本契約の目的上、相手の書面による事前の同意を必要とする移転または譲渡とみなされます。上記にかか

わらず、Dynatrace は、お客様の同意を得ることなく、本契約、または本基本サブスクリプション契約を組み込んだ

注文書もしくは契約書を、その関連会社、その事業または資産の全部または実質的に全部を買収する法人に、ま

たは Dynatraceの（合併、統合、組織再編、法律の運用、その他による）支配権の変更に関連して、譲渡することが

できます。本項に違反した譲渡は、最初から無効となり、効力を有しません。上記に従うことを条件として、本契約

は、両当事者およびそれぞれの後継者と譲受人を拘束し、その利益に帰するものであり、それらの者が執行できま

す。  
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24. COMPLIANCE WITH LAWS. 

法律の遵守。 

24.1. Dynatrace will comply with all laws and regulations applicable to its provision of the Dynatrace Offering. 
However, Dynatrace is not responsible for compliance with any laws or regulations that apply to Customer 
or Customer’s industry that are not otherwise applicable to Dynatrace (e.g., Dynatrace does not determine 
whether Customer Data includes information subject to any specific law or regulation).  

Dynatraceは、Dynatrace製品およびサービスの提供に適用されるすべての法律および規制を遵守します。ただし、

Dynatraceは、お客様またはお客様の業界に適用され、Dynatraceには別途適用されない法律または規制の遵守

については責任を負いません（例えば、Dynatraceは、お客様のデータに特定の法律または規制の対象となる情報

が含まれているかどうかを判断しません）。 

24.2. Customer must comply with all laws and regulations applicable to its use of the Dynatrace Offerings, including 
laws related to privacy, data protection and confidentiality of communications. Customer is responsible for 
providing notice and obtaining all necessary rights for Dynatrace to provide the Products and Deliverables, 
implementing and maintaining privacy protections and security measures for components that Customer 
provides or controls, and for determining whether the Products and Deliverables are appropriate for storage 
and processing of information subject to any specific law or regulation. 

お客様は、プライバシー、データ保護、通信の機密性に関連する法律を含め、Dynatrace製品およびサービスの使

用に適用されるすべての法律および規制を遵守しなければなりません。お客様は、Dynatraceが本製品および成果

物を提供するために通知を行い、すべての必要な権利を取得すること、お客様が提供または管理するコンポーネ

ントのプライバシー保護およびセキュリティ対策を実施および維持すること、ならびに本製品および成果物が特定

の法律または規制の対象となる情報の保管および処理に適切であるかどうかを判断することに責任を負うものとし

ます。 

25. DATA PRIVACY AND SECURITY. 

データのプライバシーとセキュリティ。 

25.1. General. 

一般条項。 

25.1.1. Dynatrace has implemented and will maintain and follow appropriate technical and organizational 
measures intended to protect Personal Data against accidental, unauthorized, or unlawful access, 
disclosure, damage, alteration, loss, or destruction. Customer will ensure that all Account Data is 
current and accurate throughout the applicable order Term, will limit Personal Data in Account Data 
to only the information necessary to create and administer its customer account and in no event 
include Restricted Information. Customer is responsible for its configuration of data privacy settings 
in the Products as described in the Documentation, its secure use of the Products and Deliverables, 
including securing its account authentication credentials, protecting the security of Customer Data 
and Personal Data when in transit to and from the SaaS Subscription or Dynatrace and taking any 
appropriate steps to securely encrypt or backup any Customer Data and Personal Data uploaded 
to the SaaS Subscription or otherwise provided to Dynatrace.  

