
 Agreement for IBM Academic Initiative
IBM Academic Initiative の目的は、IBM Academic Initiative 契約の登録教員または登録教員助手となられた貴方に、IBM ソフト

ウェア製品（以下「本 IBM ソフトウェア」といいます。）、本教材及び本 IBM ソフトウェア管理サービスを、IBM Academic Initiative 契約

（以下「IBM Academic 契約」といいます。）の条件に基づき、無償にて利用していただくことです。 

http://www.ibm.com/university にて登録手続を完了することによって、貴方に IBM Academic 契約に同意していただきます。

IBM Academic 契約及び IBM 製品使用許諾契約又はご利用いただく本製品に関する契約は、貴方と日本 IBM 株式会社(以下

「IBM」といいます。) との本製品に関する使用についての完全な合意であり、IBM Academic 契約に関して過去に交わされた口頭又

は書面による合意に代わるものです。 使用許諾契約ないし契約上の条件と IBM Academic 契約の条件との間に相違がある場合、

相違の範囲において、IBM Academic 契約の条項が優先いたします。

1. 定義

「参加機関」とは、IBM Academic 契約に参加することを IBM により承認された高等教育機関を意味します。 承認の要件は以

下のウェブサイトに掲載されております。 http://www.ibm.com/university
「登録教員」とは、 参加機関からの承認を得て、IBM Academic 契約に登録された参加機関の教員を意味します。

「登録教員助手」とは、 登録教員の監督下で指導を行う、IBM Academic 契約に登録された卒業生を意味します。

「本教材」とは、IBM の商用の IT 技術に関する教材を意味します。 本教材は、チュートリアル、教授用ガイド、学生用ガイド、ラボ

セットガイド、ラボ演習、スライド、サンプルテスト、シラバス、ワークブック、チャート、報告書及び IBM RedBook などです。 本教材

を提供する方法は、ソフトウェア又はペーパー・ベースの教材、コンピュー ター又はウェブ・ベースのトレーニング・コース、Webcasts、A
dobeAcrobat の PDF ファイル、又は改定可能なフォーマットによります。

「本製品」とは、IBM Academic Initiative 本製品リスト（以下「リスト」といいます。）に掲載された本 IBM ソフトウェア、本 IBM ソフ

トウェア管理サービス、本教材及びその他の資料を意味します。 本 IBM ソフトウェアのリストは http://www.ibm.com/university 
にて入手できます。

「本学生」とは、貴方が指導されているクラスに登録している生徒・学生を意味します。

2. 使用許諾：

IBM は、貴方に対して、参加機関での教育・学習及び非商業的な研究目的のためのみに、本 IBM ソフトウェア及び本教材を使

用することを許諾します。この使用権は、非独占的なもので、かつ、譲渡できません。 この使用には、貴方及び本学生によって創作

されたソフトウェアアプリケーションやハードウェアの設計、開発及びテストを含みます。 

貴方は、許諾された使用のレベルを維持するために、本 IBM ソフトウェアや本教材を複製（バックアップ目的の複製も含みます。）す

ることができます。但し､全部又は一部を複製した各複製物に著作権表示や他の所有権の標記をすることを、貴方は保証します。 

貴方は、複製物を下記施設にインストールできます。

1. 参加機関の施設内にある参加機関のサーバー又はパーソナルコンピュータの一つ又は複数。（これらのサーバー又はパーソナル

コンピュータにアクセスする権限を、本学生に付与します。アクセスにはサーバーへの無制限の接続も含みます。） 

2. 貴方及び本学生の所有するパーソナルコンピュ―タ。但し、ユーザー一人につき一つの複製物に限ります。

貴方は、本 IBM ソフトウェア及び本教材を使用し、本学生のみにそれらを頒布することができます。

本 IBM ソフトウェアや本教材を、(1) IBM Academic 契約に定めがある場合を除き、使用、複製、翻案及び頒布してはいけませ

ん。(2) 法律により特に認められ、意思表示により放棄できない場合を除いて、リバースアセンブル、リバースコンパイル又はその他の

方法で解析してはいけません。(3) 再使用許諾、賃貸又はリースしてはいけません。(4) 商用又は業務上の目的に利用してはいけ

ません。 

http://www.ibm.com/university 内の本教材カタログ（以下「カタログ」といいます。）にて IBM が認定した場合を除き、本 IBM ソフ

