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THIS AGREEMENT SHALL BE VOID IF UNILATERALLY MODIFIED BY DEVELOPER. 
 

AUTODESK DEVELOPER NETWORK PROGRAM AGREEMENT 
 

Developer#:  [Developer#] 

�
This Autodesk Developer Network Program Agreement is entered into on [DateExecuted] by and between 
AUTODESK (as defined below) and [CompanyName], located at [OfficeAddress] ("Developer"). 

�

1. DEFINITIONS. In addition to those terms defined within the text of the Agreement, the following 
defined terms shall apply throughout this Agreement: 

 
1.1 “ADN” or “ADN Program” means the Autodesk Developer Network, the Autodesk program for 

providing select software developers with certain ADN Materials and/or support to develop 
modules or design solutions that complement and enhance Autodesk’s products and/or services. 

 
1.2 “ADN Materials” means the Software and other tools (including APIs, SDKs and DDKs), reference or 

sample code, utilities, technologies, features, functionalities, icons, notes, scripts, libraries, 
drawings, designs, documentation, trainings, resources or other materials made available by 
Autodesk under the ADN Program. 

 
1.3 “ADN Membership” means membership in the ADN Program. 

 
1.4 “ADN Membership Application” means Developer’s completed Autodesk application form, and any 

and all related materials or information utilized or submitted to Autodesk, for participation in the 
ADN Program. 

 
1.5 “ADN Site” means the current Autodesk Developer Network extranet site at  

https://adn.autodesk.io or any other successor site designated by Autodesk (including all web 
pages contained therein). 

 
1.6 “Agreement” means this Autodesk Developer Network Program Agreement, together with all 

exhibits and amendment thereto (if any). 
 

1.7 “Autodesk” means Autodesk, Inc., a Delaware corporation, except that if Developer submitted 
ADN Membership Application in a country in Europe, Africa or the Middle East, “Autodesk” 
means Autodesk Ireland Operations Limited, an Irish company. 

 
1.8 “Confidential Information” means all information, whether disclosed before or after the Effective 

Date, that is disclosed in written, oral, electronic, visual or other form by either party and is marked 
or designated as “confidential” or “proprietary” at the time of disclosure, or if disclosed orally or in 
other intangible form or in any form that is not so marked, that is identified as confidential at the 
time of such disclosure and summarized in writing and transmitted to the other party within fifteen 
(15) days of such disclosure. Confidential Information may include, without limitation, computer 
programs, software or hardware products, software features and functionalities, specifications, 
product development plans, platform support, information relating to product lines which utilize 
the Software, release dates and any related documentation and materials, code, documentation, 
algorithms, know-how, trade secrets, formulas, processes, procedures, ideas, research, inventions 
(whether patentable or not), copyrights, schematics and other technical, business, financial and 
marketing information, forecasts, strategies, names and expertise of employees and consultants, 
customer or partner information, customer data or other information. Confidential Information 
does not include any information which: (a) is already known to the other party without restriction 

http://adn.autodesk.com/
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on use or disclosure prior to first receipt; (b) is or has become available to the public other than by 
breach of this Agreement by the other party; (c) is released for general disclosure by an official 
release or announcement made by the disclosing party; (d) is rightfully received from a third party 
without breach of any obligation of confidentiality and without restriction on subsequent 
disclosure; (e) is independently developed by employees of the receiving party without access or 
reference to Confidential Information of the disclosing party and for which documentation is 
available to show such independent development. 

 
1.9 “Developer” means the applicant accepting this Agreement and who has been approved  and 

authorized by Autodesk to join the ADN Program. For clarification, “Developer” refers only to a 
single, specifically identified legal entity or individual, and does not include any  subsidiary  or 
affiliate of any such legal entity or individual or any other related person. 

 
1.10 “Developer Support” means certain technical and/or API-related support services for the Software 

as designated and determined solely by Autodesk. 
 

1.11 “Developer Works” means the programs, solutions (including, without limitation, products, 
publications and services), modules, components or functionalities developed by Developer that (i) 
are compatible with and are used and/or interfaced with the Software and (ii) contribute significant 
value-added functionality or enhancements to the Software, including, without limitation, all 
modifications, enhancements, and updates thereto. 

 
1.12 “End User” means Developer’s end user who has the right to use the Software pursuant to the 

terms and conditions of the Software License (as defined below). 
 

1.13 “Evaluation Version Software” shall have the meaning set forth in Section 3.3.1 below. 
 

1.14 “Enrollment Fee” means the annual fee charged to Developer for participation in the ADN 
Program. 

 
1.15 “Intellectual Property Rights” means Autodesk’s intellectual property rights and proprietary rights, 

which include, without limitation, Autodesk's patents, inventions, trademarks, trade names, logos, 
copyrights, know-how and trade secrets relating to Autodesk’s business and its products (including, 
without limitation, the Software) or services, including the design, development, manufacture, 
operation or provision thereof. 

 
1.16 “Licensed Site(s)” means the licensed site(s) specified in Developer’s ADN Membership Application. 

 
1.17 “Software” means the Autodesk’s software programs, products or services, and any updates 

thereto, provided by Autodesk to Developer pursuant to and in accordance with this Agreement. 
“Software” shall include, without limitation, the Evaluation Version Software. 

 
1.18 “Software License” means the then-current license agreement provided with, and/or incorporated 

in, a Software product which agreement states the terms and conditions pursuant to which an End 
User may use such Software. 

 
2. CONFIDENTIAL INFORMATION. 

 
2.1 Autodesk’s Confidential Information. For purposes of this Agreement, Autodesk’s Confidential 

Information shall include all information made available by Autodesk, in writing or verbally 
(notwithstanding the definition provided in Section 1.8), relating to ADN Materials (including, 
without limitation, all alpha, beta or other pre-release or restricted version of any Software). 

