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契約 :「契約」とは、
「利用者」が記入し ProQuest LLC またはその支社ないし関連会社 ( 以下「ProQuest 社」という ) およびジー ･ サーチが受け付けたサー
ビス契約書を意味します。ProQuest 社がこの契約を受け付けることにより、利用者は ProQuest 社が一般に提供するサービス ( 以下「サービス」という )
にアクセスできる権利を得ることができます。ただしサービスには本利用規定および、ProQuest 社がサービスに対応して随時公表する利用にあたっての規
定や制限も適用されます。
サービス : ProQuest 社は情報提供事業者として、データベースの追加または削除、およびサービス ( 機能を含む ) の改変その他の変更を通知なしに行う権
利を留保します。ProQuest 社およびジー ･ サーチは、サービス料金ならびにその他の価格、またはサービスに関する利用規定を随時改定する権利を保留し、
それらの改定は ProQuest 社あるいはジー ･ サーチが発表した時点で直ちに有効になります。ただし、日限を定めた付帯条項を伴う利用規定を締結している
場合は、利用規定の改定 は同付帯条項の失効または改定を待ってはじめて有効となります。
データベース固有の利用規定 : 利用者は、情報作製者が定め随時改定するデータベース固有の利用規定を、この利用規定に含まれる条項と同様に遵守するこ
とに同意します。データベース固有の利用規定は ProQuest 社のウェブサイトまたは各データベースの製作事業者のウェブサイトで、各データベースに関す
るオンライン資料として開示されます。
利用者による保証 : 利用者は ProQuest 社およびジー ･ サーチに対し、この契約の発効日以降有効期間中を通じて ProQuest 社およびジー ･ サーチが利用者
へのサービス提供を拒否する法的事由は存在しないこと ; 利用者が法律上の成人 ( 多くの国では 18 歳あるいはそれ以上、我国では満 20 歳以上 ) であること ;
利用者によるサービスの利用が不法あるいは不正な行為を目的としないことを表明し保証するものとします。利用者は、ProQuest 社およびジー ･ サーチに
対し、名誉毀損、権利侵害、風紀紊乱等の不法にわたる資料の公表、公開、販売、受領、頒布、あるいは脅迫、迷惑行為、ストーカー行為、虐待等他者の権
利 ( プライバシー権およびパブリシティ権を無制限に含む ) を侵害する目的でサービスを使用しないことを表明し保証するものとします。利用者は、他のサー
ビス利用者の通信の妨害、ProQuest 社およびジー ･ サーチまたは他のサービス利用者の所有する資料の削除、サービスの何らかの側面の改竄または妨害、
あるいは利用者の通信の出所の偽装などの行為を実行または企図しないことを表明し保証するものとします。さらに利用者は ProQuest 社およびジー ･ サー
チに対し、サービスを通じて得た情報に適用 される著作権に関する法規を厳守することを表明し保証するものとします。
免責 : 利用者は ProQuest 社およびジー ･ サーチ、およびその役員、従業員、購買先に対し、この契約に基づくサービスまたは資料の使用に起因するいかな
る損失、クレーム、請求、出費 ( 弁護士費用を含む )、債務に関しても責任を問わないことに同意するものとします。ただし、それら損失、クレーム、請求、
出費または 債務が ProQuest 社およびジー ･ サーチによる第三者の知的所有権の侵害に起因する場合はこの限りではありません。ProQuest 社およびジー
･ サーチは利用者およびその役員、従業員に対し、ProQuest 社およびジー ･ サーチによる第三者の知的所有権の侵害に起因する以外で生ずるいかなる損失、
クレーム、請求、出費 ( 弁護士費 用を含む )、あるいは債務に関して責任を問わないことに同意するものとします。
データおよびサービス : この契約に基づくデータおよびサービスは現状で提供されているものとします。ProQuest 社および ProQuest 社への情報提供者あ
るいはジー ･ サーチは、特定の目的への適合性または市場性に関して何らの主張あるいは保証をするものではありません。また提供データまたはサービスに
ついてそのような保証をするものでもありません。ProQuest 社および情報提供者あるいはジー ･ サーチは、利用者あるいはその従業員、顧客あるいはデー
タやサービスの複数の利用者による利用に関して責任を負いません。ProQuest 社および ProQuest 社への情報提供者あるいはジー ･ サーチは、偶発的ある
いは間接的損害に対しては、その可能 性が予見される場合においても責任を負わず、また懲罰的損害賠償あるいは逸失利益に対する責任も負わないものとし
ます。ProQuest 社または ProQuest 社への情報 提供者あるいはジー ･ サーチの利用者に対する損害賠償責任は、損害の原因および形態を問わず、損害事由
の発生に先立つ 1 年間の発注額を超えないものとします。ただし第三者の知的所有権の侵害に関わる賠償請求に関してはこの制限は適用されません。国によっ
ては付随的あるいは懲罰的損害賠償請求の除外あるいは制限が認められていないため、上記の除外あるいは制限条項は必ずしもすべての国に適用されるもの
ではありません。同様に、利用者の保証要求権も国によって異なる場合があります。
