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EcoVadis   一般取引条件 

 

 

 

1.  定義 

「関連会社」とは、ある当事者を支配す
る、またはある当事者に支配される、もし
くはある当事者と共通支配下にある企業そ
の他法人のことを意味します。  
 

「評価対象企業」とは、評価依頼企業の要
求に応じてまたは自主的に、自社のCSR / 持  

続可能性の慣行に関する情報を提供するた
めに、本ソリューションに登録している事
業体のことをいいます。 

 

「関連会社」と「子会社」の定義における
「支配」とは、(a) 企業については、取締役 

選任の投票権を表す当該企業の株式または
証券の50％以上の支配または所有、および
(b) その他の法人については、当該法人に関 

する決定権を表す持分権または支配権の50

％以上を有することを意味します。関連会
社や子会社は、このような支配が存在する
限りにおいてのみ、その資格を有します。 

 

「ディレクトリ」とは、すべての評価対象
企業のスコアカードの情報（企業名、所在
地、産業、ウェブサイト、評価済み/未評価
のステータス、パーセンタイル・四分位の
達成度、スコアカードの発行日と有効期
限、評価の結果獲得したメダルなど）を取
りまとめたものです。 

 

「EcoVadis」とは、登記上の事務所を 43  

Avenue de la Grande Armée 75116, Paris, France に        

有し、パリ商業登記所に497 842 914番で登記  

されている EcoVadis SAS（単純型株式会社）  

を指します。 

 

「EcoVadisビジネスパートナー」とは、
EcoVadisが提供するソリューションと統合さ
れたITソリューションを、自社のクライアン
トに提供する企業を意味します。 

 

「評価依頼企業」とは、自社のサプライ
ヤーまたは自社子会社のCSR / 持続可能性パ  

フォーマンスに関する情報へのアクセスが
できるようにする本ソリューションに登録
している企業のことをいいます。 

 

「スコアカード」とは、評価対象企業のCSR 

/ 持続可能性に関する評価結果の概要を意味 

します。スコアカードには、（i）定量的評
価、（ii）評価対象企業の慣行の定性的情
報、（iii）全評価対象企業のパフォーマンス
のベンチマーキング、（iv）ステークホル
ダー情報の360°ウォッチが含まれます。 
 

「サービス」とは、評価を受けた企業のCSR 

/ 持続可能性パフォーマンス評価およびモニ 

タリングサービス、ならびに関連するサ
ポートのことをいいます。 

 

「ソリューション」とは、CSR / 持続可能性  

に関する情報と文書の管理 

を可能とする、EcoVadisのオンラインプラッ 

トフォームのことをいいます。同プラット 

フォームへは、www.ecovadis.comからアクセ 

スすることができます。 

 

「子会社」とは、評価依頼企業に支配され
る企業その他の法人を意味します。 

 

「ユーザー」とは、評価対象企業および評
価依頼企業の総称をいいます。 

 

2. 目的 

EcoVadisは、評価対象企業のCSRパフォーマ
ンスのモニタリングを目的とするユーザー
の為に、本サービスおよび本ソリューショ
ンを含むサービスの運営を行います。本
サービスへのアクセスおよび本ソリュー
ションの利用は、本一般取引条件（以下、
総称して「本契約」といいます）に厳密に
従うものとします。  

 

3. 機密保持 

3.1. 他方当事者が明示的に承認した場合を除 

き、EcoVadisおよびユーザーは、本ソリュー
ションの利用中にアクセスする可能性があ
る、または本ソリューションの利用に関連
してアクセスする可能性がある、他方当事
者に関する情報および文書を、その性質の
如何に関わらず、本サービスのためにのみ
利用するものとします。評価に関する質問
票の内容およびEcoVadis評価方法に関連する
情報は、機密情報と見なされます。 

 

3.2. 本サービスのために、評価対象企業は 

EcoVadisに対して、本ソリューションの利用
中にまたは利用に関連して評価対象企業が
提供する情報（以下「データ」といいま
す）を、ホスティングし、キャッシュモー
ドで保存し、複製し表示を行うための、か
つ、当該データをEcoVadisのデータベースの
開発に使用するための、ロイヤリティーフ
リーの、非独占的かつ全世界的な権利を付
与するものとします。評価対象企業は、自
身が本サービスのためにデータを使用する
際に必要なすべての権利および承認を受け
ており、かつ上記のライセンス権を自由に
付与することができることを保証し、これ
を表明します。評価対象企業は、本契約に
基づくデータに関する企業の表明、保証、
約定もしくは義務への違反から生じる、も
しくはこれらの違反に関連する請求、訴
訟、法的措置もしくは訴訟手続きに関連し
てEcoVadisが被る一切の損失、損害、法的責
任、不備、請求、法的措置、判決、和解、
利息、裁定、制裁、罰金、あらゆる種類の
費用または経費について、EcoVadisを免責