 
2.2 Restrictions. Developer shall: 
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2.2.1 not use Autodesk’s Confidential Information for its own use or for any purpose whatsoever 
including, without limitation, for commercial use or resale, except Developer may make internal 
use of Autodesk’s Confidential Information solely for the development of Developer Works in the 
manner expressly provided for in this Agreement; 

 
2.2.2 not disclose Autodesk’s Confidential Information to any third party, individual, corporation or other 

entity (other than Developer’s officers, directors, employees or independent contractors) without 
the prior written consent of Autodesk and Developer shall limit disclosure of Autodesk’s 
Confidential Information to only such authorized parties (including, without limitation, Developer’s 
officers, directors, employees or independent contractors working on Developer’s premises) having 
a need to know such information for the purpose of the development of Developer Works and who 
have signed nondisclosure agreements in place with obligations no less restrictive than those set 
forth herein; 

 
2.2.3 take all reasonable care, no less than the care Developer takes with respect to its own Confidential 

Information, to protect the secrecy of, and avoid the unauthorized disclosure or use of, Autodesk’s 
Confidential Information; and 

 
2.2.4 promptly notify Autodesk in writing of any misuse, misappropriation or unauthorized disclosure of 

Confidential Information that may come to the attention of Developer. 
 

2.3 Exception. The foregoing restrictions shall not apply to the extent any information is required to be 
disclosed by a court of competent jurisdiction or a statutory or regulatory authority, provided 
Autodesk is given prompt prior written notice of such requirement and Developer provides full 
cooperation in limiting the scope of such disclosure to the extent possible. 

 
2.4 Remedies. Developer acknowledges its obligations to protect Autodesk’s Confidential Information 

are essential to the business interests of Autodesk and that disclosure of such Confidential 
Information in breach of this Agreement may cause Autodesk immediate, substantial and 
irreparable harm, the value of which would be extremely difficult to determine. Accordingly, 
Developer agrees that, in addition to any other remedies that may be available in law, equity or 
otherwise for the disclosure or use of Confidential Information in breach of this Agreement, 
Autodesk shall be entitled to seek injunctive relief against any such breach or threatened breach of 
this Agreement. 

 
2.5 Developer’s Confidential Information. Developer acknowledges that Autodesk does not want to 

receive any Confidential Information of Developer from Developer. However, if Developer must 
provide Autodesk with Developer’s Confidential Information, Autodesk agrees not to disclose 
Developer’s Confidential Information to any third party (other than as authorized by Developer in 
writing) unless such third party has a need-to-know and is subject to a written nondisclosure 
agreement. Autodesk shall take every reasonable precaution to protect such Confidential 
Information of Developer. Autodesk shall only use such Confidential Information of Developer for 
purposes of (i) providing support in connection with the ADN Program; or (ii) reviewing Developer 
Work pursuant to Section 10.2 of this Agreement. 

 
3. LICENSE. 

 
3.1 License to ADN Materials. Subject to Developer’s compliance with the terms and conditions of this 

Agreement and the applicable Software License and the ADN Program documentation (if any), 
Autodesk grants to Developer a non-transferable, non-exclusive, non-sublicensable, revocable and 
limited license to: 

 
3.1.1 use the ADN Materials for Developer’s internal development of Developer Works or any adaptation 

or modification thereof to make Developer Works interoperable with the Software; 
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3.1.2 use the ADN Materials to test, evaluate and support such Developer Works; 
 

3.1.3 use the ADN Materials for training End Users on the use of the Developer Works and demonstrating 
Developer Works that interoperate with the Software; 

 
3.1.4 reproduce and modify or make a derivative work of certain designated sample code for the 

purposes of developing the Developer Works that interface with the Software; and 
 

3.1.5 distribute such sample code to End Users solely as embedded in and constituting an integrated part 
of the Developer Works for the purposes of complementing and enhancing the Software unless 
otherwise specifically prohibited by the Software License such as with some software development 
tools, utilities and kits. 

 
3.2 Restrictions. 

 

3.2.1 Developer shall not include the ADN Materials or any portion of the Software in Developer Works 
without the prior written consent of Autodesk (duly signed by Autodesk’s authorized 
representative), except where expressly permitted under this Agreement. In addition, the ADN 
Materials shall be used internally: 

 
i) only by employees and/or independent contractors of Developer who have signed 
confidentiality agreements with Developer with confidentiality terms at least as restrictive 
as the obligations of confidentiality under this Agreement; 

 
ii) only by the number of users specified on the ADN Membership Application; and 

 
iii) only at the Licensed Site(s) set forth in the ADN Membership Application, except the 
Software may be used away from the Licensed Site for sales demonstration purposes only. 

 
3.2.2 Developer shall not use the Software as an end user, and for any purpose except as provided for in 

this Agreement, including but not limited to, for creating drawings, designs, models, visualizations, 
simulations, animations or special effects or for any commercial, professional, commercial training, 
competitive analysis or other for-profit purposes. The ADN Materials are provided to Developer 
solely to develop Developer Works that increase the productivity of End Users using the Developer 
Works and the Software. 

 
3.2.3 Developer shall not use the Software for the purpose of developing products and/or services that 

are primarily competitive with Autodesk’s products and/or services. 
 

3.2.4 Developer shall not (either directly or indirectly) de-compile, disassemble, reverse engineer, or in 
any manner, attempt to derive or have derived the source code of the Software or to devise 
alternate solutions which eliminate the need for or otherwise diminish the value, utility, or goodwill 
of the Software, the determination of which shall be in Autodesk’s sole discretion. Except as 
otherwise permitted by this Agreement, Developer may make only the number of copies of the 
Software authorized in its ADN Membership Application, and Developer shall not modify, translate, 
alter, adapt, arrange or create any derivative works of, transfer, assign, rent, loan, lease, sublicense, 
sell, resell or in any way distribute or provide all or any portion of the ADN Materials to any person 
or entity other than as permitted under this Agreement. In addition, Developer shall not attempt 
to (i) remove, defeat or circumvent any license manager technology or copy protection device 
provided with the Software, (ii) bypass or delete any functionality or technical limitations of the 
Software that prevent or inhibit the unauthorized copying or use of the Software, or (iii) provide or 
make available any features or functionality of the ADN Materials to any person or entity, whether 
or not over a network and whether or not on a hosted basis. Further, Developer shall not install or 
access the Software over the Internet or other non-local network, including, without limitation, use 



ADN	Program	Agreement		 Page	5	of	30	
	

Legal	Form:	0103	
	Rev	06/21	

	
 

in connection with a wide area network (WAN), virtual private network (VPN), virtualization, web 
hosting, commercial time-sharing, service bureau, Software as a Service, cloud or similar service or 
technology, or make the Software available via the Internet on Developer’s system or otherwise to 
any person or entity except as expressly set forth in this Agreement or as expressly authorized in 
writing by Autodesk. 