ライセンスと利用 : 利用者はサービスを通じて受領したデータまたは文書を、この契約に明示的に規定される範囲を超えて使用することはできません。利用
者はそれ自体に関しても、また利用者を通じて行為する関係者に関しても、以下に同意するものとします。(i) サービスを通じて得たパスワードおよび文書ま
たはデータの使用者が利用者の (a) 従業員、代理人または契約先、(b) 教育機関の場合は教員、登録学生、職員、(c) 図書館の場合は図書館利用者、に限られ
る ((a)(b)(c) に示した利用者を以下「有資格利用者」といいます )、(ii) サービスを通じて得たデータまたは文書 ( あるいはそれらのコピー ) を、いかなる手
段によっても有資格利用者以外の個人、機関、団体に譲渡しないこと、および有資格利用者に対してそのような行為を禁止すること、(iii) サービスを通じて
得たデータまたは文書の販売、交換、営利目的の譲渡・貸与・再販、頒布、またはその他のいかなる商業的使用も行わないこと、(iv) サービスを通じて得たデー
タまたは文書に含まれる著作権表示を削除または隠蔽しないこと。利用者から書面でこれらの条件の免除が請求された場合、情報提供者または ProQuest 社
あるいはジー ･ サーチは 自らの裁量でこれを認めることがあります。利用者または利用者を通じての関係者は、情報提供者の事前の同意を得ない限り、サー
ビスから得たデータを機械可読形式でコピーまたは転送すること、あるいは肉眼で可読なコピーを 1 部作成する目的での一次的保存を除いて機械可読形式で
保存することはできません。
パスワード : 本契約の条項は、この契約に基づくパスワードすべてに適用されますので、従って利用者は、契約の遵守、契約に基づいて発行されたパスワー
ドに対して発生する料金、および発行されたパスワードのセキュリティ保持に関して全面的に責任を負うことに同意するものとします。パスワードによって
は政府または情報提供者による制約により、サービス中の特定データへのアクセスが制限される場合があります。利用者が他者にパスワードを使用させる場合、
あるいは必要に応じ ProQuest 社または情報提供者あるいはジー ･ サーチからの事前の書面による許諾を得て検索結果を他者に提供する場合は、利用者の全
責任において、そのような他者を契約のすべての条項に同意させ、これを遵守させるものとします。パスワードの紛失または盗難の際には、利用者は直ちに
ProQuest 社またはジー ･ サーチにその旨を直ちに書面により通知する責任を負うものとします。利用者は ProQuest 社およびジー ･ サーチがそのような通
知を受理したとき以降に当該パスワードにより発生した料金の支払義務を免除されるものとします。
機関名 : 利用者の所属機関の名称に変更があったときは、利用者はできるだけ早く名称変更届に記入し ProQuest 社またはジー ･ サーチに送付するものとし
ます。ProQuest 社は新名称に従って利用者レコードを修正します。
請求および支払 : 利用者に対してはその時点で有効な料金表に基づき請求書が発行されます。ProQuest 社およびジー ･ サーチの公表している料金は売上税、
利用税、物品税その他類似の税を含みません。サービスまたは製品の売上に課せられる税があるときは、利用者に対する請求額にはその税額が含まれます。
請求書は毎月発行され、その受領によって支払義務が発生します。瑕疵のない請求に対し請求書の日付以後 30 日以内に支払がなされない場合は未払いと見
なし、年率 18%( 法規による利子率上限が 18% 未満である場合は最高率 ) の延滞利子が加算されます。ProQuest 社およびジー ･ サーチは事前の通知のな
い未払い請求に対してはサービス提供を中止する権利を保留します。請求に対する未払いが発生した場合、利用者は ProQuest 社およびジー ･ サーチが料金
収納のために必要とした費用 ( 収納代行料金、弁護士費用、裁判費用を無制限に含む ) すべてに対する賠償責任を負うものとします。
注文書の使用 : この契約と利用者の注文の条項とに矛盾があった場合は、この契約の条項が優先するものとします。
契約の終了 : この契約には有効期限を定めず、当事者のいずれかが終了手続きをとるまで有効とします。利用者がこの契約を終了するには、当該月末の 30
日前に書面で ProQuest 社またはジー ･ サーチに通告します。契約の終了に伴い、利用者はサービスに保存されているすべての利用者データ (SearchSave
および Dialog Alert プロファイルを無制限に含む ) の削除に同意するものとします。
準拠法 : この契約はアメリカ合衆国ニューヨーク州法に従い、法律に抵触する条項は適用しないものとします。この契約のいずれかの条項が違法またはその
他の 理由により施行不能であると宣告されたときは、当該条項を他の部分の適法性あるいは施行可能性に影響することなく分離するものとします。ここに定
める ProQuest 社の救済手段は排他的なものではなく、法規による他のすべての救済手段に加えて適用され、ProQuest 社が何らかの救済手段を行使するこ
とはそれらの放 棄を意味するものではありません。利用者の料金未払い分の回収のために ProQuest 社が提起する訴訟を唯一の例外として、当事者のいずれ
もこの契約による行為に関して、その事由の発生から 3 年を経過した後は訴訟を提起することはできません。この契約に基づいて訴訟が提起されたときは、
