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KDDI クラウドプラットフォームサービス パートナープログラム規約 

 

 

 KDDI 株式会社（以下「当社」といいます。）は、パートナー（第１条に定めます。）に対し、この

KDDI クラウドプラットフォームサービスパートナープログラム規約（以下「本規約」といいます。）

に基づきKDDIクラウドプラットフォームサービス パートナープログラム（以下「本プログラム」とい

います。）を提供します。 

 

（定義） 

第１条 本規約で使用する用語の定義は、以下に定めるとおりとします。 

用語 定義 

KCPS約款 当社が別途定める「クラウドプラットフォームサービス契約約款」をいいま

す。 

KCPS KCPS約款に定める「クラウドプラットフォームサービス」をいいます。 

ソフトウェア等 パートナーが開発・提供するKCPSに構築することのできるオペレーティング

システム、ミドルウェア、ソフトウェア等をいいます。 

対象事業者 ソフトウェア等を開発・提供する事業者をいいます。 

パートナー 本プログラムの提供を受ける対象事業者をいいます。 

 

 

（本プログラムの内容） 

第２条 本プログラムの内容は、次の各号に定めるとおりとします。 

（１）KCPSに係る技術情報の提供。 

（２）当社のホームページでのソフトウェア等の公開。 

（３）別紙に定める KDDI クラウドプラットフォームパートナーマークの提供。 

（４）前各号の他、当社が別途定めるもの。 

２ 当社およびパートナーは、本プログラムを提供するために必要な費用について、当社および

パートナーが協議の上、当社もしくはパートナーによる負担が妥当であると合意した場合、当

社もしくはパートナーに対し、当該費用の負担を求めることができるものとします。 

 

（個別条件の適用） 

第３条 当社とパートナーは、本規約の他、本プログラムの提供に関して別途個別の条件（以下

「個別条件」といい、本規約と併せて「本規約等」といいます。）を定めることができるものとし

ます。 

２ 本規約の規定と個別条件に定める事項が矛盾・抵触する場合は、個別条件に定める事項が

優先して適用されるものとします。 
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（契約の成立） 

第４条 本プログラムの提供を希望する対象事業者（以下「申込者」といいます。）は、当社に対

し、本規約等に同意の上、当社所定の手続に従い申し込む（以下「本申込」といいます。）もの

とします。 

２ 当社は、前項に基づく本申込を承諾した場合、本プログラムを提供するものとし、かかる承諾

をもって本プログラムの提供に係る契約（以下「本件契約」といいます。）が申込者と当社との

間に成立するものとします。 

３ 当社は、申込者が本規約等に違反するおそれがある場合その他当社が不適当と判断した場

合、本申込みを承諾せず、また既に行った承諾を取消すことがあります。なお、当社は、本申

込を承諾しない理由、または取消す理由を説明する義務を負わないものとします。 

４ 当社は、第２条（本プログラムの内容）第２項および第５条（パートナーの義務）の規定を除き、

パートナーの承諾を得ることなく、任意に本規約等を変更することができるものとし、当該変

更後は、当社が別途定める日より当該変更後の本規約等が適用されるものとします。なお、

本規約等の変更によりパートナーに損害が生じた場合であっても、当社は、何ら責を負わな

いものとします。 

 

（パートナーの義務） 

第５条 パートナーは、当社の求めに応じ、開示に適当と判断する範囲でソフトウェア等の提案

およびソフトウェア等に係る技術仕様、資料等を提供するものとします。 

２ パートナーは、ソフトウェア等が KCPSで正しく動作することを確認し、自己のホームページに

おいて、当該ソフトウェアの動作条件を告知するよう努めるものとします。 

３ パートナーは、自己のソフトウェア等の利用者に対し、その特徴、利用方法等（警告情報を含

みます。）を説明して理解を得るよう努めるものとします。 

４ パートナーは、当社から要求があった場合、または自己が必要と判断した場合、ソフトウェア

等の機能の追加等の仕様変更について、当社に報告するものとします。ただし、KCPS の動

作に影響を及ぼす仕様変更については、当社からの要求または必要性の有無にかかわらず、

速やかに当社に報告するものとします。 

５ パートナーは、自己が登録したソフトウェア等が製造物責任法第２条第１項にいう製造物に

該当するときは、当該ソフトウェア等に起因する事故が補償の対象となる保険（PL 保険、生

産物賠償責任保険等の名称を問いません。）を付保するものとし、また当該製造物により発

生した当社および第三者の損害を補償するものとします。 

６ パートナーは、当社の信用を毀損し、その他当社に損害を与える可能性のある一切の行為

を行わないものとします。 

７ パートナーは、自己のホームページにおいて、KCPS でのソフトウェア等の構築事例を公開す

るよう努めるものとします。 
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８ パートナーは、本規約等に基づき当社に報告した内容に変更が生じた場合、速やかに当社