 
3.2.5 Developer shall not remove, alter, or obscure any proprietary notices, labels, or marks from or on 

any ADN Materials or the ADN Site. 
 

3.2.6 The prohibitions contained in this Agreement, including, without limitation, this Section 3.2, will not 
apply to the extent that applicable law (including, without limitation, laws implementing EC 
Directive 2009/24 on the legal protection of computer programs and laws of other jurisdictions 
relating to similar subject matter) does not allow such prohibitions to be enforced. 

 
3.3 Limited License to Evaluation Version Software. 

3.3.1 Autodesk may, in its discretion, make versions of the Software available to Developer as a 
demonstration, evaluation, trial, “not for sale” (“NFS”) or “not for resale” (“NFR”) version (each an 
“Evaluation Version Software”). Evaluation Version Software may not be available for all Software, 
in all regions or in all languages. Subject to  the conditions set forth in this Section and  the 
applicable Software License, Autodesk grants a non-exclusive, non-transferable, royalty-free, 
limited license to Developer to  distribute to  its End Users one (1) copy of Evaluation Version 
Software bundled with the Developer Works solely for the purpose of such End User’s evaluation of 
the Software and Developer Works strictly in accordance with this Agreement and the applicable 
Software License. Developer’s End Users may install and access one copy of the Evaluation Version 
Software only for the purpose of evaluation and demonstration of the Software in conjunction with 
the Developer Works. Developer shall ensure that the Evaluation Version Software that is 
reproduced and distributed is an exact replica of the Software in object code form. The Evaluation 
Version Software may only be installed for the lesser of thirty (30) day evaluation period or as 
specified by Autodesk in writing. Permission to reproduce and distribute the Evaluation Version 
Software is granted to Developer, provided that (a) all Autodesk markings, including but not limited 
to the copyright notice, trade names, trademark symbols, labels or proprietary notices that appear 
in the Evaluation Version Software, appear unmodified in all copies, (b) use of Evaluation Version 
Software is for evaluation, demonstration and non-commercial purposes only, (c) Evaluation 
Version Software is not modified in any way, (d) Developer does not charge a fee for the Evaluation 
Version Software, and (e) Developer ensures that: (i) each copy of the Software reproduced and 
distributed by Developer shall contain a copy of this Agreement and  the applicable Software 
License; and (ii) the Software may not be installed onto a computer without the End User first 
agreeing to the Software License. In case of any discrepancy between this Agreement and the 
applicable Software License for use of any replica of the Evaluation Version Software, this 
Agreement shall prevail. 

3.3.2 Developer may not enter into any license agreement with its end users on behalf of Autodesk with 
respect to the Evaluation Version Software. Notwithstanding the foregoing, the following language 
shall be included in the same language as the Developer Works on any product packaging or 
download website: 

 
“This software is licensed subject to the license agreement that appears during the 
installation process or is included in the package. If after reading the agreement 
you do not wish to accept its terms, you must return or destroy the software as 
provided in the agreement.” 

 
3.3.3 Once during each annual term of this Agreement upon Autodesk’s request, Developer must provide 

a written report to the Autodesk designated contact, within fifteen (15) days of request, setting out 
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the number and type of Evaluation Version Software distributed during the preceding twelve (12) 
months (“Distribution Reports”). 

3.3.4 Under no circumstances may Developer offer the Evaluation Version Software separately from or 
not in connection with Developer Works. Except for the limited distribution license granted in this 
Section 3.3 to Developer, Developer shall have or obtain no distribution rights for the Software. 

 
3.4 Title. Developer shall use the Software only to the extent and for the purposes stated in this 

Agreement, and Autodesk and its licensors own all right, title and interest in and to the ADN 
Materials and all copies thereof and all rights therein, including the Intellectual Property Rights. 
Any rights not expressly granted herein are reserved by Autodesk. Developer must take all 
reasonable measures to protect Autodesk's proprietary rights in the Software (including, without 
limitation, the APIs and the Evaluation Version Software) and shall require its End Users to do so as 
well. Failure to comply with the terms of this Section 3 constitutes a material breach of this 
Agreement and Autodesk has the right to terminate this Agreement and all rights associated with it 
without limiting its other remedies. 

 
4. RELATIONSHIP OF THE PARTIES. 

 
4.1 Independent Contractor. The relationship of the parties hereto is that of independent contractors. 

Under no circumstances shall any employees of one party be deemed to be the employees of the 
other for any purpose. Each party shall pay all wages, salaries, and other amounts due its respective 
employees relative to this Agreement and shall be responsible for all obligations respecting them 
relating to applicable payroll taxes, income tax withholdings, disability, workers’ compensation and 
unemployment insurance premiums, health care and pension plan contributions and other similar 
responsibilities. Neither party has the right nor authority to assume or to create any obligation or 
responsibility on behalf of the other party, except as may from time to time be provided by written 
instrument signed by both parties. Nothing contained herein shall be construed as creating an agency 
or joint venture, franchise, consortium or partnership between the parties. Developer and its 
employees shall not acquire any of the rights or privileges of an Autodesk employee. All financial 
obligations associated with Developer’s business are the sole responsibility of Developer. Each 
party shall be solely responsible for, and shall indemnify and hold the other free and harmless from 
any and all claims, damages or lawsuit (including reasonable attorney’s fees) arising or alleged to 
arise out of the acts of such party, its employees or agents. 