勝訴側は費用および妥当な弁護士費用を回収する権利を有するものとします。利用者は、サービスを通じて得たデータまたは文書の使用の制限に関わるこの
契約による義務に違反したとき、ProQuest 社は法による適切な救済手段が存在しない回復不可能な損害を被ったものと認め、ProQuest 社がこの契約また
は法による救済手段に加えて公正な救済を受ける権利を有することに同意するものとします。
概念および資料 : サービスに関して利用者から Dialog 社またはジー ･ サーチに提示された着想、概念、資料はすべて ProQuest 社またはジー ･ サーチの所
有に帰し、その利用の可否は ProQuest 社またはジー ･ サーチが全面的に裁量し、利用者への報酬または出所表示を行う義務を負わないものとします。
不可抗力 :ProQuest 社および ProQuest 社への情報提供者およびジー ･ サーチは、その合理的制御を超える事由によるサービスの遅延、不具合または中断
に対しては責任を負わないものとします。
譲渡 : 利用者はこの契約を譲渡することはできず、譲渡が企図された場合もすべて無効とします。ProQuest 社はこの契約または債務を、利用者の承認また
は同意を待たず譲渡することができます。
米国政府 : 利用者が米国政府の部局または機関であるときは、米国政府に関する付則が適用されます。
最終的合意 : この契約 ( 改定を含む ) は、料金表、データベース固有の利用規定、付則その他の修正を含め、当事者双方間の完全な合意を表すものとします。
この契約は ProQuest 社またはジー ･ サーチによる書面によってのみ改定されます。
本文の解釈上の疑義が生じた場合は、英文が優先します。【2013.09】
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ProQuest Dialog Standard Terms and Conditions

Agreement. "Agreement" shall mean this Standard Service Agreement when executed by "Customer" and upon its acceptance by ProQuest
LLC or its subsidiaries and affiliates ("ProQuest") and G-Search Ltd. ("G-Search"). Acceptance of this Agreement by ProQuest shall entitle
Customer to access any services generally made available to customers ("Service"), subject to the terms and conditions stated herein and also
the other terms, conditions and restrictions which ProQuest shall publish from time to time respecting the Service.
Service. As a third-party provider of information, ProQuest reserves the right to add or withdraw databases and modify or otherwise change
the Service (including features) without notice as necessary. In addition, ProQuest and/or G-Search reserves the right to change any and all
Service rates and other prices or the terms and conditions of this Agreement respecting the Service at any time and all such changes shall
be effective immediately when published by ProQuest and/or G-Search unless this Agreement is modified by a fixed-term rider in which case
changes to the terms and conditions shall not be effective until the expiration or renewal of said rider.
Database-Specific Terms & Conditions. Customer agrees to abide by database-specific terms and conditions set by the information provider, as
revised from time to time, as if same were fully included herein. Database-specific terms and conditions are available in the online documentation
for each database, via the ProQuest and/or G-Search website, and/or product-specific websites.
