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1. 総則 / 適用範囲  

 

1.1. この一般取引条件は、ソフトウェアメーカと

してのPilz GmbH & Co. KG (これ以降ピルツ)とピ

ルツからソフトウェアを購入するお客様間の現在

および将来のすべての取引関係に適用します。 

 

1.2. お客様が独自の異なる、相反する、或いは追

加の取引条件をお持ちの場合、既知の場合であっ

ても、ピルツがその取引条件の効力に書面にて明

示的に同意する場合を除き、その内容は契約とし

て成立しません。  

 

1.3.ピルツがお客様に無条件で商品を供給する場

合、お客様が独自の異なる、相反する取引条件を

お持ちであることを知っている場合でも、ピルツ

はピルツの一般取引条件を適用するものとします。 

 

2. 定義 

 

2.1. ライセンス情報 

ライセンス情報 とは、プログラム固有の情報の含

まれた文書を指します。プログラムのライセンス
情報 は、www.pilz.com/gtcで呼び出し、印刷可能

です。ライセンス情報は、プログラムディレクト

リ内にファイルとして提供される場合もあります。

また、対応するシステムコマンドで呼び出したり、

プログラムに文書として添付されたりする場合も

あります。  

 

2.2. プログラム 

プログラムとは、オリジナル、全体または一部の

コピー、機械で読み取り可能な指示書やデータ、

コンポーネント、視聴覚資料（ビデオ、図、テキ

スト、描画、グラフィックなど）、オートメーシ

ョンブロック（一般および安全）/コンポーネント

ブロックまたは製品データなどの関連するライブ

ラリ、ライセンス資料やライセンスの使用に関す

る文書またはキー、付随資料を含む、ピルツと関

連して提供されたすべてのプログラムパッケージ

を意味します。 

 

2.3. ソフトウェア 

この一般取引条件において、ソフトウェアとは、

あらゆる報酬の全額の支払いをピルツが受領後た

だちに、お客様が製品をご自身の目的のために使

用する権利（ライセンス）をピルツがお客様に譲

渡したソフトウェア製品であると理解するものと

します。これには、ソフトウェアブロックや、必

要な場合、データ媒体、PASunit、マクロで使用す

るソフトウェアも含まれます。 

 

3. 契約締結  

 

3.1. 当社は、見積りを合理的な範囲で変更する権

利を保持します。受諾は、注文確認書を通して書

面（ファックスやEメールを含む）或いはお客様へ

の商品供給によって行われるものとします。その

場合でも、お客様は書面にて注文確認書を受け取

ります。ピルツからの書面による注文確認書には、

この契約条件に従って提供されるサービスが必ず

記載されるものとします。 

 

3.2. 注文がドイツ民法第145章に準拠する見積書

の対象と見なされる場合、ピルツはこれを4週間の

期間内に受諾するものとします。  

 

4. 契約とライセンスの範囲  

 

4.1. ピルツは複数の種類のライセンスを販売し

ます。ライセンスの種類は、お客様のソフトウェ

ア製品の証書に記されています。これは送り状に

添付されています。 

 

4.2 各プログラムの知的財産権はピルツに帰属し、

著作権によって保護されています。 

 

お客様は、注文確認書で規定されたソフトウェア

とソフトウェア製品の証書を受け取ります。ソフ

トウェアの資料は、ピルツからの注文確認書に別

途記載されていない場合、ソフトウェアとは別に

購入しなくてはなりません。 

 

4.3. 注文確認書、ソフトウェア製品の証書、ピル

ツから供給されるソフトウェアに別途記載されて

いない場合、お客様はソフトウェア1セットにつき、

バックアップの目的のみに、コピーを1部作成する

ことができます。このライセンスの条件が適用さ

れます。お客様は著作権表示やその他の所有権表

示をプログラム全体または一部のコピーにそれぞ

れ表示しなくてはなりません。 

 

その他の場合は、お客様はピルツに事前に承諾を

得た場合のみソフトウェアをコピーできます。 

 