 
5. CONTACTS AND NOTICES. 

 
5.1 Designated Business Contacts.  The following persons are appointed as primary contacts with 

respect to this Agreement and the ADN Membership Application: 
 

For Autodesk: 
 

relevant Autodesk entity 
Attn.:  Program  Manager  of  Autodesk  Developer 
Network 

For Developer: 
 

As stated in the ADN Membership 
Application 
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5.2 Notices.  Any notice or other document or communication required or permitted hereunder to 
the parties hereto will be deemed to have been duly served only if in writing or electronically, 
addressed to the designated contact indicated above, and delivered by any of the following 
methods:  (i) registered mail, return receipt requested, postage prepaid; (ii) confirmed facsimile; 
(iii) deposit with a recognized commercial overnight courier service, fees prepaid (iv) via DocuSign 
or equivalent electronic delivery system or (v) via newsletter in each case delivered to the 
physical , or electronic addresses of the receiving parties set forth above or such other addresses 
as such parties may subsequently dictate according to the notice provisions hereof.  Notice is 
deemed to have been given five (5) days after deposit in the mail or dispatch of electronic 
message, immediately upon confirmation of sent facsimile or one day after deposit with 
overnight carrier or delivery service, except that notice of change of address is effective only 
upon receipt.   

 
6. TERM. 

 
This Agreement shall be effective on the date of latest signature on this Agreement and receipt of 
payment by Developer of the Enrollment Fee as applicable (“Effective Date”), and shall remain in full 
force and effect through the end  of the then-current calendar year; thereafter, this Agreement shall 
automatically renew for additional one (1) year periods, provided Developer has paid the 
then-current Enrollment Fee as set out in the ADN Membership Application, unless this Agreement has 
been earlier terminated in accordance with its terms. 

 
7. TERMINATION. 

 
7.1 Termination with Cause. Either party may terminate this Agreement for a material breach by 

the other party of the terms of this Agreement that has not been corrected within ten (10) 
days after delivery of written notice of such breach to the other party. 

 
7.2 Termination without Cause.  Either party may terminate this Agreement without cause with 

thirty 
(30) days prior written notice. If Autodesk terminates this Agreement pursuant to this 
subsection, Autodesk shall return, or procure the return of, a pro-rata portion of Developer’s 
Enrollment Fee for the then-current year. If Developer terminates this Agreement pursuant to 
this subsection, Developer shall not be entitled to refund of Developer’s Enrollment Fee. 

 
7.3 Survival. The provisions of Sections 2, 7.3, 7.4, 10.3, 10.7, 12, 13, 14 and 15 of this Agreement 

shall survive the termination or expiration of this Agreement. 
 

7.4 Effect of Termination. Autodesk’s right to terminate in accordance with this Section are in 
addition to, and shall not limit or prejudice, any other right or remedy available under this 
Agreement, at law or in equity. Upon termination, Developer shall promptly return to 
Autodesk all Confidential Information and ADN Materials pursuant to Section 10.3 below. 

 
8. ENROLLMENT FEE. 

 
In order to cover the cost of support services provided by Autodesk pursuant to this Agreement, 
Autodesk has established Enrollment Fees payable by Developer. The current Enrollment Fees are 
stated in the ADN Membership Application. Special promotional pricing may be offered by Autodesk 
or the Autodesk affiliate identified on the ADN Membership Application, at its sole discretion, from time 
to time. Upon expiration of any such promotional offering, pricing shall revert to the then-current 
Enrollment Fee. 

 
9. ADN PROGRAM SUPPORT. 

 
9.1 ADN Materials. Subject to the terms and conditions of this Agreement, the determination, 

selection, form, format and/or delivery of the ADN Materials is in Autodesk’s sole discretion. 
Developer may receive the ADN Materials via physical delivery or via electronic download online 
or via any other technology now known or hereafter known, in Autodesk’s sole discretion. 
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9.2 Developer Support. Subject to Developer personnel (who actually submit support requests) 

demonstrating their basic proficiency in software development, Autodesk or a third party 
authorized by Autodesk, will provide Developer Support via email, internet or telephone in 
accordance with the support level specified in the ADN Membership Application. The scope 
of Developer Support shall not extend beyond issues related to the ADN Materials. Developer 
acknowledges and agrees: 

9.2.1 Developer Support shall be deemed to be Autodesk’s Confidential Information; 
 

9.2.2 Developer Support is provided solely for, and shall be used solely for, supporting 
Developer’s internal use of the ADN Materials in accordance with the terms of this 
Agreement; 

 
9.2.3 Developer Support may not achieve Developer’s desired results; and 

 
9.2.4 Developer bears sole responsibility for determining whether or not the ADN Materials 

are suitable for use in or with Developer Works. 
 

9.3 ADN Site. Autodesk will provide Developer with access to the ADN Site. 
 

9.4 Marketing Materials. Autodesk may, from time to time, make available to Developer 
marketing materials, logos or other public-facing materials and/or samples of such materials as 
Autodesk may, in its sole discretion, consider appropriate to facilitate the ADN Program or its 
objectives. Autodesk may place restrictions on the use of such materials as it may, in its sole 
discretion, consider appropriate to facilitate the ADN Program or its objectives. 

 
10. DEVELOPER OBLIGATIONS. 

 
10.1 Product Update. Developer shall use its best efforts to create Developer Works that 

complement and enhance the Autodesk products and/or services. With respect to Developer 
Works that are Developer’s commercial products, Developer shall have completed and 
commenced shipment of such Developer Works as soon as practicable for the most recent 
release of the applicable Software. This Section shall apply only to Developer Works that 
are commercially released by Developer and that require the Software to operate. 

 
10.2 Submission of Application Copy for Review. If Developer Works are made commercially 

available, Autodesk may request to review Developer Works no more than one (1) time per 
calendar year in order to resolve any customer quality queries and/or determine, in 
Autodesk's sole discretion, whether Developer Works are compatible and compliant with the 
ADN Program goals and guidelines and in determining their scope and applicability in relation 
to the Software. Also, upon Autodesk’s request, Developer shall submit to Autodesk a copy of 
the compact disk or other media containing the Evaluation Version Software for Autodesk’s 
review and shall make any corrections requested by Autodesk, if any. 