トウェア及び本教材を、全国的に認知された学力の資格又は検定につながらない、職業訓練、余暇開発、学術開発及び専門能

力開発のための、単位付与又は非付与のコースに用いることはできません。 指導にあたり IBM の認定が必要なコースはカタログに

掲載されております。 認定試験及びトレーニングに要する費用は貴方にてご負担ください。

派生物

貴方は、貴方の裁量により、IBM が提供する本教材を、変更、翻訳又は引用することができます（以下、作成された物を｢派生物｣

といいます）。 但し、カタログに記載された 2 つの場合、 (a) 派生物の創作が許されない本教材及び (b) そのような本教材の一部

又は全部より派生物を創作するにあたり、必要となる本教材は除かれます。 

派生物は本教材と同一の使用許諾条件に服します。 貴方は、IBM からの要求に基づき、派生物の複製物を IBM に提供しなけ

ればなりません。 IBM は、(1) 派生物の複製物を、社内及び社外において、使用、複製、公衆送信（送信可能化も含む。）、上

映、頒布（譲渡及び貸与を含む。）、展示、口述し、派生物に基づく二次的著作を作成することができる、取消不能、非独占的、

全世界を含む、支払済みのライセンスの設定を受け、及び (2) 第三者に (1) をすることを再許諾する権利の設定を受けます。 上

記派生物の複製物に関して、IBM 及び IBM より許諾を受けた第三者に対して、著作者人格権を行使しないことを、貴方は保証

します。

IBM Academic 契約に定める条件は、創作した各複製物に適用されます。
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3. 料金及び税金

IBM は、IBM Academic 契約に基づき本製品を無償にて提供いたします。 IBM は、本 IBM ソフトウェア（その改訂版、リリース及

びアップデートを含みます。）や本教材を貴方がダウンロードにより利用できるようにいたします。 貴方が本プログラム（その改訂版、リリ

ース及びアップデートを含みます。）や本教材を磁気又はデジタルメディアにより入手することを希望される場合、IBM は、有償にてそ

れらを提供いたします。

公的機関が、IBM Academic 契約により IBM より提供された本製品に基づき、関税、税金又は手数料を課す場合（IBM の純
所得に基づくそれらを除きます。）は、貴方は、請求書又はそれに類する書類上に IBM により明記された相当額を支払い、又は課