Dynatraceは、個人データを偶発的、不正、または不法なアクセス、開示、損傷、改ざん、損失、または破

壊から保護するために、適切な技術的および組織的な対策を実施し、それを維持、遵守します。お客様

は、該当する注文期間中、すべてのアカウントデータが最新かつ正確であるようにし、アカウントデータ

内の個人データを、お客様のアカウントを作成および管理するために必要な情報のみに限定し、いかな

る場合も制限付き情報を含めてはなりません。お客様は、ドキュメントに記載されているように本製

品のデータプライバシー設定を構成すること、アカウント認証資格情報の保護を含む本製品お

よび成果物を安全に使用すること、SaaSサブスクリプションまたはDynatraceとの間で転送中の

顧客データおよび個人データのセキュリティを保護すること、ならびにSaaSサブスクリプション

にアップロードした、またはその他の方法でDynatraceに提供した顧客データおよび個人データ

を安全に暗号化またはバックアップするための適切な措置を講じることに責任を負うものとしま

す。 
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25.1.2. If Dynatrace becomes aware of any unlawful access to any Personal Data stored on Dynatrace 
equipment or in a Dynatrace facility, or unauthorized access to such equipment or facilities resulting 
in loss, disclosure, or alteration of Personal Data (each a “Security Incident”), Dynatrace will notify 
Customer of the Security Incident without undue delay (provided that such notification may be 
delayed as required by a law enforcement agency) and take commercially reasonable steps to 
comply with its obligations under Applicable Privacy Laws pertaining to responding to a Security 
Incident. Dynatrace’s obligation to report or respond to a Security Incident under this Section is not 
an acknowledgement by Dynatrace of any fault or liability with respect to the Security Incident. 
Customer must notify Dynatrace without undue delay, about any possible misuse of its accounts or 
authentication credentials or any security incident related to the SaaS Subscription. 

Dynatraceが、Dynatraceの機器もしくはDynatraceの施設に保存されている個人データへの不正なアク

セス、または個人データの損失、開示、変更を引き起こす当該機器もしくは施設への不正なアクセス（以

下、それぞれ「セキュリティインシデント」）に気付いた場合、Dynatraceはお客様に不当な遅延なくセキュ

リティインシデントを通知し（ただし、法執行機関の要求に応じて当該通知を遅らせる場合がある）、セキ

ュリティインシデントへの対応に関連する適用プライバシー法に基づく義務を遵守するため、商業的に合

理的な措置を講じます。本条に基づいてセキュリティインシデントを報告または対応するDynatraceの義

務をもって、当該セキュリティインシデントに関するいかなる過失または責任もDynatraceが認めたことに

はなりません。お客様は、アカウントもしくは認証資格が悪用された可能性がある場合、またはSaaSサブ

スクリプションに関連するセキュリティインシデントが発生した場合、不合理な遅滞なくDynatraceに通知

しなければなりません。 

25.1.3. Customer acknowledges that use of the Dynatrace Offerings does not require and is not intended 
for the collection, storage, or other processing of Restricted Information; therefore, Customer 
agrees not to provide Restricted Information to Dynatrace. Failure to comply with this requirement 
will be deemed cause for termination under Section 18.3(B) in Dynatrace’s sole discretion. If 
Restricted Information is inadvertently provided, Dynatrace will treat it in the same way as it treats 
Personal Data under the Agreement. Customer will use reasonable efforts to restrict the inclusion 
of other Personal Data in Customer Data. The Documentation provides further information on data 
privacy settings in the Products. 

お客様は、Dynatrace製品およびサービスの使用が制限付き情報の収集、保管、またはその他の処理を

必要とせず、またそれらを目的としていないことを認めます。したがって、お客様は制限付き情報を

Dynatraceに提供しないことに同意します。この要件に従わなかった場合は、Dynatraceの独自の判断に

より、第18.3条（B）に基づく解約の理由とみなされます。制限付き情報が誤って提供された場合、

Dynatraceは本契約に基づく個人データの取り扱いと同じ方法でこれを取り扱います。お客様は、顧客デ

ータに他の個人データが含まれないようにするために合理的な努力を払うものとします。本製品のデー

タプライバシー設定については、ドキュメントに詳細が記載されています。 

25.2. Data Processing Agreement. To the extent Dynatrace processes any Personal Data on Customer’s behalf 
that is subject to Data Protection Law, and the parties have not executed a separate data processing 
agreement that complies with such Data Protection Law, the terms of the Data Processing Agreement, 
located at https://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/, are incorporated by reference and 
shall apply. 