 
10.3 Return of Materials. Upon Autodesk’s request or upon expiration or termination of this 

Agreement, Developer shall promptly return to Autodesk all of Autodesk’s Confidential 
Information and ADN Materials to Autodesk, as well as any related copies, summaries, 
portions, or other materials furnished by Autodesk, whether or not such materials are of 
a confidential or non- confidential nature, or destroy such items and deliver to Autodesk 
written certification of their destruction. 

 
10.4 Discovery of Unauthorized Use. Developer shall not distribute any permitted ADN Materials to 

any person or entity if Developer is aware that such person or entity is involved in 
unauthorized use of the ADN Materials or any Autodesk materials or other infringement of 
Autodesk’s proprietary rights. Developer shall notify Autodesk promptly if Developer knows or 
suspects any unauthorized use or infringement of Autodesk’s Intellectual Property Rights in 
Autodesk software by Developer’s customers or end users and shall provide reasonable 
assistance to Autodesk in the prosecution of any claims arising therefrom. In the event 
Developer fails to provide such notice or assistance or continues to provide products or 



ADN	Program	Agreement		 Page	9	of	30	
	

Legal	Form:	0103	
	Rev	06/21	

	
 

services to an unauthorized or infringing user, Developer’s action shall be deemed a material 
breach of this Agreement and cause for termination of this Agreement and Developer's 
membership in the ADN Program. 

10.5 Dealing in Pirated Products. Developer shall not, during the term of this Agreement, participate, 
or have any kind of interest whether on its own or through third parties, in the production, 
marketing, sale or distribution of any pirated products. Pirated products shall be defined as 
any product or media containing a software program copied without prior consent of Autodesk. 
Any breach of this Section shall be deemed a material breach of this Agreement and cause 
for termination of this Agreement and Developer’s membership in the ADN Program. 

 
10.6 Export Controls. Developer acknowledges that the ADN Materials and any technical data 

provided by Autodesk under this Agreement are subject to the export control laws and 
regulations of the United States (“U.S.”) and agree to abide by those laws and regulations. 
Under U.S. export control laws and regulations, the ADN Materials may not be downloaded 
or otherwise exported, re-exported, or transferred to restricted countries, to restricted end 
users or for restricted end uses. Developer represents, warrants and covenants that neither 
Developer nor its employees or contractors (a) are located in, or a resident or a national of, a 
restricted country; (b) are on any of the U.S. government lists of restricted end users; and (c) 
will, unless otherwise authorized under 
U.S. export control regulations, use ADN Materials in any restricted end use, including, 
without limitation, design, analysis, simulation, estimation, testing, or other activities related 
to nuclear, chemical/biological weapons, rocket systems or unmanned air vehicles 
applications. Developer understands that the requirements and restrictions of U.S. law as 
applicable to Developer may vary depending on the ADN Materials downloaded or used and 
may change over time, and that, to determine the precise controls applicable to the ADN 
Materials, it is necessary to refer to the U.S. Export Administration Regulations and the U.S. 
Department of Treasury, Office of Foreign Assets Control Regulations. Developer shall be 
solely responsible for (i) complying with applicable laws and regulations of Developer’s country 
which restrict or prohibit exports and (ii) monitoring any modifications to such laws and 
regulations. Developer’s failure to comply with U.S. foreign trade and export laws and 
regulations, or those of Developer’s country, shall be deemed a material breach of this 
Agreement. Developer shall notify Autodesk immediately upon learning that it has exported, 
transferred or disclosed any ADN Materials or technical data to any country, entity or other 
party which is ineligible to receive such items under U.S. laws and regulations or those of 
Developer’s country. 

 
10.7 Indemnity. Developer agrees to indemnify, hold harmless and defend Autodesk and its 

directors, officers, employees and agents from and against any claim, demand, action, 
proceeding, investigation, cost, loss, liability, or expense, including court costs and reasonable 
fees for attorneys or other professionals, suffered or incurred by Autodesk arising out of or 
related to (i) any breach by Developer of the terms of this Agreement or any end user license; 
(ii) any action brought by an end user including, without limitation, any claim related to the 
ADN Materials provided herein or the Developer Works; (iii) any action brought by an 
employee or contractor of Developer allegedly based on a labor relationship with Autodesk; (iv) 
any negligent or willful act or omission by Developer, or Developer’s employees; or (v) any 
violation of any statute, ordinance or regulation including but not limited to export controls, 
data protection and privacy laws. In no event may Developer enter into any settlement or 
like agreement with a third party that affects Autodesk's rights or binds Autodesk in any way, 
without the prior written consent of Autodesk. 

 

10.8 Improper Use. Developer shall comply with all laws and regulations applicable to the 
marketing and delivery of its products and services, and conduct its business in a manner 
that does not negatively affect Autodesk’s reputation, goodwill or prospects. Pornographic, 
defamatory or otherwise unlawful use of the ADN Materials is strictly prohibited whether 
directly or in context with specific subject matter. Autodesk marketing materials shall not be 
used in (i) a manner that would lead a reasonable person to believe that the model within the 
marketing material personally uses or endorses a product or service; or (ii) in a manner that 
would be considered unflattering or controversial to a reasonable person. Developer also 
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agrees to comply with Autodesk’s policies (available at 
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks or any successor site(s) 
thereto), including without limitation, Autodesk export compliance policies (available at 
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/compliance or any successor 
site(s) thereto) and Autodesk trademark guidelines (available at  
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/intellectual-
property/trademarks#referenced or any successor site(s) thereto).  Developer’s access to and 
use of the ADN Site shall be subject to Autodesk’s Terms of Use (available at 
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks 
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/en/general-terms or any successor site(s) 
thereto). 