4.4. お客様はソフトウェアの改変、分解、翻訳、

またいかなる部分の分解も行ってはなりません。

お客様はデータ媒体のいかなる英数字識別子も取

http://www.pilz.com/gtc


り除いてはなりません。お客様にコピーする権利

がある場合、英数字識別子は変更せずにコピーし

なくてはなりません。  

 

4.5.お客様は、ソフトウェア製品の証書にピルツ

が明示的に承諾した場合のみ、ピルツから購入し

たライセンスを第三者に転売する権利を有するも

のとします。この権利はピルツが取り消すことが

可能です。そのような承諾が与えられた場合、第

三者との法的関係は、ピルツの権利を保証する契

約によって決定されなくてはなりません。このラ

イセンス契約の規定に沿って、ソフトウェア転売

を受けた第三者はこの契約の義務に無条件で従う

ものとします。 

 

4.6. お客様は該当するすべての法律、規則、規定

に従い、またこの契約を実行するために必要な認

証、ライセンス、許可、資料などを取得する義務

があります。これには、ドイツ政府が将来ドイツ

からのソフトウェア輸出に関して制定し得るすべ

ての法律、規定、法令、その他の規制も含まれま

す。ライセンシーは、対応するライセンスや許可

なしに、上記政府が輸出または再輸出の際に輸出

ライセンスや政府の許可を要する国に対して、直

接または間接的にソフトウェアや関連するあらゆ

る情報の輸出、再輸出することはできないものと

します。  

 

4.7 第三者にソフトウェアの使用権を譲渡する場

合は、この一般取引条件の他に、それぞれのソフ

トウェア条件(ライセンス条件)が適用されます。 

 

5. ライセンスのコピーと配布  

 

5.1. ピルツがお客様にコピーする権利を譲渡し

た場合、お客様はライセンスで供給されたデータ

媒体のコピーを許可された部数についての確認書

を受け取ります。それによって、ソフトウェアを

同時に複数のワークステーションで、ライセンス

が発行された部数まで使用できるようになります。 

 

お客様は、注文確認書やソフトウェア製品証書の

別の規定によってのみ、購入したソフトウェアを

コピーする権利があるものとします。契約書に別

途記載されていない場合は、第三者が使用するソ

フトウェアのライセンス発行時も同じ条件が適用

されます。この規定の条件によって、第三者とは、

お客様のスタッフまたは外部企業の関係者と定義

されます。お客様がコピー権を譲渡された場合、

お客様が作成するコピーは同時に1台のハードウ

ェアでのみ使用されるものとします。 

著作権表示やその他の知的財産権表示は、各コピ

ーまたは部分的なコピーに表示しなくてはなりま

せん。既存の著作権表示/ その他の所有権表示は

取り除いてはなりません。 

 

4.5項も適用されます。 

 

5.2. お客様はライセンスと一緒に納品されたす

べてのコピーに関する指示に従わなくてはなりま

せん。お客様は、すべてのコピーの所在について

適切で完全な記録を保持し、これらの記録から作

成されたコピーの部数とアプリケーション分野を

推定することができなくてはなりません。お客様

は、この記録をピルツから要求があればいつでも

用意しなくてはなりません。14日前までの通知で、

ピルツは自らが選択する外部の監査人によって記

録を調査させる権利を有するものとします。お客

様は、お客様の事務所に通常の営業時間帯に監査

人の入室を許可する義務があります。記録の内容

が契約上の取り決めを逸脱し、ピルツに損害があ

ることが判明した場合、お客様はピルツに監査に

よって発生した費用を支払う義務があります。 

 

6. アップグレード 

お客様が追加のプログラムアップグレードを購入

する場合、アップグレードのインストール後は、

旧バージョンの使用や第三者への譲渡はできませ

ん。 

 

7. 既存の権利  

 

7.1. ピルツは製品（ソフトウェア、ハードウェア、

資料など）と製品の元となる発明、開発、提案、

概念、草案、設計、データ、サンプル、モデル、

専門知識の知的財産権を独占的に所有します。お

客様は、契約条件で許可されたようにソフトウェ

アのコピーや配布を行う際、これらの既存の権利

を侵害してはなりません。お客様は関連する著作

権表示を作成し、該当する場合は、コピーのユー

ザに著作権法適用を義務付けなくてはなりません。 

 