データ処理契約。Dynatraceがお客様に代わってデータ保護法の対象となる個人データを処理し、両当事

者 が デ ー タ 保 護 法 に 準 拠 し た 別 の デ ー タ 処 理 契 約 を 締 結 し て い な い 限 り 、

https://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/にあるデータ処理契約の条件が参照により

組み込まれ、適用されるものとします。 

26. ELECTRONIC COMMUNICATION; NOTICES.  Dynatrace may use electronic means to communicate with 
Customer related to its performance of obligations under the Agreement, including but not limited to notices 
posted in the Product and Support portal, online Documentation, in-product chat, RSS subscriptions to be 
notified of updates and email. For the purpose of the Agreement, Customer consents to receive 
communications from Dynatrace in an electronic form and agrees that all terms and conditions, agreements, 
notices, disclosures and other communications that Dynatrace provides to Customer electronically constitute 
a written communication. 

https://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/
https://www.dynatrace.com/company/trust-center/customers/
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電子通信、通知。  Dynatraceは、本契約に基づく義務の履行に関連してお客様と連絡を取るために電子的手段を

用いることがあります。これには、本製品およびサポートポータルに掲載される通知、オンラインドキュメント、製品

内チャット、更新情報を通知するRSS登録、電子メールが含まれますが、これらに限定されません。本契約の目的

のために、お客様はDynatraceからの通信を電子形態で受け取ることに同意し、また、Dynatraceがお客様に電子

的に提供するすべての諸条件、合意、通知、開示、およびその他の通信が、書面による通信となることに同意しま

す。 

Either party may give notice by written communication, sent by first class postage prepaid mail or nationally 
recognized overnight delivery service, to the other party’s address as specified in the Agreement. Customer 
may send notices to Dynatrace at 1601 Trapelo Road, Suite 116, Waltham, MA 02451, Attention: General 
Counsel, with a copy to legalnotices@dynatrace.com. Dynatrace may send notices to Customer at the 
address set forth at the top of the Order Form. If Dynatrace requires an email address from Customer, 
Customer is responsible for providing and updating its most current email address for the purpose requested. 
Either party may from time to time change its address for notices under this Section by giving the other party 
notice of the change in accordance with this Section. 

いずれの当事者も、本契約に明記されている相手方の住所に、第一種郵便物前払いの郵便または全国的に認め

られている翌日配達サービスにより送付された書面による伝達によって通知を行うことができます。お客様は、通

知をDynatrace（1601 Trapelo Road, Suite 116, Waltham, MA 02451, Attention: General Counsel）に送付

することができます。その際、 legalnotices@dynatrace.com. にコピーを送信してください。Dynatraceは、注

文書の上部に記載された住所に宛ててお客様に通知を送付することがあります。Dynatraceがお客様に電

子メールアドレスを求める場合、お客様は要求された目的のために最新の電子メールアドレスを提供し、更新する

責任があります。いずれの当事者も、本条に基づく変更通知のための住所または電子メールアドレスを、本条に従

って相手方に通知することにより、随時変更することができるものとします。 

27. CUSTOMER REFERENCE. Customer agrees that Dynatrace may reference Customer as a Dynatrace 
customer, subject to Customer’s trademark and logo usage guidelines provided by Customer, and that 
occasionally, after Customer review, Dynatrace may issue a press release and case study. 

お客様の参考資料。お客様は、Dynatraceがお客様から提供されたお客様の商標およびロゴの使用ガイドラインに

従って、Dynatraceのお客様としてお客様に言及することがあること、また、時に、お客様の確認後、Dynatraceがプ

レスリリースやケーススタディを発行することがあることに同意します。 

28. GOVERNING LAW. The Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of the 
State of Delaware without regard to its conflicts of law principles. The parties hereby consent to the personal 
and exclusive jurisdiction of the federal and state courts of the State of Delaware. If the entity selling the 
Dynatrace Offerings is an Affiliate of Dynatrace LLC, the Agreement will be governed by the laws of the 
country in which such Dynatrace Affiliate is situated, and the parties consent to the exclusive jurisdiction of 
the courts where such Dynatrace Affiliate is located, or in the event of multiple offices, where the head office 
of such Affiliate is located. If any provision of the Agreement is contrary to and in violation of an applicable 
law of any governmental unit in such country, such provision will be considered null and void to the extent 
that it is contrary to such law, but all other provisions of the Agreement will remain in effect. The parties agree 
that the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is specifically 
excluded from application to the Agreement. 