 
10.9 Consent to Receive Communications. Developer consents to Autodesk sending periodic 

electronic, including e-mail, and other communications to keep the Developer apprised of 
new Autodesk products and technologies, training opportunities and other information. 

 
11. WARRANTY. 

 
Developer represents and warrants that it has the right to enter into this Agreement and any 
related attachments hereto and to participate in the ADN Program in the manner described herein. 
Developer also represents and warrants that all information and materials that it provides on the 
ADN Membership Application and ADN Site are true, accurate and complete, and are not false, 
fraudulent, misleading, infringing, harmful or inappropriate. Developer shall immediately notify 
Autodesk in writing of any changes to the ADN Membership Application. 

 
12. DISCLAIMER. 

 
THE ADN MATERIALS ARE FURNISHED TO DEVELOPER “AS IS.” TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, 
NEITHER AUTODESK NOR ITS LICENSORS WARRANTS THE PERFORMANCE OF THE ADN MATERIALS, 
THEIR QUALITY, OR ANY RESULTS WHICH MAY BE OBTAINED BY USING THE ADN MATERIALS. NEITHER 
AUTODESK NOR ANY OF ITS LICENSORS MAKES ANY WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO 
NON-INFRINGEMENT OF THIRD-PARTY RIGHTS, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR 
PURPOSE. TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, NEITHER AUTODESK NOR ANY OF ITS LICENSORS 
WARRANTS THAT USE OF THE ADN MATERIALS WILL PRODUCE A PARTICULAR RESULT OR THAT 
OPERATION OF THE ADN MATERIALS WILL BE ERROR FREE, ACCURATE, RELIABLE OR COMPLETE. 
AUTODESK DOES NOT WARRANT THE ADN MATERIALS WILL FUNCTION IN EVERY HARDWARE 
PLATFORM, SOFTWARE ENVIRONMENT, AND/OR CONFIGURATION OF MODULES OR THAT THE ADN 
MATERIALS WILL DELIVER SPECIFIC FUNCTIONALITY AS PART OF DEVELOPER’S TOTAL UNIQUE 
HARDWARE AND SOFTWARE ENVIRONMENT. DEVELOPER ACKNOWLEDGES AND AGREES THE 
SOFTWARE MAY BE ALPHA, BETA, PRE-RELEASE OR RESTRICTED RELEASE AND IT IS POSSIBLE THE 
SOFTWARE WILL UNDERGO SIGNIFICANT CHANGES PRIOR TO RELEASE OF A GENERALLY AVAILABLE 
FINAL VERSION OR THAT THE SOFTWARE MAY NOT BE MADE GENERALLY AVAILABLE. 

 
EXCEPT AS EXPRESSLY STATED IN THIS AGREEMENT, NEITHER PARTY HAS MADE ANY WARRANTIES 
OR REPRESENTATIONS, EXPRESS OR IMPLIED BY OPERATION OF LAW OR OTHERWISE, CONCERNING 
THE ADN MATERIALS TO BE PROVIDED PURSUANT TO THIS AGREEMENT, THE SCOPE OR DURATION 
OF ANY MARKETING EFFORT AUTODESK MAY UNDERTAKE, OR THE SUCCESS OF ANY SUCH 
MARKETING EFFORT. NEITHER PARTY HAS RELIED ON ANY EXPRESS OR IMPLIED REPRESENTATION OF 
THE OTHER PARTY, WRITTEN OR VERBAL, AS AN INDUCEMENT TO ENTERING INTO THIS AGREEMENT. 

 
13. SIMILAR AUTODESK FEATURES AND PRODUCTS. 

 
Developer understands that Autodesk evaluates, designs, develops and acquires software and other 
products, and that products independently developed, evaluated, designed, or acquired by Autodesk 
may contain ideas and concepts similar to those that may be developed by Developer. Nothing in this 
Agreement shall prevent Autodesk from licensing, acquiring or independently developing and 
marketing, directly or indirectly through third parties, products similar to and competitive with software 
developed by, or on behalf of Developer. Nothing in this Agreement shall be construed to grant 
Developer any rights in any such independently developed products so developed, licensed or 

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/compliance
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/intellectual-property/trademarks#referenced
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/intellectual-property/trademarks#referenced
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/en/general-terms
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acquired by Autodesk, or any rights to the revenues or any portion thereof derived by Autodesk 
from the use, sale, lease, license or other disposal of any such independently developed products. 
 
14. LIMITATION OF LIABILITY. 

 
TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, IN NO EVENT SHALL AUTODESK BE LIABLE FOR COSTS OF 
PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES OR FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, 
INCIDENTAL, DIRECT OR INDIRECT DAMAGES ARISING OUT OF THIS AGREEMENT OR USE OF THE 
ADN MATERIALS OR CONFIDENTIAL INFORMATION, HOWEVER CAUSED, ON ANY THEORY OF 
LIABILITY (WHETHER DERIVED FROM CONTRACT, TORT OR OTHERWISE), AND WHETHER OR NOT 
AUTODESK HAS BEEN ADVISED OF THE 
POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. To the extent permitted by law, Developer’s sole and exclusive remedy 
for breach of this Agreement by Autodesk, whether based in contract, tort or otherwise, shall be a 
pro rata refund of the current Enrollment Fee paid to Autodesk. These limitations shall apply 
notwithstanding any fundamental breach, breach of a fundamental term, or failure of essential purpose 
of any limited remedy. 

 
WHERE AUTODESK IS NOT PERMITTED TO LIMIT DEVELOPER’S REMEDIES OR EXCLUDE LIABILITY AS 
DESCRIBED IN THIS SECTION UNDER APPLICABLE LAW, THEN, TO THE EXTENT PERMITTED BY LAW, 
AUTODESK’S ENTIRE LIABILITY AND DEVELOPER’S EXCLUSIVE REMEDY WILL BE (AT AUTODESK’S 
OPTION): 
(i) IN THE CASE OF GOODS ANY ONE OR MORE OF THE FOLLOWING: (a) THE REPLACEMENT OF THE 
GOODS OR THE SUPPLY OF EQUIVALENT GOODS: (b) THE REPAIR OF THE GOODS; (c) THE PAYMENT 
OF THE COST OF REPLACING THE GOODS OR OTHER SIMILAR GOODS; OR (d) THE PAYMENT OF THE 
COST OF HAVING THE GOODS REPLACED; OR (ii) IN THE CASE OF SERVICES: THE SUPPLY OF THE 
SERVICES AGAIN; OR THE PAYMENT OF THECOST OF HAVING THE SERVICES SUPPLIED AGAIN. 

