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MCPaIRS データベース利用規約
モレキュラーコネクションズ有限会社（以下「MC」とする）が提供する MCPaIRS データベースに関する契約
は、以下に定める利用規約本文（MC の定める利用規約）に従うものとし、日本国内ユーザーは、利用規約本文
以下に記載する追加条項に基づき MC の日本国内総代理店である株式会社テクノ・エージェンツ（以下「TA」
とする）を経由して MCPaIRS データベースを利用することができる。
1. 一般
MC はインド特許関連文書にアクセスできるよう
MCPaIRS ウェブサイトをユーザーに提供する。当
利用規約本文はユーザーによるアクセス及びサイト
の利用条件を定める。サイトの利用者は当利用規約
本文の該当する条件に従うことに合意する。
2. 利用規約への変更
MC は当利用規約に定める条件および MCPaIRS デ
ータベースの技術設計をユーザーの同意なしにいつ
でも修正、補足または削除する権利を持つ。そのよ
うな変更について MC はユーザーに対して通知しな
ければならない。通知を以て直ちにユーザーに対し
て変更が適用されるものとする。
3. 使用許諾
A. 一般：MCPaIRS データベースは MC（インド国
バンガロール）によって保有・運営される。当デー
タベースにおけるあらゆる構成要素は MC が保有し、
サイトデザイン、テキスト、図面、インターフェー
ス、手配その他すべてのライセンスが MC に帰属す
る。それらの構成要素の電子複写および紙印刷の許
可は以下またはデータベース上のほかの場所に記述
されるとおりに付与される。MC の事前書面合意な
しにデータベース上に記述され許可された以外の目
的での複製することは、改変、移動、表示、配信ま
たは再公表することを含め、またそれらの行為に限
らず厳禁とする。ユーザーは web crawler その他の
MCPaIRS データベースから大量のデータあるいは
要素を自動的にダウンロードするようなソフトウェ
アおよびハードウェア技術を使用してはならない。
データベースの構成要素は商標権、著作権およびそ
の他の法律により保護されており全部或いは一部で
も他のウェブサイト上に複製してはならない。
B. 商用（営利目的の使用）：本利用契約し支払済み
の利用者は MCPaIRS データベースに含まれる情報
の限られた商業使用のみ許される。支払済み利用者
は MCPaIRS データベースから情報を取得し利用者
が付加価値を追加して他の製品またはサービスに組
み入れることを許可される。フリーユーザーまたは
本利用契約していないユーザーは MCPaIRS データ
ベースを個人的に使用するのみで、他の商業使用に
利用してはならない。
4. 登録
MCPaIRS データベースのいずれかの部分にアクセ

