IBM Cloud の追加のサービス記述書
IBM Managed Financial Data API
以下に記載される場合を除き、「IBM クラウド・サービス記述書」の条件が適用されます。

1.

クラウド・サービス記述書
Managed Financial Data API により、お客様は、金融証券の価格設定、評価、およびシミュレーションで
使用される金融市場データへアクセスできます。
Managed Financial Data API は、以下のようなユース・ケースをサポートするためにアプリケーションで
使用することができます。

2.

●

金融シナリオおよびストレス・テストの生成のプロセスに関わるその他のサービスにデータを提供
する。

●

金融証券キャッシュフロー再評価モデルおよびポートフォリオ最適化の算出をサポートする。

コンテンツおよびデータ保護
このサービスに適用される「データ・シート」および本条の条件には、このサービスの使用についての
詳細および条件が規定されています。これには、お客様の責任が含まれます。以下の「データ・シート」
が本サービスに適用されます。
https://www.ibm.com/software/reports/compatibility/clarityreports/report/html/softwareReqsForProduct?deliverableId=8578EA70418511E8845013686FEEAB8B

3.

エンタイトルメントおよび課金情報

3.1

課金単位
以下の課金単位が本サービスに適用されます。
1,000 アイテム –「アイテム」は、「クラウド・サービス」記述書に記載された「クラウド・サービス」
の利用により処理、管理される、または「クラウド・サービス」の利用に関連する特定のアイテムが 1
回発生することをいいます。お客様は、請求期間中の「アイテム」数に対して課金されます。この際、
1,000 アイテム単位で切り上げます。
本「クラウド・サービス」において、1 つの「アイテム」は、要求され返却された 1 つの取引所取引商品
ID に該当します。

4.

現状有姿のまま使用される資料
お客様が本「クラウド・サービス」から入手するすべてのデータおよび情報 (分析から派生したものすべ
てを含みます。) は、現状有姿で提供されます。IBM ならびにかかるデータおよび情報の原典は、かかる
データおよび情報の正確性、信頼性、完全性、および可用性について責任を負いません。

5.

直接データ・ベンダー
「クラウド・サービス」は、1 つ以上の第三者データ・ベンダーから提供されるデータへアクセスして処
理する能力をお客様に提供します。お客様がこの第三者データへアクセスすることを選択した場合、お
客様は、本「サービス記述書」の「別紙 A」の契約条件に同意します。
お客様は、本「クラウド・サービス」により、都合に合わせて「直接データ・ベンダー」のデータへアク
セスできることを了承します。 IBM も、IBM の第三者の情報提供者も、それらの関連会社のいずれも、
「直接データ・ベンダー」のデータの品質または可用性について、いかなる責任 (偶発債務か否かを問いま
せん。) も負いません。お客様は、「クラウド・サービス」の利用による結果の責任を負うものとします。
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IBM Cloud の追加のサービス記述書
別紙 A
本書は、「IBM Cloud の追加のサービス記述書」の「別紙 A」です。この「別紙 A」は、お客様が下記の「デー
タ・ベンダー」のいずれかによって提供されたデータへアクセスするか、それを処理することを選んだ場合のみ、
適用されます。「本契約」、「サービス記述書」、「取引文書」および本「別紙 A」との間に相違が生じた場合
は、相違する範囲で、本「別紙 A」の条件が優先するものとします。

1.

2.

直接データ・ベンダー
a.

IBM は、「本契約」、「サービス記述書」、「取引文書」、および本「別紙 A」の条件に従い、お
客様に代わって、特定の第三者データ・ベンダー (以下、それぞれを「データ・ベンダー」といい
ます。) から、当該「データ・ベンダー」が提供する、「クラウド・サービス」オファリングの一
部としてお客様が必要とする特定のデータ (以下「ベンダー・データ」といいます。) を直接取得し、
それらを管理します。

b.

本「別紙 A」が対象とする「データ・ベンダー」については、お客様は、当該「データ・ベンダー」
と直接、契約を締結する必要はありません。お客様は、「本契約」、「サービス記述書」、「取引
文書」、および本「別紙 A」の条件に従って、いかなる形態であっても「クラウド・サービス」オ
ファリングの一部としてのみ「ベンダー・データ」を利用することに同意するものとします。

c.