し、防御し、損害を与えないものとしま
す。  

 

3.3. 第3.1項は、公有の情報と本サービスを実 

施する前に他方当事者がすでに知っていた
情報には適用されないものとします。各当
事者は、他方当事者への事前の通知、また
は他方当事者からの許可もしくは同意を得
ることなく、法で開示が義務付けられる機
密情報もしくは監査目的のために開示する
必要がある機密情報を、税務当局、地方自
治体または政府当局、外部弁護士および顧
問といった当事者の代表者へ、または監査
目的にて開示することができます。 

 

3.4. 上述の3.1項にかかわらず、評価対象企業 

のスコアカードは、ソリューションを通じ
て評価依頼企業（セクターイニシアチブの
場合は評価依頼企業のグループ、または評
価依頼企業のグループ内の個別企業）に、
リクエストから7暦日後に自動的に共有され
ます。ただし、評価対象企業が、7暦日以内
にソリューション内でリクエスト拒否のオ
プションを選択した場合、この限りではあ
りません。 

共有リクエストは、指定された評価管理者
にメールで送信されます。評価対象企業は
必ず正しいメールアドレスを提供し、必要
に応じて更新する責任を負います。 

上記のルールは、有効なスコアカードを複
数回共有する場合にのみ適用されます。初
回スコアカードは、評価対象企業および最
初の評価依頼企業（セクターイニシアチブ
の場合は評価依頼企業のグループ、または
評価依頼企業のグループ内の個別企業）に
対して同時に公開されます。 

なお、評価を受けた企業は本ソリューショ
ン、または本ソリューションと統合もしく
はその他の形で接続された第三者のソフト
ウェアを利用する依頼企業の内部ITシステム
を通じて、本サービスに登録している特定
の依頼企業とその組織（セクターイニシア
チブの場合は依頼企業グループ会社）がス
コアカードまたはその他の評価結果を利用
できるよう、本ソリューションを通じて自
社のスコアカードまたはその他の評価結果
を共有する選択肢を管理することができま
す。 

 

3.5. .現在および将来のビジネスパートナーの 

発見と連携を容易にするため、評価対象企
業はEcoVadisとその関連企業に、ディレクト
リ情報をソリューションに掲載する権利、
また同様の情報を自社プラットフォームに
掲載するEcoVadis ビジネスパートナーと共有 

する権利を付与します。 

 

3.6. 評価対象企業のディレクトリ情報に関し 

て、評価対象企業はEcoVadisとその関連企業
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に、デジタルメディアを含むあらゆるメ
ディアを通じて情報を共有、伝達、宣伝す
る権利を付与します。 

 

4. EcoVadisの責任 

4.1. ユーザーは、メンテナンス時を除き、 

24時間365日いつでも本サービスにアクセス
することができるものとします。EcoVadis

は、本ソリューションや本サービスに影響
を与える、いかなるネットワーク関連の障
害、中断、停止、遅延、システムの利用不
可およびその他の接続問題についても、一
切の責任を負うことはないものとします。
EcoVadisが、本ソリューションもしくは本
サービスまたはユーザーのデータの、セ
キュリティを著しく損なう可能性がある
データ漏洩インシデントに気づいた場合、
EcoVadisは適時にセキュリティ違反を是正す
るために、予告なしに、本ソリューション
と本サービスへのアクセスを一時的に停止
することができます。この場合、EcoVadisは
ユーザーに対してなんらの責任も負わない
ものとし、ユーザーはEcoVadisに対していか
なる補償も請求しないものとします。  

 