スするためには、該当する登録用紙に完全に記入し
て登録しなければならない。登録しなければ、デー
タベースにアクセスすることはできない。登録によ
り、登録用紙および当利用規約に記載される条件に
従わなければならない。
A.適格性：MCPaIRS データベースへの登録は適用
される法律において法的に適格な者に限定される。
MC はユーザー登録申請を拒絶する権利を持つ。ま
た MC はユーザーの特典を停止し、当規約を侵害し
た登録ユーザーのアクセスをブロックする権利を持
つ。
B.ユーザーID：登録時、ユーザーは MCPaIRS デー
タベースにアクセスするために必要なユーザー自身
の電子メール ID を使用することを求められる。その
電子メール ID はユーザー個人のみが使用するもの
でなければならず他者の使用を許可してはならない。
いかなる他者にもその電子メール ID を譲渡しては
ならない。
C. パスワードの管理責任： MC は登録処理後に
ユーザーにパスワードを伝達する。ユーザーは MC
より発行されたパスワードを適切に管理・使用しな
ければならない。ユーザーの管理不行き届きや第三
者による不正使用等により生じるすべての責任はユ
ーザーが負わなければならず、そのような場合 MC
はユーザーが被るいかなる損害についても責任を負
わない。
D. 完全かつ正確な情報： ユーザーは登録用紙に
記載する情報は完全かつ正確であることを保証する。
ユーザーは責任を持って登録情報を現在の情報に維
持する。
5. プライバシー
MC は下記 URL のプライバシーポリシーに基づき
MCPaIRS に提供されるユーザーからのすべての情
報を機密として保持する。
http://www.molecularconnections.com/home/en/pri
vacy-policy
6. 利用契約パッケージおよび利用料金
MCPaIRS データベース利用条件および料金は別添
する。
7. 支払
契約者は自身のユーザーID を使用して購入するす
べての製品およびサービスについて料金を前払いす
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ることに合意する。サービスの利用に対しいずれか
の権威当局が課税、料金を徴収する場合、契約者は
契約者が支払うことに合意する。契約者は MCPaIRS
データベースにアクセスするために必要な通信手段、
インターネットアクセス、その他システムおよびサ
ービスの選択に責任を持つ。MC から受け取った請
求書に疑義のあるときはカスタマーサービスまでご
連絡ください。
8. テクニカルサポート
A. MC は MCPaIRS データベースを良好な状態に保
つため最大限の努力を維持しなければならない。
B. MCPaIRS データベースが技術的に中断した場合、
MC は可能な限り早急に復旧のため努力しなければ
ならない。
C.ユーザーは MC がユーザーの承認なしに復旧作業
を社外の請負者に委託してもよいことに合意する。
D.ユーザー用通信ネットワークから発生した中断又
は MC の管理の及ばない中断については MC により
サポートされない。
E.インド国外のユーザーは電子メールの通信により
テクニカルサポートを受けることができる。
9. 秘密保持
MC は MC のテクニカルサポートの関係者以外の他
者にユーザーにより提供されたいかなる機密情報も
開示してはならない。
10. アクセス情報の利用
ユーザーは、MC がサーバーによって作成され維持
されたユーザーのアクセス情報データログをトラフ
ィック分析等の目的で内部的に使用してもよいこと
に合意する。政府または公的機関による命令を除い
ては、ユーザーにより明確に合意されない限りその
ようなアクセス情報を MC は第三者に公表してはな
らない。
11. 解約
ユーザーは MC に書面またはデータベース上に示さ
れる MC カスタマーサービスのアドレスへの電子メ
ール通知を以て MCPaIRS データベースの利用登録
をいつでも終了してもよい。また MC 側でも登録を
終了する権利を持つ。利用規約の適用条項はすべて、
当利用規約の終了の後も残存する。終了に際して、
ユーザーは 30 日以内に MC にすべての残金を完済し、
MC ウェブサイト経由で協定したすべての残存事項
を尊重する。フリーユーザーとして登録後 2 週間以
上ウェブサイトにログオンしていなければ、MC は
そのようなフリーユーザーの登録を終了する権利を
持つ。すなわち、MC はユーザーID を停止すること
ができ、アカウントを終了することができる。
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12. 有効期間
当利用規約はユーザーが MCPaIRS データベース会
員としての資格を保持する期間は有効であるものと
する。
13. 解約後の義務
当合意の期間満了あるいは解約の後も、ユーザーの
金銭的負債は有効のままであるものとする。
14. 管轄
万一相当の期間の内にユーザーと MC の間で妥当な
解決に到達しない場合、当合意から生じるか又は当
合意に関連して生じる各者間の紛争や論争は、イン
ド国カルナタカ州バンガロール地方裁判所の管轄下
におくものとする。
15. 更新、修正および変更
MC はインド特許庁からの発行日より７営業日内に
更新するものとする。但し特定週に大量件数の特許
登録／公開が発生した場合、MC はその単独の裁量
で更新を繰り延べる権利を持つ。また MC はその単
独の裁量で、ウェブサイトのあらゆる要素を、ウェ
ブサイトへのアクセス手段や時間の制限なく補足し、
修正または停止する権利を持つ。MC はまたその単
独の裁量で、当利用規約をいかなる様態にも修正し
利用者のデータベースへのアクセスや使用を統制す
る追加の条件に適用させる権利を持ち、事前の通知
なしにいつでもウェブサイトへのアクセスや使用に
関する条件を変更することができる。そのような当
利用規約への修正された条件はウェブサイト上に告
知されてすぐに有効になり、利用者のウェブサイト
の使用はただちにその修正された条件に従うものと
する。
16. 疑義及び解釈
A. 当利用規約において定められている事柄または
定められていない事柄、または当利用規約の解釈に
ついて何らかの不和や疑義が生じたときは、両者は
誠意をもって相互で議論を通じて遅滞なく解決しな
ければならない。
B. 当利用規約はインドの法に準拠して解釈されな
ければならない。
＝利用規約本文以上＝