 
15. GENERAL PROVISIONS. 

 
15.1 Choice of Law. This Agreement shall be construed, governed by and interpreted in accordance 

with the laws of (a) Ireland if Developer is located in a country in Europe, Africa or the Middle 
East, 
(b) Singapore if Developer is located in a country in Asia, Oceania or the Asia-Pacific region,  
(c) the State of California (and, to the extent controlling, the federal laws of the United 
States) if Developer is located in a country in the Americas (including the Caribbean) or any 
other country not specified in this Section 15.1. The laws of such jurisdictions shall govern 
without reference to the conflicts-of-laws rules thereof. The UN Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods and the Uniform Computer Information Transaction Act shall 
not apply to (and are excluded from the laws governing) this Agreement. In addition, each 
party agrees that any claim, action or dispute arising under or relating to this Agreement will 
be brought exclusively in (and the parties will be subject to the exclusive jurisdiction of) the 
Superior Court of the State of California, County of Marin, or the United States District 
Court for the Northern District of California in San Francisco, except that if Developer is 
located in (a) a country in Europe, Africa or the Middle East, any such claim or dispute will 
be brought exclusively in (and the parties will be subject to the exclusive jurisdiction of) the 
courts of Dublin, Ireland,  (b) a country in Asia, Oceania or the Asia-Pacific region, any such 
claim or dispute will be brought exclusively in (and the parties will be subject to the 
exclusive jurisdiction of) the courts of Singapore. Nothing in the foregoing will prevent 
Autodesk from bringing an action for infringement of intellectual property rights in any 
country where such infringement is alleged to occur. Autodesk expressly reserves the right to 
file actions for injunctive relief before any competent judicial or administrative tribunal in the 
Developer’s country of residence. 

 
15.2 No Assignment. Developer shall not assign or sublicense any right or license granted pursuant 

to this Agreement (whether by purchase of stock or assets, merger, change of control, 
operation of law, or otherwise). Autodesk may assign or delegate its rights or obligations under 
this Agreement to a designated third party. 
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15.3 Modification. Any and all amendments, alterations, or additions to this Agreement must be 
in writing and executed by an authorized representative of each party. No modifications to 
this Agreement proposed by Developer, or “riders” whether inserted in the page margins or 
attached 
on separate pages, shall be binding on Autodesk unless signed or initialed by a duly 
authorized representative of Autodesk. 

 
15.4 No Waiver. The failure of either party at any time to require performance by the other party of 

any provision hereof will not affect in any way the right to require such performance at 
any time thereafter. The waiver by either party of a breach of any provision hereof will not be 
taken or held by the other party to be a waiver of the provision itself unless such a waiver is 
expressed in writing. 

 
15.5 Attorney’s Fees. The prevailing party in any legal action shall be entitled to reimbursement of 

its expenses including, without limitation, reasonable attorney's fees. 
 

15.6 Authority. The individuals accepting this Agreement on behalf of each of the parties have 
due authority to bind their respective companies to the terms and conditions of this Agreement. 

 
15.7 Entire Agreement. This Agreement and the ADN Membership Application, which is 

incorporated herein by reference, constitutes the entire and exclusive agreement between 
the parties with respect to the subject matter hereof and supersedes any prior or 
contemporaneous agreements, discussions, communications, written or verbal, with respect to 
the subject matter hereof. 

 
15.8 Conflict of Interest. Developer shall not engage directly or indirectly either for itself, or with or 

for any other person or corporation in any work or undertaking which shall conflict with or 
create any legal impediment against Developer’s performance of its obligations under this 
Agreement and the rights and licenses granted to Autodesk pursuant to this Agreement, and 
Developer represents and warrants there is no such present conflict of interest nor any such 
legal impediment. 

 
15.9 Language. The parties hereto confirm that it is their wish that this Agreement, as well as 

other documents relating hereto, including Notices, have been and shall be written in the 
English language only. Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord principal ainsi 
que tous les documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient rédigés en langue Anglaise. 

 
15.10 Severability. If and to the extent any provision of this Agreement is held illegal, invalid, or 

unenforceable in whole or in part under applicable law, such provision or such portion thereof 
shall be ineffective as to the jurisdiction in which it is illegal, invalid, or unenforceable to the 
extent of its illegality, invalidity, or unenforceability and shall be deemed modified to the 
extent necessary to conform to applicable law so as to give the maximum effect to the 
intent of the parties. The illegality, invalidity, or unenforceability of such provision in that 
jurisdiction shall not in any way affect the legality, validity, or enforceability of such provision 
in any other jurisdiction or affect the legality, validity or enforceability of any other provision of 
this Agreement. 