準拠法。本契約は、デラウェア州法に準拠し、同法に従って解釈し、抵触法の原則を勘案しません。両当事者はこ

こに、デラウェア州の連邦裁判所および州裁判所の対人管轄権および専属管轄権に服することに同意します。

Dynatrace製品およびサービスを販売する事業者がDynatrace LLCの関連会社である場合、本契約は当該

Dynatrace関連会社が所在する国の法律に準拠し、また、両当事者は当該Dynatrace関連会社が所在する裁判所、

または複数の事業所がある場合は当該関連会社の本社が所在する裁判所を専属管轄裁判所とすることに同意し

ます。本契約のいずれかの条項が、当該国の政府機関の適用法に反し、違反している場合、当該条項は、そのよ

うな法律に反している範囲で無効とみなされますが、本契約の他のすべての条項は有効に存続します。両当事者

は、1980年国際物品売買契約に関する国連条約が本契約への適用から明確に除外されることに同意します。 

29. EXPORT CONTROLS. Customer agrees to comply with applicable U.S. Government, EU and UN export 
and re-export laws, regulations and requirements. Customer further certifies that it will not export or re-export 
any software that may be subject to such laws, regulations and requirements, to any location, or to any end-

mailto:legalnotices@dynatrace.com.
mailto:legalnotices@dynatrace.com.
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user, or for any end-use, without first obtaining any export license, permit or other approval that may be 
required. Without limiting the foregoing, Customer specifically agrees that it will not export or re-export any 
software subject to export and re-export laws to (a) any Group E country listed in SUPPLEMENT NO. 1 TO 
PART 740 – COUNTRY GROUPS and the Crimea Region of Ukraine, or (b) any company, entity or person 
listed as a party of concern found here http://2016.export.gov/ecr/eg_main_023148.asp, or (c) for any end-
use related to the development, production or use of nuclear, chemical or biological weapons or missiles. 

輸出管理。お客様は、適用される米国政府、欧州連合および国連の輸出および再輸出に関する法律、規制および

要件を遵守することに同意します。さらにお客様は、かかる法律、規制および要件の対象となる可能性のあるソフト

ウエアを、必要とされる可能性のある輸出ライセンス、許可またはその他の承認を事前に取得することなく、いかな

る場所にも、いかなるエンドユーザーにも、またはいかなる最終用途のためにも、輸出または再輸出しないことを保

証します。上記を制限することなく、お客様は、輸出および再輸出法の対象となるソフトウエアを、（a）パー

ト740の補足書NO. 1 – 国グループ に記載されているグループEの国およびウクライナのクリミア地域、（b）

http://2016.export.gov/ecr/eg_main_023148.aspに記載されている要注意人物と・団体して記載されている企

業、団体、個人、または（c）核兵器、化学兵器、生物兵器、ミサイルの開発、製造、使用に関連する最終

用途のために輸出または再輸出しないことに特に同意します。 

30. ANTI-CORRUPTION. The parties agree to: 

汚職防止。両当事者は、以下に同意します。 

(a) comply with all applicable laws, statutes and regulations relating to anti-bribery and anti-corruption; 

贈収賄防止および汚職防止に関して適用されるすべての法律、制定法、規制を遵守すること。 

(b) not engage in any activity, practice or conduct which would constitute an offence under applicable 
laws, statutes and regulations relating to anti-bribery and anti-corruption; 

贈収賄防止および汚職防止に関して適用される法律、制定法、規制の下で犯罪となるような活動、慣行、

行為を行わないこと。 

(c) have and shall maintain in place throughout the Term its own policies and procedures, including 
adequate procedures under applicable laws, statutes and regulations relating to anti-bribery and anti-
corruption, to ensure compliance with these laws and will enforce them where appropriate;  

贈収賄防止および汚職防止に関して適用される法律、制定法、規制に基づく適切な手続を含む独自のポ

リシーおよび手続を有し、このような法令を確実に遵守するために、契約期間を通じてこれを維持し、適切

な場合にはこれを実施すること。 

(d) promptly report to the other party any request or demand for any undue financial or other advantage 
of any kind received in connection with the performance of the Agreement; immediately notify the 
other party in writing if a foreign public official becomes an officer or employee of the party or acquires 
a direct or indirect interest in the party; 