4.2. EcoVadisは、本契約をもって、明示的で 

あるか黙示的であるかを問わず、本ソ
リューションの適商品質もしくは特定目的
への適合性についての黙示的な保証を制限
なく含む、本ソリューションおよび本サー
ビス、ならびに本ソリューションおよび本
サービスの利用に関して、すべての保証を
否定します。EcoVadisは、本サービスの利用
によって生じる結果を保証しないものと
し、本サービスの提供において最善を尽く
す義務（手段債務）のみを負うものとしま
す。EcoVadisは、本ソリューションも本サー
ビスの機能も、ユーザーの要件を満たすと
の保証はしません。ソリューションとサー
ビスは意思決定のツールとされます。
EcoVadisはこれらに基づいてユーザーが行っ
た決定に対して責任を負うことはできず、
また責任を負いません。両当事者は、本契
約をもって、エラーのないソフトウェアは
存在しないこと、すべてのソフトウェアの
エラーは費用対効果が高い方法で修正出来
うること、またはすべてのソフトウェアの
エラーは修正する必要があることを、認知
するものとします。従って、EcoVadisは、本
ソリューションに影響を与える障害やエ
ラーがすべて修正されることの保証はしま
せん。 

 

4.3. 評価を受けた企業は、開示された情報お 

よび評価の時点でEcoVadisが利用することが
できたニュースリソースに基づいたスコア/

メダルを受け取ります。スコアカード/メダ
ルの有効期間中に企業の情報や状況が大き
く変わった場合、EcoVadisには、その企業の
スコアカード/メダルを保留にし、適切とみ
なされる場合には、再評価を行い、改訂さ
れたスコアカード/メダルを発行する権利が
あります。 

 

5. ユーザーの責任 

5.1. ユーザーは、(i) 本ソリューションの適切  

な稼働を妨害したり、妨害しようとしたり
しないこと、(ii) 本ソリューションに対し 

て、ウイルスを含むものや有害なファイル
を投稿したり、送付したりしないこと、(iii) 

本ソリューションのリバースエンジニアリ
ングを行わないこと、に同意するものとし
ます。 

 

5.2. ユーザーは、自社の従業員のユーザー名 

およびパスワードの機密保持に対して、単
独かつ完全な責任を有します。ユーザー
は、個人のログインデータの不正利用を直
ちにEcoVadisに通知するものとします。当該
通知がなされない場合、ユーザーのログイ
ン情報とパスワードを利用した何者かから
EcoVadisが受信したすべての情報は、ユー
ザーが送信したとみなされるものとしま
す。 

 

6. 評価対象企業の責任 

6.1. 評価対象企業はEcoVadisに協力し、確実 

に本サービスの運営のためのまたはかかる
運営に関連する、適切なデータ、情報およ
び文書を、EcoVadisに適時に提供するように
します。  

 

6.2. 評価対象企業は、伝送されたすべての 

データが確実に正確かつ完全で、信頼でき
るものであるようにするとともに、違法、
不正、嫌がらせ、中傷的および猥褻なデー
タを、本ソリューションに投稿も送信もし
ないことに同意するものとします。 

 

6.3. 評価対象企業は、本ソリューション上で 

作成したアカウントの管理者を指名するも
のとします。当該管理者の連絡先情報は、
評価を受けた企業のEcoVadisネットワークに
属するすべてのユーザーに周知するものと
します。 

 

7. 補償 

7.1. ユーザーの補償 

ユーザーは、(i) 評価を受けた企業の表明、 

保証、約定もしくは義務への違反、(ii) 

EcoVadis に提供された違法、不正、迷惑、中 

傷的および猥褻なデータ、情報、文書の結
果、を原因として、またはそれらに関連し
てEcoVadisに対してなされる請求との関係で
EcoVadisが被る一切の損失、損害、法的責
任、請求、あらゆる種類の費用について、
EcoVadisを免責、防御し、損害を与えないも
のとします。  

 

7.2. EcoVadis の補償 

第11条に従い、本サービスがユーザーと関
係のない第三者の知的財産権を侵害した場
合、EcoVadisはこのような主張に対して、評
価を受けた企業を防御するとともに、金銭
判決、関連する妥当な弁護士料、およびか
かる侵害に対して第三者に最終的に裁定さ
れた費用、またはEcoVadisの同意事項に対す
る主張の和解費用を支払うものとします。
前述の義務は、(a) EcoVadisが提供または書面 

で許可していないハードウェア、システ
ム、ソフトウェア、ネットワーク、その他
の資料やサービスと組み合わせた本サービ
スへのアクセスまたは本サービスの利用、
(b) (i) EcoVadisによる、またはEcoVadisの代理  