に報告するものとします。 

 

（商標等の使用） 

第６条 商標、ロゴマークその他サービス名称（以下、総称して「商標等」といいます。）について、

パートナーは、別紙２に定める KDDIクラウドプラットフォームパートナーマークを除き、当社の

事前の書面による承諾を得ずに当社の商標等を使用してはならないものとします。なお、か

かる使用の際には、パートナーは当社所定のフォーマットで商標使用許諾契約を締結するも

のとします。 

２ 当社は、パートナーに対し、当社の商標等に関して、明示的または黙示的を問わず一切の保

証を行わないものとし、パートナーおよび第三者に生じた損害について、何ら責を負わないも

のとします。ただし、当社の故意または重過失に起因して生じた場合はこの限りではありませ

ん。 

３ 当社は、パートナーが当社の商標等を利用することに起因し、パートナーと第三者との間に

紛争が生じた場合であっても何ら責を負わないものとします。ただし、当社の故意または重過

失に起因して生じた場合はこの限りではありません。 

４ パートナーは、当社が自己のホームページにおいてパートナーの商標等を使用することを無

償で承諾するものとします。この場合、当社は、事前にパートナーに対して商標等の使用目

的・使用方法等を通知し、パートナーの承諾を得るものとします。 

５ 当社およびパートナーは、本件契約が終了した場合または相手方から返却を求められた場

合、速やかに相手方から提供または貸与された物品（商標等を含みますがこれに限られませ

ん。）を相手方の指示に従い返却または廃棄するものとします。なお、当該物品の廃棄を行っ

た場合、これを証する書面を相手方に発行するものとします。 

 

（権利の帰属） 

第７条 本プログラムの利用過程で生じた発明、考案、意匠、ノウハウ、著作物等の成果（以下

「発明等」といいます。）および発明等に関する特許等の産業財産権、著作権その他の知的

財産権（以下、総称して「知的財産権」といいます。）の帰属については次のとおりとします。 

（１）当社およびパートナーが共同で発明等を行った場合の当該発明等に関する知的財産権

は、共有とし、その持分は均等とします。 

（２）当社またはパートナーが単独で発明等を行った場合の当該発明等に関する知的財産権

は、当該当事者に単独で帰属するものとします。 

（３）前二号に拘わらず、当社またはパートナーから提供を受けた技術情報に基づき相手方が

単独で行なった発明等について産業財産権の出願をする場合には、当社またはパートナ

ーは、予めその内容を相手方に通知して当該発明等の帰属等について事前に協議しなけ

ればなりません。 
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２ 前項第２号または第３号に基づき知的財産権が当社またはパートナーに単独に帰属する場

合、権利者は、相手方の求めに応じて、当該知的財産権の非独占的な実施を相手方に許諾

するものとし、その条件は当社およびパートナー間で協議のうえ別途定めるものとします。 

３ 第１項第１号または第３号により当社およびパートナーの共有となる知的財産権に係る出願、

維持等の手続およびこれら手続に係る費用の分担は、当社およびパートナー間で協議のうえ

別途定めるものとします。 

４ 第１項ないし第３項の規定にかかわらず、当社またはパートナーが本件契約の締結前から既

に保有している知的財産権に派生して単独で得た権利については、その知的財産権の保有

者に帰属するものとします。 

 