税控除のための書類を提出することを約束します。

4. 本 IBM ソフトウェア管理サービス

IBM は、IBM Academic 契約に基づき取得された各本 IBM ソフトウェアのために、貴方にのみ支援をいたします。 

本 IBM ソフトウェア管理サービスの有効期間中、IBM は次のことをいたします。

1. (1) IBM Academic 契約に基づき貴方が取得した全ての本プログラムの、商用の最新バージョン、リリース及びアップデートを提

供し、又は提供できるようにいたします。

2. IBM は貴方の 1) 日常的な質問、短期間のインストールについての質問、及び使い方についての質問と、2) コードに関する質

問のための援助をいたします。

IBM は次のような手段を通じて支援いたします。支援は英語での対応のみとなります。(1) Web ベースのセルフサービス。これにより

貴方は、製品に関する各種資料、FAQ、ヒントとチップ、技術ノート、ReadMe File、プログラミングサンプル、ニュースグループ、製品 

Fixes と refreshes 及び製品評価に関する情報にアクセスできます。(2) e-mail による支援。IBM 製品以外の製品に関する質問、

その他 IBM が別段の定めをした場合を除きます。（明らかに IBM 製品に関する質問に関してのみ。英語での対応）

本 IBM ソフトウェア管理サービスには、次のような支援を含みません。(1) アプリケーションの設計と開発、(2) 指定されたオペレーティ

ング環境以外での本 IBM ソフトウェアの使用、又は (3) IBM Academic  契約上 IBM が責任を負わない、製品により引き起こさ

れた故障。 本 IBM ソフトウェア管理サービスは全ての本 IBM ソフトウェアに対して行われるとは限りません。

5. 貴方の責任

貴方は登録教員または登録教員助手であることを表明します。

貴方は、次のことに同意します。

1. 本製品にアクセスする本学生全てが IBM Academic 契約に定める条件を読み、理解し、それに拘束されることを約することを、

保証すること、

2. 本製品の複製物全ての記録（頒布を受けたユーザーの氏名及び e-mail アドレスを含みます。）を保存すること、

3. IBM の要求に応じて、IBM の指定する方法で、IBM Academic 契約の利用に関する報告を行うこと、及び

4. 以下の場合には、書面にて IBM に知らせること。

(a) 登録時の参加機関の教員を退任した際

(b) 登録時の参加機関の教員助手を退任した際

6. 保証

強行法規に定められた保証を除き、IBM は、本製品に関して、明示又は黙示の保証（商品性についての黙示または条件付きの

保証、特定目的への適合性についての保証、および権利侵害についての保証を含みますが、これに限られません。）をいたしません。
 

前文の規定は、IBM の下請業者、供給業者、又はプログラム開発者（以下総称して「供給者」といいます。）にも適用されます。

IBM 製ではない本プログラムの製造業者、供給業者、又は出版社は、各自の製品保証をいたします。

7. ビジネス連絡情報

IBM、IBM 内の組織及び IBM から 50％超の出資を受けている子会社（以下「エンタープライズ」といいます。）が、業務の遂行場

所にて、貴方の仕事上の連絡情報（氏名､仕事用電話番号、仕事用 e-mail アドレス等を含みます）を保有し、使用することに貴

方は同意します。 これらの情報が、IBM グループの業務に関連して処理及び使用され、IBM のために代理・代行している委託先、

IBM 製品・サービスの販促、販売及びサポートをしているビジネスパートナー、及び業務と矛盾しない使用のために譲り受けた者に

対して、提供されることに、貴方は同意します。

8. 責任の制限

IBM による債務不履行又はその他の責任により、貴方は IBM から損害賠償を受けられる場合があります。 そのような場合、IBM 
への損害賠償の法的根拠に関わらず（重大な契約違反、過失、不実表示､その他の契約又は不法行為上の責任を含みます）、I
BM の責任は以下に限られます。

1. 生命身体に対する損害及び不動産や有形動産に対する損害、及び

2. 請求の対象となっている本製品に支払った費用を上限とした、現実に発生した、その他の直接損害。. 貴方が無償で損

害賠償請求の対象となった本製品を取得した場合は、IBM は上記 (1) に定める損害を賠償する以外は、現実の直接的損

害につき一切責任を負いません。
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この制限は IBM の下請業者や本 IBM ソフトウェアの開発業者にも適用されます。 これは IBM、下請業者及び本 IBM ソフトウェ

アの開発業者が責任を負う損害賠償額の総計についての上限です。

IBM が責任を負わない事項

IBM、下請業者及び本 IBM ソフトウェアの開発業者は、その可能性を告げられていたとしても、下記事項に対して責任を負いませ

ん。

1. データの喪失又は損害

2. 特別、付随的、又は間接的な損害、その他の付随的な経済的損害、又は

3. 逸失利益、事業損害、所得損害、信用損害、又は期待していた経費節約の逸失。

9. 契約条件の変更

IBM は IBM Academic 契約の条項を 1 ヶ月前の電子メールによる通知により変更することができます。

修正された条件は下記の IBM Academic Initiative Web サイトに掲載されます。http://www.ibm.com/university 
上記を除き、いかなる変更も当事者双方が書面により合意しない限り無効です。 変更の効果は将来的に生じます。