でなされた場合、あるいは (ii) EcoVadisが書面  

で承認した場合、を除く本サービスの変

更、(c) 上記第7.1項に定めるユーザーの補 

償、を原因とする、またはそれらに関連す
る請求には適用されません。 

 

7.3. 補償プロセス 

前述の補償義務は、被免責当事者が、(a) 免 

責当事者に当該行為を書面で速やかに通知
する、(b) 妥当な形で当該防衛に協力し、そ 

れを支援する、(c) 非を認める、または免責 

当事者に損害をもたらすような主張を、同
意なく解決させない可能性があることを了
解した上で、防衛と関連する和解交渉の単
独裁定権を免責当事者に与えることを条件
とします。 

 

7.4. 損害軽減 

本サービスが侵害に関連する請求の対象に
なる可能性が高い、またはEcoVadisがそのよ
うに判断した場合、EcoVadisは自己の負担と
自己の裁量で、(a) ユーザーに本サービスの 

利用を継続する権利を与える、(b) 本サービ 

スが侵害をもたらさず、実質的に同等の機
能を維持するよう、侵害をもたらす技術や
データを交換または変更する、または (c) 契  

約を解除し、ユーザーが既に支払った料金
のうち、利用されていない部分を返金す
る、のいずれかを行います。 

 

8. 登録および料金 

8.1. 評価対象企業によるソリューションの利 

用は、評価対象企業が選択するプランに応
じた、単年または複数年登録のすべての適
用料金（返金不可含む）をお支払いいただ
くことが条件となります。詳細について
は、fees.ecovadis.comをご参照ください。 

初回登録費用をクライアントがお支払いい
ただいた場合のみ、本ソリューションのご
利用が最初の12か月間は無料となります。
すべてのお支払いは、請求書をお受け取り
次第お支払いください。 源泉所得税を含む
地方税は、ユーザーが支払う、またはそれ
ぞれユーザーに課されるものとし、その額
が登録料から差し引かれることはありませ
ん。 

 

8.2. 評価対象企業の第12条に従い、本契約を 

解除する権利を条件として、EcoVadisは、
ユーザーに対して一切責任を負うことな
く、いつでも年間登録料金のスケジュール
を変更する権利および異なる価格モデルや
追加料金を導入する権利を有します。 

 

8.3.クレジットカード以外のお支払方法につ
いては、手数料がかかります。手数料の詳
細は、support.ecovadis.comの「お支払いにつ
いて」に記載されています。請求先住所が
EU圏（英国を含む）である評価対象企業に
ついては、ユーロでのみ請求書を発行いた
します。その他のすべての評価対象企業
は、請求書の通貨としてユーロまたは米ド
ルのいずれかを選択することができます。
銀行関連の手数料（該当する場合は電信送
金手数料および為替手数料）ならびに債権
回収サービス関連手数料は、評価対象企業
が負担するものとします。ユーザーが支払
期限までに支払いを行わなかった場合、支
払期限が過ぎた料金に対して、フランスの
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適用法令が認める利息の3倍の利率に相当す
る遅延損害金が発生する場合があります。 

 

9. 知的財産権 

9.1. 本ソリューションにおけるコンテンツ全 

体は、本サービスの提供前にもしくは本ソ
リューションの運営中に、またはその他の
なんらかの方法により、EcoVadisが開発、作
成または取得した知的財産権の対象となる
すべての手法、手順、管理ツール、ワーク
ショップ、マニュアル、ソフトウェアパッ
ケージ、データベース、アンケート、設
計、着想、発明、専門知識、商業的方法、
分析方法論、評価手法、評価結果およびそ
の他のすべての権利を含めて、EcoVadisの独
占的な財産であり、かつそうあり続けるも
のとします。各ユーザーが本ソリューショ
ン上で作成したすべてのデータおよび各項
目は、当該ユーザーの財産であり続けるも
のとします。プレミアムサービスまたは
コーポレートプランをお申込みになる場
合、評価対象企業には、評価結果が公開さ
れた日からスコアカードを利用または複製
および関連するコミュニケーションツール
を利用できる、12カ月有効のライセンス
が、評価対象企業の契約が有効であるとい
う条件の下に付与されます。  

 