本契約の履行に関連して受けたあらゆる種類の不当な金銭的またはその他の利益の要求もしくは要請を

受けた場合、外国公務員が当事者の役員もしくは従業員になった場合、または当事者の直接的もしくは間

接的な利害関係を取得した場合、速やかに相手方に書面で通知すること。 

(e) for the purpose of this Section 30 (Anti-Corruption), the meaning of adequate procedures and foreign 
public official and whether a person is associated with another person shall be determined in 
accordance with applicable laws, statutes and regulations relating to anti-bribery and anti-corruption. 
For the purposes of this Section 30 (Anti-Corruption), a person associated with a party includes any 
subcontractor of the party. 

本第30条（汚職防止）では、適切な手続と外国公務員の意義、およびある者が他の者と関連しているかど

うかは、贈収賄防止および汚職防止に関連して適用される法律、制定法、規制に従って決定するものとし

ます。本第30条（汚職防止）では、当事者に関連する者には、当事者の下請業者が含まれます。 

31. MISCELLANEOUS. The Agreement sets forth the entire agreement and understanding between the parties 
with respect to the subject matter hereof, and supersedes any other agreements, discussions, proposals, 

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=932691efcf3e932edd475332cec0de8a&amp;mc=true&amp;node=ap15.2.740_121.1&amp;rgn=div9
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=932691efcf3e932edd475332cec0de8a&amp;mc=true&amp;node=ap15.2.740_121.1&amp;rgn=div9
http://2016.export.gov/ecr/eg_main_023148.asp
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=932691efcf3e932edd475332cec0de8a&amp;mc=true&amp;node=ap15.2.740_121.1&amp;rgn=div9
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?SID=932691efcf3e932edd475332cec0de8a&amp;mc=true&amp;node=ap15.2.740_121.1&amp;rgn=div9
http://2016.export.gov/ecr/eg_main_023148.asp


 

Dynatrace Confidential rev 27 Sep 2021 

Dynatrace 機密情報、改訂日:2021年9月27日  -27- 

representations or warranties, written or oral, with respect to the subject matter hereof. Any other terms stated 
in any purchase order delivered to Dynatrace in connection with an Order Form or invoice thereunder shall 
have no effect. Each party acknowledges that it has reviewed and accepted the terms of the Agreement and 
agrees that contractual ambiguities are not to be construed in favor of or against any party based on its role 
in drafting the Agreement. Performance of any obligation required by a party hereunder may be waived only 
by a written waiver signed by an authorized representative of the other party. Failure or delay by either party 
in exercising any right or remedy will not constitute a waiver. If any provision of the Agreement will be declared 
invalid, the entire Agreement will not fail on its account, and that provision will be severed, with the balance 
of the Agreement continuing in full force and effect. The Agreement may only be amended in writing signed 
by both parties. 

雑則。本契約は、本契約の主題に関する両当事者間の完全な合意および理解を示すものであり、本契約の主題

に関するその他の書面もしくは口頭による合意、話し合い、提案、表明または保証に取って代わるものです。注文

書またはそれに基づく請求書に関連してDynatraceに送付された発注書に記載されたその他の条件は、効力を持

たないものとします。各当事者は、本契約の条件を確認し、受け入れたことを認め、また、契約上の曖昧さは、本契

約の起草時の役割に基づいて、いずれかの当事者に有利または不利に解釈されるべきではないことに同意します。

本契約においていずれかの当事者が要求する義務の履行は、相手方の権限ある代表者が署名した書面による放

棄によってのみ放棄することができます。いずれかの当事者が権利または救済措置を行使しない、または遅延して

も、権利を放棄したことにはなりません。本契約のいずれかの条項が無効とされた場合でも、本契約全体がその理

由で無効になることはなく、当該条項は分離され、本契約の残りの部分は完全に効力を有し続けるものとします。

本契約は、両当事者が署名した書面によってのみ修正することができます。 

 
 