本「別紙 A」の第 4 条に含まれる利用条件は、「本契約」、「サービス記述書」、および「取引文
書」に定める「クラウド・サービス」オファリングの利用条件よりもさらに制限的な場合があるこ
とを、お客様は認めるものとします。お客様はまた、より制限的な利用条件が、お客様による当該
「ベンダー・データ」(「ベンダー・データ」を含むか「ベンダー・データ」から派生した「クラ
ウド・サービス」オファリングからのアウトプットを含みますが、これに限定されません。) の利
用に適用されることを認めるものとします。

料金
「ベンダー・データ」につき「データ・ベンダー」から課される料金の増額を反映するために、IBM は、
お客様に代わって行う「ベンダー・データ」の処理に関連する、「クラウド・サービス」オファリング
の料金の当該部分を、随時、増額することができます。お客様は、かかる増額について責任を負うこと
に同意し、これを支払うものとします。

3.

補償
お客様は、いかなる方法であれ、次のいずれかに起因して生じたいかなる請求、損失、損害、債務、経
費および費用 (合理的な弁護士費用を含みます。) についても、IBM、IBM の第三者の情報提供者、それ
らの関連会社、ならびにそれぞれの取締役、役員、従業員、代理人、承継人および譲受人を補償し、免
責することに同意するものとします。(i)「ベンダー・データ」(「ベンダー・データ」を含むか「ベン
ダー・データ」から派生した「クラウド・サービス」オファリングからのアウトプットを含みますが、
これらに限定されません。) のお客様による利用、第三者による利用、もしくは利用できないこと、また
はかかる利用から生じた判断もしくは助言、(ii) 本「別紙 A」に含まれる条件のお客様による違反、また
は (iii) IBM と「データ・ベンダー」との間で締結された契約の IBM による違反であって、それがお客様
による本「別紙 A」の条件違反に起因または関連する場合。

4.

直接データ・ベンダーに固有のご利用条件
以下に記載する「データ・ベンダー」から、「ベンダー・データ」をお客様のために IBM が処理する場
合には、次のご利用条件が適用されます。

4.1

Thomson Reuters
IBM の「Thomson Reuters ベンダー・データ契約」に従い、本書に基づいて提供されるコンテンツのうち、
Thomson Reuters から供給されるもの (以下「TR データ」といいます。) (「TR データ」を含む「クラウ
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ド・サービス」オファリングからのアウトプットを含みますが、これらに限定されません。) へのアクセ
スおよびその利用には、次の特記事項および条件が適用されます。
a.

The TR Data is copyright © 1999 – 2016, Thomson Reuters. All rights reserved. Thomson Reuters (Markets)
LLC、Thomson Reuters Canada Limited、およびその関係会社は本書においては「Thomson Reuters」
といいます。

b.

Thomson Reuters またはその第三者プロバイダーは、「TR データ」について、これらに限らないも
のの、著作権、商標権、特許権、データベース権、営業秘密、ノウハウ、およびその他の知的財産
権、または導出の保護形態もしくは同等の効果を持つ形態を含むすべての権利、権原、および利益
を所有し、保持するものとし、お客様には、それらに関する、またはそれらに対する所有権は付与
されていません。「TR データ」は、Thomson Reuters またはその第三者プロバイダーの機密情報と
営業秘密です。「TR データ」の表示、実施、再生、配布、または「TR データ」の二次的著作物の
作成は、形式や方法に関係なく、明示的に禁止されています。ただし、本書にて明示的に許可され
ている場合、さもなければ Thomson Reuters の書面による事前許可を得ている場合は除きます。

c.

IBM は「TR データ」を利便性のために提供するものであり、「TR データ」の品質または可用性に
ついて責任を負わないことを、お客様は了承するものとします。お客様は、「TR データ」の一般
的な形式、内容、機能、パフォーマンス、および制限を了承しており、「TR データ」がその目的
に適合していることを承認していることを認めるものとします。

d.