10. 個人情報 

本ソリューションの運営中および本サービ
スの提供中に、EcoVadisは、データコント
ローラとして、「EU 一般データ保護規則 第  

2016/679号」（以下、「GDPR」といいます）
に従い、個人データを処理します。  当該処 

理に関連して、EcoVadisは、自社のデータプ
ライバシーに関する声明に従い、特にイン
ターネット上における当該データの偶発的
または違法な破壊、偶発的な紛失、改ざ
ん、開示、不正アクセスおよびあらゆる形
態の違法な処理から当該データを保護する
ために、適切な物理的、技術的および管理
上の措置を講じます。EcoVadisのデータプラ
イバシーに関する声明は、
https://www.ecovadis.com/ja/legal-noticeをご覧下さ
い。 

 

11. 責任制限 

11.1. 本契約の他のいかなる規定にもかかわ 

らず、いかなる場合においてもEcoVadisは、
訴訟形態の如何にかかわらず、(i) 本ソ 

リューションや本サービスの利用や利用不
可、(ii) 評価依頼企業による評価対象企業の 

データや評価結果の利用、および (iii) ユー  

ザーによる守秘義務の違反を含む、本契約
から生じたもしくは本契約に関連する（補
償費用、利益の損失、収益の喪失、事業の
損失、もしくはデータの喪失もしくは破損
等を含む）いかなる種類の間接損失または
損害に対しても、一切の責任を負うことは
ないものとします。  

 

11.2. EcoVadisの総債務額は、法的根拠の如何 

にかかわらず、いかなる場合においても、1

年登録の場合は失効前12カ月間、3年登録の
場合は失効前36カ月間の契約に基づき、本
サービスに対して評価対象企業によって支
払われる料金の金額に厳密に制限されるも
のとします。 

 

12. 期間 – 契約解除 

12.1. 本契約は、EcoVadisのプラットフォーム 

上におけるオンライン認証によってユー
ザーが本一般取引条件を承諾した日に効力
を生じるものとします。ユーザーがEcoVadis

のプラットフォーム上で、最初に評価の質
問票を提出した日付より、当初の契約期間
（選択する登録期間に応じ）12カ月間また
は36カ月間その効力を維持するものとしま
す。本契約は、以下の第12.2項に従い両当事
者の一方が解除しない限り、12カ月ごとに
暗黙的に更新されるものとします。 

  

12.2. 評価対象企業は、本ソリューションの 

利用を停止し、EcoVadisに書面による通知を
送付することにより、理由の如何を問わ
ず、いつでも本契約を解除することができ
ます。電子フォーマットで提供された文書
は、要望に応じて削除されます。評価対象
企業が本契約のいずれかの条件に対して重
大な違反を犯したことが発覚した場合、
EcoVadisは予告なしに本契約を解除すること
ができます。  

 

第3条、第9条および第11条は、本契約の解除
後も存続するものとします。  

 

13. 譲渡および移転 

企業は、事前にEcoVadisの書面による同意を
得ずに、本契約を第三者に譲渡も移転もで
きないものとします。EcoVadisは、直接子会
社もしくは間接子会社、またはその他の第
三者に本契約を譲渡することができます。 

 

14. 修正 

EcoVadisは、本契約の第12.2項に従いユー
ザーが本契約を解除できることを条件とし
て、本契約の条件をいつでも修正する権利
を有します。当該修正が行われた場合、
ecovadis.comのウェブサイト上での公表また
はその他の適切な手段を通じて、ユーザー
にその旨が通知されます。  

 

15. 適用法令および合意管轄条項 

本契約はフランスの法律に準拠し、同法に
従い解釈されるものとします。本契約から
生じた紛争、または本契約に関する紛争が
円満に解決できなかった場合、被告人が複
数存在する場合においても、フランス、パ
リの管轄裁判所の専属管轄権に服するもの
とします。 

 

16. 本契約の適用  

両当事者は、本契約が、本契約の主題に関
する各当事者の権利および義務のすべてを
規定するものであることに同意します。本
契約は、本契約の主題に関する両当事者間
の事前のあらゆる合意、交渉、協議に取っ
て代わります。本ソリューションへのアク
セス又は利用に関連して、ユーザーが提出
した全ての発注書又はその他の文書のあら
ゆる条件のうち、本契約に対して追加され
たもの、本契約と異なるもの、または本契
約に矛盾するものについては、Ecovadisに対
して法的拘束力を有さず、かつ、効力を生
じません。  

一般取引条件 – 2019年9月 3 

https://www2.ecovadis.com/ecovadis_terms_and_conditions_fr
https://www.ecovadis.com/ja/legal-notice/
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