7.2. ピルツの供給する製品に関連して技術改良

が行われた場合、或いはその他の性能に影響があ

った場合、すべての結果と既存の権利や請求は、

それらを行った契約当事者に起因するものとしま

す。 

 

上記規定により、お客様が技術改良を行った結果

に対する請求として、ピルツは無期限で無料の非

独占的ライセンスを申し受けます。それによって、

ピルツはこれらの製品の製造、使用、開発、販売



を許可されています。ピルツは、お客様の同意な

しに上記の製品を第三者に譲渡したり、サブライ

センスを発行したりすることを許されていません。 

 

同様に、このライセンスの対象となるいかなる所

有権も、お客様からの書面による同意なしに、ピ

ルツが法的取引によって第三者に譲渡することは

禁止されています。 

 

8. リスクの移転 

 

8.1. 契約書に別途記載がない場合は、 納品は

Incoterms 2000に基づく“ex works”（出荷工場

渡し条件）の取引条件によるものとします。 

 

8.2 お客様側で商品の受け取りが遅れた場合でも、

引き渡しは行われたと見なされるものとします。 

 

8.3. 分割出荷は認められるものとします。上記条

項は、分割出荷に同意した場合でも適用されます。 

 

8.4 ピルツが送料、ハードウェアの配達および/

或いは取り付け料を負担することを契約で同意し

た場合であっても、リスクの移転に関する上記条

項には何ら影響しないものとします。 

 

8.5. お客様に起因する状況のため契約下の商品

の出荷が遅れた場合、商品出荷の準備が整った日

から、お客様にリスクが移転されるものとします。 

 

お客様は、第10項の権利には何ら影響を与えるこ

となく、商品を受け取るものとします。 

 

9. 保証  

 

9.1 お客様はソフトウェアのインストール並びに、

プログラムの使用によるいかなる結果に対しても

責任を負う義務があります。お客様は必ずプログ

ラムの使用による結果を適宜文書化し、PDF形式の

ファイルを作成しなくてはなりません。当事者が

保証請求の理由や範囲について異議を唱える場合、

お客様はピルツに保証請求の証拠としてこの資料

を提供する義務があります。 

 

ピルツはお客様に既知のプログラムエラー、トラ

ブルシューティング対策、制限、故障防止対策な

どの情報を提供してサポートする義務があります。  

 

9.2 各ソフトウェア商品の保証期間は、12か月と

します。対物の第三者の権利において法的欠陥が

生じた場合、法定の期間制限が適用されるものと

します。保証期間は、ソフトウェア製品およびあ

らゆるデータ媒体がお客様に納品された時点、或

いは、出荷準備完了が通知された時点から開始す

るものとします。 

 

9.3. お客様或いは第三者がソフトウェアをまだ

購入していない状態で、テストフェーズで使用し

ている場合、あらゆる保証請求の対象から除外さ

れます。  

 

材料欠陥の場合、ピルツからの保証は契約履行の

みに限定されます。これはピルツによる判断で是

正または交換のいずれかとします。是正の場合、

具体的には新規プログラム状態の提供、ピルツに

よる不具合による影響を回避できる方法の説明の

いずれかとします。必要な調整が受諾可能な場合、

お客様はこの新しいプログラム状態を採用しなく

てはなりません。 

 

ピルツは三回までこれらの是正策の試行を認めら

れるものとします。 

 

ピルツは製品の最新バージョンを含むデータ媒体

の適切な形式を供給することでソフトウェアのエ

ラーを修復することが許されるものとします。こ

れはピルツの裁量により更新またはアップグレー

ドのいずれかに決定できるものとします。是正が

必要な時点で最新の更新やアップグレードが利用

できない場合、もしお客様が故障に起因する緊急

課題を確実に処理するために必要であれば、ピル

ツは新しいバージョンの製品を供給できるまでの

間、エラーの暫定的な解決策をお客様に提供する

権利を有するものとします。 

 

9.4 ソフトウェアの不具合は、ピルツの使用する

参照用ハードウェア上でエラーを再現できる場合

のみ不具合であることが認められます。また、も

しソフトウェアを特定のターゲットシステムのハ

ードウェアまたはソフトウェアと併用する場合の

みにエラーが発生する場合は、不具合とは認めら

れません。 

 