Customer Warranties. Customer represents and warrants to ProQuest and G-Search that there exists, at the commencement of this
Agreement and for all periods thereunder: no legal reason that ProQuest and G-Search should deny Services to Customer; that Customer is
of legal majority age (i.e., 18 years of age or older in most jurisdictions); and that Customer's use of Services is not for any illegal or injurious
purpose or purposes. Customer represents and warrants to ProQuest and G-Search that Customer will not use the Services to publish, post,
distribute, receive or disseminate defamatory, infringing, obscene, or other unlawful material or to threaten, harass, stalk, abuse, or otherwise
violate the legal rights (including without limitation rights of privacy and publicity) of others. Customer represents and warrants that Customer
will not intercept or attempt to intercept the communications of others using the Services or to delete materials of ProQuest and G-Search
or of others using the Services or to corrupt or interfere with the Services in any respect or to falsify the origin of Customer'scommunications.
Further, Customer represents and warrants to ProQuest and G-Search Customer's strict compliance with copyright laws applicable to the
information obtained via the Services.
Indemnity. Customer agrees to indemnify and hold ProQuest and G-Search, its officers, employees and its suppliers harmless from and against
any loss, claim, demand, expense (including attorney's fees), or liability of whatever nature or kind of Customer or of third parties arising out
of the use of Service or materials provided hereunder; provided however, that such obligations shall not apply where the loss, claim, demand,
expense, or liability arises from ProQuest's infringement of the intellectual rights of third parties. ProQuest and G-Search agrees to indemnify
and hold Customer, its officers, and employees harmless from and against any loss, claim, demand, expense (including attorney's fees) or liability
arising out of ProQuest's and G-Search's infringement of the intellectual property rights of third parties.
Data and Service. THE DATA AND SERVICES FURNISHED HEREUNDER ARE FURNISHED "AS IS." ProQuest AND ITS INFORMATION
PROVIDERS AND/OR G-SEARCH MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR
MERCHANTABILITY, NOR ARE ANY SUCH WARRANTIES TO BE IMPLIED WITH RESPECT TO THE DATA OR SERVICES FURNISHED.
ProQuest AND ITS INFORMATION PROVIDERS OR G-SEARCH ASSUME NO RESPONSIBILITY WITH RESPECT TO CUSTOMER OR ITS
EMPLOYEES, CLIENTS, OR CUSTOMERS USE THEREOF. ProQuest AND ITS SUPPLIERS AND/OR GSEARCH SHALL NOT BE LIABLE FOR
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF, NOR SHALL THEY BE LIABLE FOR
EXEMPLARY DAMAGES OR "LOST PROFITS." IN NO EVENT SHALL ProQuest OR ITS SUPPLIERS LIABILITY TO CUSTOMER FOR DAMAGES,
REGARDLESS OF CAUSE OR FORM OF ACTION, EXCEED THE VALUE OF THE ORDER FOR ONE (1) YEAR PRECEDING THE INCIDENT
GIVING RISE TO SUCH DAMAGES. SUCH LIMITATION, HOWEVER, SHALL NOT BE APPLICABLE TO CLAIMS INVOLVING INFRINGEMENT
OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS OF THIRD PARTIES. SOME COUNTRIES DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OR LIMITATION
OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE EXCLUSION OR LIMITATION MAY NOT APPLY IN EVERY COUNTRY.
CUSTOMER MAY ALSO HAVE OTHER WARRANTY RIGHTS WHICH VARY FROM COUNTRY TO COUNTRY.
License and Use. Customer may not use any data or documentation received from the Service except as expressly provided in this Agreement.
Customer agrees, for itself and for any party acting by or through Customer: (i) To allow its password(s) and any documentation, or data
received from the Service, to be used only by Customer's (a) employees, agents or contractors, (b) faculty, enrolled students and staff in the
case of educational institutions, or (c) library patrons, in the case of libraries (the authorized users described in subsections (a), (b), and (c)
are collectively referred to as the "Approved User-Base"); (ii) Not to transfer, by any means whatsoever, any data or documentation received
from the Service (or copies thereof), to any person, organization or institution outside the Approved User-Base and to prohibit any member
of the Approved User-Base from doing so; (iii) Not to sell, exchange, barter, or transfer, rent, lease, loan, resell for profit, distribute or in any
other manner commercially exploit any data or documentation received from the Service, and (iv) Not to remove or obscure copyright notices
contained on data or documentation received from the Service. Exceptions to these conditions, where requested in writing by Customer,
may be granted by the information provider, or by ProQuest, or by G-Search where applicable, at their sole discretion. Under no circumstances
may Customer, or any party acting by or through Customer, copy or transmit data received from Service in machine-readable form, or retain
such data in machine-readable form other than temporarily for purposes of making a single human-readable copy thereof, except as may be
expressly authorized in advance by the information provider.