（守秘義務） 

第８条 当社またはパートナーは、パートナープログラムに関連し、本規約等の内容および相手

方から開示を受けた技術情報その他の一切の情報（以下「秘密情報」といいます。）を相手方

の事前の書面による承諾を得ずに第三者に開示、漏洩しないものとします。ただし、次の各

号の一に該当する秘密情報は、守秘義務の対象とはならないものとします。 

（１）開示の時点で公知のもの、または開示の後に自らの責によらずに公知となったもの。 

（２）開示の時点で、既に保有していたもの。 

（３）開示された秘密情報によらず独自に開発したもの。 

（４）正当な権限を有する第三者から適法に入手したもの。 

（５）裁判所または行政機関から法令上の要請により開示が義務づけられたもの。 

２ 当社またはパートナーは、本プログラムの提供を受けるに際し、秘密情報を知る必要性を有

する自己の役員および従業員（以下、併せて「従業員等」といいます。）以外の者に秘密情報

を使用させないものとし、本プログラムの実施に必要な範囲を超えて秘密情報を使用しない

ものとします。 

３ 前項の定めに拘わらず、当社またはパートナーは、事前の書面による承諾を得て従業員等

以外の第三者に秘密情報を開示することができるものとします。 

４ 当社またはパートナーは、従業員等または前項の承諾を得た第三者に対し、本規約等に基

づき自己が負う義務と同等の義務を課すものとし、当該第三者が当該義務に違反した場合

には、自己が本規約等に違反したものとみなされるものとします。 

５ 当社またはパートナーは、本プログラムを実施するために合理的に必要と認められる範囲で

秘密情報を複写、複製することができるものとします。なお、当該複写、複製物の取り扱いに

ついては、秘密情報と同様の方法をもって行うものとします。 

６ 当社またはパートナーは、本件契約が終了した場合または返却を求められた場合、速やか

に秘密情報が含まれる書面その他の有形物を当社の指示に従い返却または廃棄するものと

し、秘密情報を含む無形物については、相手方の指示に従い廃棄するものとします。なお、

秘密情報の廃棄を行った場合、これを証する書面を相手方に発行するものとします。  
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７ パートナーは、本プログラムの提供に関連して当社の顧客に関するソフトウェア等の構築業

務を当社から受託する場合、当社が別途定める「顧客情報の保護・秘密保持に関する覚書」

を当社と締結するものとし、当該覚書に基づき当社の顧客の情報を取り扱うものとします。 

 

（反社会的勢力の排除） 

第９条 当社またはパートナーは、自己、その代表者、役員、実質的に経営を支配する者もしく

は従業員またはその代理もしくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団（暴力団員による

不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第２条第

２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、暴力団員（暴対法第２条第６号に規定する暴力

団員をいう。以下同じ。）、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼう

ゴロ、特殊知能暴力集団等その他これらに準じる者およびこれらの者と密接な関わりを有す

る者（以下、併せて「反社会的勢力」という。）に該当しないことを表明し、かつ将来にわたって

も該当しないことを確約します。  

２ 当社またはパートナーは、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、法的責任を超

える不当な要求行為、詐術・脅迫的行為、業務妨害行為、その他これらに準ずる行為を行わ

ないことを表明し保証します。 

３ 当社またはパートナーは、代理もしくは媒介をする者が反社会的勢力であることが判明した

場合、相手方に対し、これらの者との契約の解除その他の必要な措置を講ずるよう求めるこ

とができるものとします。   

 

（本プログラムの終了・本件契約の解除） 

第１０条 当社は、パートナーが次の各号の一に該当したと認めた場合、通知催告等何らの手

続を要することなく直ちに本プログラムの全部もしくは一部の提供を終了し、または本件契約

を解除することができるものとします。 

（１）本規約等に違反した場合、または違反するおそれがある場合。 

（２）自己振出もしくは自己引受の手形、または自己振出の小切手が不渡となった場合。 

（３）仮差押、差押もしくは仮処分の命令、通知が発送され、競売の申し立てを受け、または公

租公課の滞納処分を受けた場合。 

（４）支払いの停止または破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始もしくは特別

清算開始の申し立てがあった場合。 

（５）会社分割、合併等の組織変更、解散または営業の全部もしくは重要な一部の譲渡、賃貸

等を決議した場合。 

（６）資産、信用、支払能力等に重大な変更を生じた場合。 

（７）パートナー、パートナーの代理もしくは媒介をする者が反社会的勢力であることが判明し

た場合。 

（８）前条第２項に規定する行為を行った場合。 
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（９）前条第３項に基づき当社がパートナーに必要な措置を求めたにもかかわらず、パートナー