ソフトウェアのユーザビリティ低下がごくわずか

なエラーの場合は、考慮されないものとします。 

 

それぞれのターゲットシステムのハードウェアは

固有のものであるため、お客様の特定のシステム

でピルツのソフトウェアを使用するには、ドライ

バの開発やその他のソフトウェアの変更および/

或いは補完が必要であることは、ソフトウェアの

エラーとは見なされないものとします。ピルツの



ソフトウェアがお客様または第三者によって適切

なハードウェア上で使用されていない場合、不具

合がピルツのソフトウェア自体ではなく、第三者

のソフトウェア或いはライセンシーの実行するそ

の他のあらゆる行動に起因する場合、或いはお客

様のリスク領域から発祥するその他のあらゆる理

由に起因する場合、当社は不具合について何ら責

任を負えません。 

 

9.5 故障診断および保証期間中の不具合の是正は、

ピルツの裁量でお客様の社屋またはピルツにて実

行されるものとします。お客様がピルツとサービ

ス（修理）の契約を締結している場合、お客様と

相談の上、故障診断や不具合の修復は、この一般

取引条件に従ってソフトウェアが使用されている

設備で行うこともあるものとします。 

 

お客様は、不具合の修復に必要なあらゆる資料や

情報をピルツに提供する義務があります。ピルツ

がお客様の社屋でエラーを修復する場合、お客様

は無償で必要なハードウェア、ソフトウェア、そ

の他の必要な動作条件を適切な従業員と共にピル

ツに提供する義務があります。ピルツが納入先以

外の場所で契約を履行することになり、修理/サー

ビス契約が結ばれていない場合、お客様は現地ま

での移動のために発生した送料、旅費、宿泊費、

および契約履行のために発生したその他の費用を

ピルツに支払うものとします。 

 

9.6 契約履行のために取られた対策が失敗した場

合、お客様は契約を解約する権利があります。軽

微な契約不履行の場合、特に不具合が取るに足ら

ない程度であった場合は、お客様に解約、値下げ

請求の権利はないものとします。 

 

9.7 お客様が契約不履行の理由で契約を解約され

た場合、不具合に起因する損害の請求はしないも

のとします。 

 

9.8 不具合を修復できず、お客様が契約不履行の

ため損害賠償を請求する場合、商品はお客様に異

存がなければ、お客様がそのまま保持するものと

します。補償金は購入金額と不具合品の価格との

差額に限定されます。ピルツが故意に契約不履行

を行った場合はこの限りではありません。  

 

9.9 ピルツの発行する製品の説明資料は、純粋に

製品の構成に関する詳しい情報を提供することを

目的とします。同様に、公式声明、プロモーショ

ン、広告は、契約の取引条件に従った製品の構成

に関する詳しい情報を提供しません。技術的な詳

細、説明、図表および図面、具体的な測定数値や

重量は、規格を参照している場合でも、常に変更

する可能性があります。ピルツから事前に拘束力

を認められない限り、これらは保証されないもの

とします。  

 

また、ピルツの使用するメーカが発行する製品説

明資料は、純粋に製品の構成に関する詳しい情報

を提供することを目的とします。同時に、 メーカ

からの公式声明、プロモーション、広告は、契約

の取引条件に従って製品の構成に関する詳しい情

報を提供しません。  

 

9.10. お客様が受け取った資料が不十分であった

場合、ピルツの唯一の義務は、不十分な資料によ

ってソフトウェアが不適切に使用される可能性が

ある場合であっても、十分な資料を供給すること

に限定されます。 

 

9.11. 第9.6項に記された可能性の他、お客様は契

約不履行の理由によってのみ賠償請求主張の権利

があるものとします。 

また、もしピルツが期限を設けたにも関わらず、

修復に失敗した場合、妥当な期間内に代替品の供

給ができなかった場合、或いは代替品や対策にお

客様側で異存がある場合は、お客様に契約解約の

権利があります。 

 