Passwords. All terms and conditions of this Agreement are applicable to all passwords issued under this Agreement and, accordingly, Customer
agrees to assume sole responsibility: for compliance with the Agreement; for all charges incurred for each and every password issued under
this Agreement; and for maintaining the security respecting the passwords issued. Passwords may be restricted from accessing certain data on
the Service due to Government or Information Provider restrictions. In any event where Customer allows others to use the password or, with
the prior written consent of ProQuest and/or the information provider and/or G-Search, as may be required, provides search output to others,
Customer assumes sole responsibility to ensure that all provisions of this Agreement are agreed upon and complied with by such others. In the
event of loss or theft of a password, it is Customer's responsibility to notify ProQuest immediately, in writing and Customer shall be relieved of
liability for charges incurred on such password subsequent to ProQuest's and/or G-Search's receipt of such notice.
Organization Name. If Customer's organization changes its organizational trade name, as soon as possible following the change Customer
should complete the Organization Name Change Form and return it to ProQuest or G-Search. ProQuest will then modify its Customer records
to reflect the new trade name.
Invoicing/Payment. Customer will be invoiced then-current Price List rates for Services. ProQuest's and/or G-Search's published prices are
exclusive of sales, use, excise, or other similar taxes; Customer will be invoiced for any applicable taxes on the sale of services and/or products.
Invoicing will be monthly with payment due upon receipt of invoice. Undisputed accounts not paid within thirty (30) days of date of invoice shall
be deemed delinquent and are subject to interest charges of eighteen percent (18%) per annum on the unpaid balance (or the maximum rate
allowed by law, if such rate is less than 18%). ProQuest and/or G-Search reserve the right to suspend Service to a delinquent account without
prior notice. Should Customer be delinquent in the payment of any invoices, Customer shall be liable for all costs of collection incurred by
ProQuest and/or G-Search, including without limitation collection agency fees and reasonable attorney's fees, as well as court costs.
In case of any conflict with the terms of this agreement and the customer’s purchase order, terms of this agreement shall control and prevail.
Termination of Agreement. This Agreement is an open order that remains in effect until terminated by either party. Customer will provide 30
days written notice before the end of a month to ProQuest and/or G-Search in order to terminate this agreement. Upon termination, Customer
agrees to remove all Customer data stored on the Service (including without limitation SearchSaves and ProQuest Alert profiles).
Law. This Agreement shall be construed and interpreted solely in accordance with the laws of the State of New York, United States of America,
without application of its conflict of laws provisions. Should any term and condition be declared illegal or otherwise unenforceable, it shall be
severed from the remainder of this Agreement without affecting the legality or enforceability of the remaining portions. ProQuest's remedies
set forth herein are not exclusive and are in addition to any and all other remedies available at law or in equity, none of which shall be deemed
as waived by virtue of ProQuest's exercise of any other remedy. Except solely for actions by ProQuest to collect for charges incurred by the
Customer which have not been paid, neither party may bring an action regardless of form, arising out of the transactions under this Agreement
more than three (3) years after the cause of action has accrued. If action be instituted on this Agreement, the prevailing party shall be entitled
to recover costs and reasonable attorney's fees. Customer agrees that any breach of its obligations under this Agreement with respect to the
restriction on Customer's use of the data or documentation received from the Service will cause ProQuest irreparable injury for which there
are inadequate remedies at law, and therefore ProQuest will be entitled to equitable relief in addition to all other remedies provided by this
Agreement or available at law.
Concepts and materials. Any ideas, concepts or materials submitted to ProQuest and/or G-Search by the Customer regarding the Service
become ProQuest's and/or G-Search's property to exploit or to not exploit as ProQuest and/or G-Search solely deems appropriate without
necessity for remuneration or attribution to Customer.
Force Majeure. ProQuest and its information providers and G-Search shall not be liable or deemed to be in default for any delays or failure in
performance or interruption of Service resulting directly or indirectly from any cause or circumstance beyond their reasonable control.
Assignment. This Agreement is not assignable or transferable by Customer and any attempted assignment or transfer shall be null and void and
of no force or effect. ProQuest may assign this Agreement and/or payments due without requirement for Customer's permission or approval.
U.S. Government. If Customer is a unit or agency of the United States government, then the provisions of the U.S. Government Rider shall
apply.
Final Agreement. This Agreement (including any revisions), including Price Lists, Database-specific Terms and Conditions, and Riders and
other amendments, constitute the entire agreement between the parties. This Agreement may only be modified in writing by ProQuest and/or
G-Search.
In case of Conflicts in interpretation, the English language version shall prevail. [2013.09]
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