Ver1.4a

MCPaIRS 契約申込書 別紙-3

【追加条項】
・利用規約本文 4 項
当項「登録」について日本国内ユーザーは TA の運
用する MCPaIRS データベース利用契約申込書に必
要事項を記入のうえ、TA に対して登録の手続きを行
うものとします。
契約者は MC より TA を通じてユーザーID とパス
ワードの発行を受けます。一対のユーザーID とパス
ワードは 1 ユーザーのサービス利用を可能とするも
のであり、同時に複数のユーザーが利用することは
できません。
MC が TA を通じて契約者に発行したユーザーID 及
びパスワードは、当該契約者のみが利用できるもの
とし、第三者に使用させたり、譲渡、貸与、名義変
更、質入、相続等することはできません。ただし契
約者と雇用関係にある者に関してはこの限りではあ
りません。
・利用規約本文 6 項
当項「利用契約パッケージおよび利用料金」につい
て日本国内ユーザーは、MCPaIRS データベース利
用契約申込書に記載するとおりとします。
・利用規約本文 7 項
当項「支払」について、MCPaIRS データベース利
用契約の利用料金及び支払い条件は、契約者と TA
間で取り交わすこととします。
・利用規約本文 8 項
当項「テクニカルサポート」について、日本国内ユ
ーザーは TA からのテクニカルサポートを受ける事
が出来ます。
・利用規約本文 9 項
当項「秘密保持」について、MC および TA は契約
者の MCPaIRS データベース利用に係る情報を第三
者に開示、移転、譲渡、貸与しないものとします。
また、契約時に契約者より申し出があった場合、契
約者と TA 間で別途秘密保持契約を締結し、それに
従うものとします。
・利用規約本文 11 項
当項「解約」については、以下のとおりとします。
1. 契約者が契約期間内に本サービスの利用契約を解
約する場合には、所定の方法で TA に通知するもの

とします。この場合、契約者は、すでに支払った利
用料金等については払戻しの請求等を行うことがで
きないものとします。
2. TA は、契約者が次のいずれかに該当すると判断
した場合、本サービスの利用の一時的停止、又は利
用契約を解約することができることとします。この
場合、契約者はすでに支払われた本サービスの利用
料金等について払戻しの請求等は一切行うことがで
きないものとします。
（１）サービス利用申込内容に虚偽の内容があった
ことが判明した場合
（２）登録情報の改ざん、ユーザーID 及びパスワー
ド等の不正使用、本サービスの運営妨害等を行った
場合
（３）本サービスの利用料金等の支払を遅滞し又は
支払を行わなかった場合、その他支払い不能な状態
となった場合
（４）本規約のいずれかに違反した場合
・免責事項
1. 本サービスは、MC が各種特許情報等を取得して
データベース化し、契約者にその利用を許諾するも
のであり、TA は本サービスを通じて契約者に提供さ
れるテキスト、データ、図表、音、映像、ソフトウ
エア、検索結果、利用の成果及びその他一切の情報
等について、その完全性、正確性、信頼性、有用性
等いかなる保証も、契約者及び第三者に対して行わ
ないものとします。
2. TA は、MC 又は TA の責に帰すべき事由による場
合を除き、契約者が本サービスを利用することによ
り発生した一切の損害について、いかなる責任も負
わないものとします。
3. 契約者が本サービスを利用することによって第三
者に損害を与え、当該第三者と契約者の間に紛争が
生じた場合、契約者は自己の責任においてこれを処
理解決し、当該紛争が契約者の責に帰すべき事由に
よるときは、紛争の処理解決に要した費用を負担す
るものとします。
・規約の優先
当追加条項は契約者と TA 間の合意を示すものであ
り、利用規約本文と一致しない部分は追加条項を優
先して読み替えるものとします。
＝追加条項以上＝
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