9.12. 法的な欠陥が発生した場合、ピルツはソフ

トウェアをお客様が使用可能にすることで、契約

履行を達成できるものとし、法的に異論がないと

認められます。お客様に異存がなければ、ピルツ

は当該のソフトウェアと契約条項を満たす同等の

ソフトウェアパッケージを交換することができる

ものとします。第三者がお客様に対して知的財産

権を主張した場合、お客様はピルツに直ちに書面

で連絡するものとします。ピルツは自らの判断で、

またお客様と相談の上、その請求を棄却するか或

いは請求に応じるものとします。お客様は第三者

の賠償請求に自由意思で応じてはなりません。 

 

9.13.条項9.1 ～9.11に従って保証請求をする場

合、お客様は不具合についてピルツに書面で連絡

する義務があります。明らかな不具合は商品受領

後2週間以内に、隠れた不具合は、不具合が発生し

てから2週間以内に連絡しなくてはなりません。お

客様からピルツに提出される不具合報告書には、

不具合の種類、不具合発生時に進行中の作業につ

いての情報が含まれていなければなりません。 

 

9.14. ピルツはお客様の損害について法的保証を



致しかねます。 

 

第三者からのメーカ保証はこの限りではありませ

ん。 

 

10. 賠償責任の制限 

 

10.1 過失による義務不履行の場合、ピルツの賠償

責任は、この種のソフトウェアに予想される平均

的な直接損害の水準、およびこの種の契約に典型

的な水準に限定されるものとします。これは、過

失による義務の不履行がピルツの社員、従業員、

パートナー、代理人、契約履行の援助をするその

他の当事者に起因する場合も適用するものとしま

す。 

 

賠償責任は些細な過失による軽微な契約義務不履

行の場合は除外されます。 

 

10.2 以下に特に指定のない限り、お客様の賠償請

求は、いかなる法的理由においても除外されます。 

 

10.3 ピルツは実際に販売した商品から直接生じ

ていない損害に対しては責任を負わないものとし

ます。特にピルツは利益損失やお客様の資産に対

するその他のいかなる損害に対しても責任を負わ

ないものとします。 

 

10.4 ピルツの過失によって基本的な契約義務の

不履行があった場合、ピルツの賠償金の支払い限

度は、製品の損害賠償保険の補償額までとします。

ピルツはご要望があれば、保険契約の内容を開示

するものとします。 

 

10.5 この損害賠償の限度は、お客様の製造物責任

の賠償請求には影響を与えないものとします。さ

らに、損害賠償の限度は、故意にまたは重大な過

失によってピルツに人身傷害、健康障害、死亡に

対する責任がある場合は、適用されないものとし

ます。 

 

10.6 登録名、商標名、登録商標などのすべての供

給されているファイルが商標権やブランド保護法

によって保護されている旨ホームページ上に明確

に特定されていない場合でも、これらの名称は商

標権やブランド保護法によって保護されていない

ことを意味するものではなく、登録名、商標名、

登録商標などのすべての供給されているファイル

を複製する場合、無料で使用する権利を譲渡する

ものではありません。  

 

11.お客様の義務  

 

11.1. 専門家、有資格者のみがソフトウェアを使

用し、データを選択、使用するものとします。ピ

ルツのソフトウェアは、ガイドとして意図されて

おり、ユーザが進め方を決定する必要があります。

疑問がある場合は、ピルツに技術的なアドバイス

を求めてください。 

 

11.2.お客様はソフトウェアが全体的、部分的に正

常に動作しない場合に備えて、適切な対策を施す

義務があります。ソフトウェアが意図する用途に

ふさわしいことを業務で使用する前に徹底的にテ

ストしなくてはなりません。お客様はまた現時点

での最新技術でご自身のデータを保護しなくては

なりません。お客様は、過度の労働なしに、現在

のデータをすぐに使用できる、機械で読み取れる

データセットで複製できることを保証しなくては

なりません。 

 

11.3. お客様はソフトウェアが許可なく第三者に

よって使用されないように適切な対策を施さなく

てはなりません。 

 

12. ライセンス料 / その他の費用 

 

12.1. 該当する標準価格に加えて、ピルツはお客

様に対して以下の請求をいたします:  