が正当な理由なくこれを拒否した場合。 

（１０）本申込書または当社に通知した内容に虚偽のもの、もしくは虚偽と疑われるものがあっ

た場合。 

（１１）その他本プログラムの提供を継続しがたい相当の事由が生じた場合。 

２ 当社は、前項の定めに拘わらず、パートナーに対し１ヶ月前までに通知することにより、本プ

ログラムの全部または一部の提供を任意に終了することができるものとします。 

３ 当社は、前二項またはその他の事由に基づき本プログラムが終了したことにより、パートナー

に損害その他の不利益が生じた場合であっても、何ら責を負わないものとします。 

 

（有効期間） 

第１１条 本件契約の有効期間は、本件契約の成立日から１年間とします。但し、有効期間が満

了する日の１ヶ月前までにパートナーまたは当社のいずれからも別段の書面による通知がな

い場合、本件契約は自動的に１年間更新されるものとし、以降も同様とします。 

２ 当社またはパートナーは、前項に定める有効期間中であっても、１ヶ月前までの書面による

通知を行うことにより本件契約を解約することができるものとします。 

 

（免責） 

第１２条 当社は、本プログラムに関し、その正確性、安全性、有用性その他一切の事項につい

て保証を行わないものとし、パートナーおよび第三者対し、何ら責を負わないものとします。 

２ 当社は、本プログラムの提供に関し、パートナーまたは第三者において生じた損害について

何ら責を負わないものとします。但し、当社に故意または重過失がある場合はこの限りでは

ありません。 

 

（非拘束） 

第１３条 パートナーは、本規約等に違反しない限り、本プログラムと類似するプロジェクト等へ

の参加、協業等を制限されないものとします。 

 

（代理関係等の否定） 

第１４条 当社およびパートナーは、相互に独立した事業者であり、本規約等により相手方の代

理店、共同事業者または代理人としての権利その他の類似する権利を得るものではないも

のとします。 

 

（権利義務譲渡の禁止） 

第１５条 パートナーは、当社の事前の書面による承諾を得ずにパートナーとしての地位その他

の権利義務を第三者に譲渡し、または自己もしくは第三者のために担保に供してはならない
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ものとします。 

 

（終了後の効果） 

第１６条 本件契約が終了した後も第４条第３項および同条第４項、第５条第２項、同条第３項お

よび同条第６項、第６条ないし第９条、第１０条第３項、第１２条、第１４条、第１５条、第１７条

ならびに第１８条は、なお有効に存続するものとします。 

 

（準拠法） 

第１７条 本規約等は、日本国法に従い解釈されるものとします。 

 

（合意管轄） 

第１８条 本規約等に関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁

判所とします。 

 

（協議） 

第１９条 本規約等の解釈について疑義が生じたとき、または本規約等に定めのない事項につ

いては、誠意をもって協議し、その解決を図るものとします。 

 

以上 
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別紙 

 

１．KDDI クラウドプラットフォームパートナーマークの使用許諾 

１）当社は、パートナーに対し、当社が別途定めるパートナーである旨を記すマーク（以下「KDDI

クラウドプラットフォームパートナーマーク」といいます。）を当社の指定する方法で表示する非

独占的かつ譲渡不能な権利を許諾するものとします。 

２）パートナーは、KDDI クラウドプラットフォームパートナーマークを原状のまま表示する権利の

みを有し、加工、修正または他のマークと併せて表示することはできないものとします。 

３）パートナーは、KDDI クラウドプラットフォームパートナーマークを表示する権利を第三者に再

許諾することはできないものとします。 

５）パートナーは、当社による KDDI クラウドプラットフォームパートナーマークの商標登録を妨げ、

または KDDI クラウドプラットフォームパートナーマークに係る商標権その他の権利の有効性

について争わないものとします。 

６）パートナーは、第三者が KDDI クラウドプラットフォームパートナーマークに係る当社の権利そ

の他の権利を侵害していることを知り、またはその虞があるとの疑いが生じたときには、速や

かに当社にその旨を報告するものとします。 

７）パートナーは、本プログラムが終了した場合、直ちに KDDIクラウドプラットフォームパートナー

マークの使用を中止し、KDDI クラウドプラットフォームパートナーマークが付された販促物の

使用中止および回収等を自己の費用負担と責任で行うものとし、当社に何ら迷惑を掛けない

ものとします。 

 

以上 
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2016年 9月 1日 初版発行 「Ver.1.0」 
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