貴方からの書面による条件の追加や変更は無効です。

10. 契約期間と契約の終了

IBM Academic 契約には終期の定めはございません。 

貴方又は参加機関が IBM Academic への適格性を有しないと IBM が判断した場合、IBM は、貴方又は参加機関に、書面に

より資格喪失の通知をするとともに、3 ヶ月の資格回復の猶予期間を設けます。 猶予期間満了時において貴方又は参加機関が

適格性を有しない場合、IBM は本 IBM ソフトウェア管理サービスを解除いたします。貴方及び本学生は、IBM Academic 契約に

基づき取得した本 IBM ソフトウェア及び本教材を使用し続けることができます。 

貴方が IBM Academic 契約の定めに違反した場合、IBM は本 IBM ソフトウェア管理サービス、本 IBM ソフトウェア及び本教材

に関する全ライセンスを解除することができます。

貴方は、IBM Academic 契約上の義務の満了又は終了の後に、IBM への書面による通知により、IBM Academic 契約を解除

することができます。貴方及び本学生は、本 IBM ソフトウェアや本教材を使用し続けることができます。

IBM は、3 ヶ月前の書面による事前通知により IBM Academic 契約を解約することができます。 貴方及び本学生は、本 IBM ソ
フトウェアや本教材の使用を継続することができます。

IBM Academic 契約に定める条件のうち、その性質上契約終了後も効力を有すべきものは、当該条件が履行されるまで効力を

有するとともに、当該条件は包括及び特定承継人に承継されます。

11. 一般的事項 

1. 貴方は IBM Academic 契約の全部又は一部を、IBM の書面による事前同意なくして譲渡又は担保に供与することはできま

せん。 いかなる譲渡及び担保供与も無効です。 

2. 貴方は輸出関連法及び規制を遵守しなければなりません。

3. いずれの当事者も、相手方に対して、その書面による事前承諾なしに、販売促進又は出版物に、自己の商標、商号、その他

の標章を使用することを許諾いたしません。

4. 取り交わされる情報は機密情報ではありません。 当事者の一方が機密情報の取り交わしを求める場合、別途、署名のある

秘密保持契約を締結しなければなりません。

5. いずれの当事者も、同種の契約を第三者と締結することができます。

6. いずれの当事者も、相手方に、明記されたライセンス及び権利のみを付与し、 その他のライセンス又は権利（特許権のライセン

ス又は権利を含みます。）を付与しません。

7. いずれの当事者も、相手方と電子手段を用いて連絡をとることができ、このような連絡は署名がなされた書面として取り扱われ

ます。 電子書類に記載された識別コード（以下「User ID」といいます。）は送付者の特定及び書類の真正を証するものとしま

す。

8. IBM Academic 契約が第三者のために権利又は請求原因を設定するものではないこと、及び IBM Academic 契約中の

「責任の制限」条項で定める、IBM の生命身体及び不動産又は動産への損害賠償責任の場合を除き、第三者の貴方に対

する請求について IBM は責任を負わないことに、貴方は同意します。

9. いずれの当事者も、請求の原因となる事実が生じてから 2 年経過後に、IBM Academic 契約に基づく訴訟を提起しません。

ただし、法律により定められたもので、かつ、放棄又は制限できない場合を除きます。

10. 貴方も IBM もその責によらない契約の不履行については責任を負いません。

11. IBM Academic 契約中のいずれかの条項が無効又は強制執行できない場合でも、残りの条項は有効に存続するものとしま

す。

12. 地理的範囲

両当事者の権利及び義務は日本国内に限ります。
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13. 準拠法

準拠法原則に関わらず、IBM Academic 契約に定められた事項から生じ、又は関係する両当事者の権利及び義務の準拠、解

釈及び執行は、日本法によることを両当事者は同意します。

アメリカ合衆国政府と関係するユーザーは、使用、複製、及び開示につき、IBM との GSA ADP スケジュール契約による制約に服

します。 
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