- ソフトウェアの試運転サポート 

- 不適切な操作やその他のソフトウェアに起因し

ない状況によって発生した不具合の分析および改

修 

 

12.2. 具体的な契約がない場合、価格は法定税率

VATを含みません。  

 

13. お支払い条件 / 解約 / 保管  

 

13.1. 値引きは具体的な契約書によってのみ提案

されるものとします。 

 

13.2 注文確認書/見積書に特に指定のない限り、

お客様はピルツに合計金額（控除前）を請求書の

日付から30日以内に支払う義務があります。お客

様がピルツに支払いを怠った場合、ピルツは支払

額に金利として欧州中央銀行の基本年利率に8%上

乗せして請求する権利があるものとします。 ピル

ツは支払いの不履行によって生じたそれ以上の損

害に対する証拠を提示し、損害賠償を請求する権

利を留保します。お客様としては、それ以下の損

害額を証明する権利があるものとします。 



13.3. お客様の反対要求が法的に有効であると宣

言され、それについて係争中でなく、ピルツによ

って認められた場合、お客様は相殺権または留置

権のみ留保するものとします。 

 

14. 契約解除の特別権 / 輸出禁止条例 / 反テロ

規制  

 

14.1.ピルツと買主間の契約において、ピルツの供

給義務並びに買主の支払い義務が拘束力のある国

内および国際法（ドイツ連邦共和国の外国貿易規

制、欧州連合または米国などその他の国の反テロ

規制を含む輸出および輸出禁止条例など）に違反

する場合、ピルツは契約関係を特別に解除するか、

或いは契約を解約する権利を留保するものとしま

す。 

 

14.2. この特例の場合、買主に補償請求の権利は

ないものとします。 

 

14.3. ピルツの契約履行を不可能にし得るあらゆ

る法的規制について認識することは、買主の責任

とします。 

 

15. 最終規定  

 

15.1. 契約当事者は、契約履行中に相手方当事者

から知らされた、または知るところとなったあら

ゆる商業場の企業秘密（機密情報と記された情報

を含む）を極秘扱いにする義務を負うものとしま

す。  

 

15.2. お客様は、本契約書によって、若しくはピ

ルツはデータ保護法に基づいて、契約を完了する

ために必要なデータの収集、保管、処理を行い、

必要であればこのデータを第三者に渡すことを知

らされています。 

 

15.3. ピルツは、変更内容がピルツの利益を考慮

しながらお客様にも受諾可能であるならば、お客

様の同意を得て、本契約書の内容を変更する権利

を留保するものとします。お客様が変更通知を受

け取ってから4週間以内に異議を申し立てない場

合、契約変更に同意したものと見なされます。ピ

ルツは、お客様が異議申し立てをしない場合の結

果について変更通知で知らせるものとします。 

 

15.4. ピルツは本契約書の権利および義務を単独

あるいは複数の当事者に譲渡することを許されま

す。契約が譲渡された場合、お客様はライセンス

契約を正当な理由によって、予告なしに解除する

権利を留保します。 

 

15.5.ドイツ連邦共和国の法律を適用するものと

します。さらに、特に明記しない限り、国際物品

売買契約に関する国際連合条約を適用します。  

 

15.6. お客様が実業家、公共団体、或いは公法に

よる別の地位である場合、ピルツの事業所の所在

地に本契約から生じるあらゆる紛争の独占的な管

轄裁判所を置くものとします。お客様の一般の管

轄裁判所がドイツにない場合、賠償請求の提出時

に永久居住地 / 常時居住地が不明な場合もこれ

が適用されるものとします。  

 

15.7. この一般取引条件を含む本契約の個々の条

項の全部または一部がお客様に法的強制力を持た

ない場合でも、その他の条項は効力を持つものと

します。 

 

全部または一部が効力を持たない条項については、

商業目的が実行不可能な条項にできる限り近い条

項に置き換えるものとします。 

 

15.8 すべての契約は書面にて完了するものとし

ます。補足契約はピルツが書面にて承諾した場合

のみ効力を持つものとします。  

 

15.9. オストフィルデルン(Ostfildern)のピルツ

ドイツ本社がピルツとお客様間のすべての法的な

争いの裁判権を持つものとします。 

 