お客様は、「TR データ」(「TR データ」を含む「クラウド・サービス」オファリングからのアウト
プットを含みますが、これに限定されません。) を、お客様の社内業務で利用するために、またはお
客様の従業員、役員、取締役、請負業者、代理人およびアドバイザー (弁護士、コンサルタントおよ
び会計士を含みますが、これらに限定されません。)、もしくはお客様の顧客との相談で利用するた
めに、使用することができます。上記の「TR データ」の配布を除き、お客様は、「TR データ」ま
たは「TR データ」の一部 (「TR データ」を含む「クラウド・サービス」からのアウトプットを含み
ますが、これに限定されません。) をさらに再配布してはなりません。ただし、書面で IBM が明示
的に許可している場合は除きます。本「サービス記述書」の終了または満了時に、本書に基づき
「TR データ」に付与されるすべての権利は即時終了するものとします。お客様は、「クラウド・
サービス」オファリングを使用するお客様により生成されたすべての報告書、プレゼンテーション、
発表およびその他の資料のコピーを保持することが認められるものとしますが、かかる報告書、プ
レゼンテーションもしくは発表、または本「サービス記述書」の期間中に作成されるその他が、
「サービス記述書」に準じたお客様の使用にのみ制限されるものとすることを条件とします。

e.

お客様は、「TR データ」の特定要素へのアクセスが停止する場合があること、または Thomson
Reuters により、もしくはかかる要素の第三者プロバイダーの指示を受けて、特定の条件の適用を受
ける場合があることを了承します。「TR データ」に http://www.thomsonreuters.com/3ptyterms で規定さ
れる「一般制限/通知」ページで参照される第三者データを含む場合に限り、かかる「一般制限/通知」
ページで規定される条件がお客様に適用されるものとします。お客様が第三者の条件のうち適用され
る可能性のあるものについて疑問がある場合には、IBM サポート担当員にお問い合わせください。

f.

いずれの暦年においても、「TR データ」の条件に基づく、あるいは、関連する損失、損害、また
は費用に対する IBM の責任の総額は (過失、契約違反、不実表示、またはその他理由に関わらず)、
当該暦年につき「TR データ」のためにお客様に代わって支払われた料金の総額を超えないものと
します。

g.

IBM、IBM の関連会社、Thomson Reuters、その第三者プロバイダーはいずれも、「TR データ」が
中断なく、誤りなしで、適宜に、完全に、正確に提供されることを保証せず、当該物の使用から得
られる結果について保証するものではありません。「TR データ」もしくはお客様による「クラウ
ド・サービス」オファリングからのアウトプットにアクセスするお客様、その関連会社または第三
者の、「TR データ」の使用およびそれに対する信頼は、お客様ご自身の責任でなされるものとし
ます。IBM、IBM の関連会社、Thomson Reuters、その第三者プロバイダーはいずれも、いかなる場
合であれ、お客様またはその他の組織もしくはその他の者が「TR データ」を使用できないことに
ついても、また、原因に関係なく、「TR データ」の使用において、もしくは「TR データ」の使用
に起因する、不正確性、誤り、遺漏、遅延、コンピューター・ウィルスもしくはその他の欠陥や破
損、損害、請求、債務もしくは損失に対して、責任を負いません。「TR データ」は「現状」にて
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お客様に提供され、いかなる保証も提供されません。適用法の許す限りにおいて、いかなる商品性
の保証、特定目的適合性の保証、権原保証、権利不侵害保証を含むいかなる保証も、明示的もしく
は暗示的に、本書に基づき提供されるものではありません。
h.

Thomson Reuter またはその第三者プロバイダー、あるいはその担当者への「TR データ」に関連す
る、直接的または間接的損害、特殊または偶発的損害、または結果として起こる損害、損失または
費用についての予見の有無を問わず、いかなる場合も、Thomson Reuters またはその第三者プロバ
イダーは、それらの損害、損失、または費用について責任を負いません。これには、直接的または
間接的損害、特殊または偶発的損害、または結果として起こる、損害、損失または費用などが含ま
れますが、これらに限られません。さらに、Thomson Reuters またはその第三者プロバイダーは、
いかなる方法でも、「クラウド・サービス」オファリングに対して責任を負わないものとします。
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