 
15.11 Construction.  Ambiguities in this Agreement will not be construed against the drafter. 

 
 
This Agreement was accepted by [ExecutedBy (Title/Position)] on behalf of Developer. 
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参考翻訳 
 
本基本契約ははは、デデデベベベロロロッッッッパパパパーががが一一一方方方的にに修修修正正しししたたた場合には無効ととななるるもものののとととするるる。。。 

 
オートデスク デベロッパー ネットワーク基本契約書 

 
よくお読みください オートデスクでは、このオートデスクデベロッパーネットワーク基本契約書（以下 

「本基本契約」）に記載され、あるいはここで参照されている全ての条件にご同意いただいた場合にのみ、 オート

デスクデベロッパーネットワークご加入いただくこととしています。 

 
「同意する」欄にチェックを入れ、「続ける」ボタンまたは本基本契約電子版の条件に同意することを確認 
するためのその他のボタンないし仕組みをクリックした場合、(i)貴殿はその代表として行動する権限を与え 
られている事業体（例：雇用主）を代表して本契約を受諾するとともに、その事業体が本基本契約によって 
法的に拘束されることを認めた（かつ貴殿は本基本契約と整合的な形で行動することに同意した）ものとな 
り、またはその代表として行動する権限を与えられている事業体が特にない場合、貴殿は個人として自身の 
ために本基本契約を受諾するとともに、本基本契約によって法的に拘束されることを認めたものとなり、 
(ii)貴殿はそのような事業体（ある場合）を代表して、または自身のために行動する権利、権能および権限 
があることを表明し、保証したものとなります。貴殿は、その事業体の従業員またはその他の代理人であり、 かつ

その事業体を代表して行動する権利、権能および権限がある場合でない限り、事業体を代表して本契約 を受

諾することはできません。 
 
 
1. 定義 本基本契約の本文において定義する用語の他に、以下に定義する用語を本基本契約全体 

に適用するものとする。 
 
1.1 「ADN」または「ADN プププロロロググララムム」とは、オートデスクデベロッパーネットワークを意味する。

これは、選定されたソフトウェアデベロッパーに対して、オートデスクの製品および／または

サービスを補完し拡張するモジュールまたは設計ソリューションの開発を目的として、一定の 
ADN 提供物および／またはサポートを提供するオートデスクのプログラムである。 

 
1.2 「ADN 提提提供供供物物」とは、本ソフトウェアおよびその他ツール（API、SDK および DDK を含 

む。）、参照コードもしくはサンプルコード、ユーティリティプログラム、テクノロジー、諸 
機能、アイコン、注釈、スクリプト、ライブラリー、図面、設計図、文書、講習会、リソース、 
またはその他オートデスクが ADN プログラムにおいて提供するものをいう。 

 
1.3 「ADN メンバーシップ」とは、ADN プログラムを利用するメンバーシップ（メンバー資格）をい

う。 
 
1.4 「ADN メンバーシップ申申申申請請請請書書書」とは、 プログラムへの参加のため、デベロッパーが必要事

項を記入したオートデスクの申込書、および利用されるまたはオートデスクに提出

される一切の関連資料または情報をいう。 
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1.5      「ADN サササイイトト」とは、現在のオートデスクデベロッパーネットワークのエクストラネットサイ 
ト https://adn.autodesk.io またはその他これの継承サイトでオートデスクが指定するものをいう 
（当該サイトに含まれる全てのウェブページを含む。）。 

 
1.6 「本本本基基本本契契約約」とは、本オートデスクデベロッパーネットワーク基本契約ならびにその別表および

修正したもの（ある場合）の全てをいう。 
 
1.7      「オオオーートトデデススクク」とは、デラウェア州法人である Autodesk, Inc.をいう。ただし、デベロッパー 

が ADN メンバーシップ申請書を提出した国がヨーロッパ、アフリカまたは中東の国である 場
合、「オートデスク」とは 、アイルランド法人である Autodesk Ireland Operations Limited をい

う。 
 
1.8  「秘密情情情報報報」とは、発効日までに開示されたか発効日以降に開示されたかを問わず、いずれか 一

方の当事者が書面、口頭、電子形態、視覚形態またはその他の形態で開示し、かつ開示の時に

「秘密事項」もしくは「専有事項」との表示を付しもしくは明示し、または口頭その他無形の形

態でもしくは前記のような表示を付さない形態で開示する場合には、当該開示の時に秘密である

と指定の上、当該開示から 15 日以内に書面に概要を表し他方当事者に伝達する全ての情報をいう。

秘密情報には、コンピュータープログラム、ソフトウェア製品、ハードウェア製品、ソフトウェ

アの機能、仕様、製品開発計画、プラットフォームサポート、本ソフトウェアを利用する製品群

に関する情報、発売日およびこれらに関連性を有する一切の文書、ならびに素材、コード、文書、

アルゴリズム、ノウハウ、営業秘密、方式、工程、手順、概念、研究調査、発明（特許性の有無

を問わない。）、著作権、図式ならびにその他技術、事業、財務およびマーケティングに関する

情報、予測、戦略、従業員およびコンサルタントの氏名／名称および専門技能、顧客もしくは取

引先の情報、顧客データ、またはその他の情報を含むことがあるが、これらに限らない。秘密情

報には、(a)初めて受領する前から、既に他方当事者が使用または開示の制限を受けることなく既

に知得していた情報、(b)一般に利用可能であり、または他方 当事者による本基本契約の違反に

よらずして一般に利用可能となった情報、(c)開示 当事者が一般に開示する目的で公式発表また

は公表を行って開示する情報、(d)いずれの守秘義 務にも違反することなく、かつ爾後の開示に

つき何らの制限も受けることなく、第三者より正 当に受領する情報、(e)受領当事者の従業員が

開示当事者の秘密情報にアクセスしまたは秘密情 報を参照することなく独自に考案する情報で、

独自に考案したものであることを示す証拠書類 が入手可能なものを含まない。 
 
1.9 「デベロッパーーー」とは、本基本契約を受諾した申込者であって、オートデスクによって ADN プロ

グラムへの加入を承認、認定された者をいう。確認のために付言すると、「デベロッパ ー」

とは、明記されている単一の法主体または個人のみを指し、その法主体または個人の子会 社
もしくは関連会社・関連者またはその他の関係者を含まない。 

http://adn.autodesk.com/
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1.10 「デデデデベロッパーサポート」とは、本ソフトウェアの特定の技術サポートおよび／または API 関 連
サポートサービスで、オートデスクが単独で指定し決定するものをいう。 

 
1.11 「デベロッパーののの製製製製品品品品」とは、デベロッパーが開発したプログラム、ソリューション（製品、 出

版物およびサービスを含むが、これらに限らない。）、モジュール、コンポーネントまたは 
機能で、(i)本ソフトウェアとの互換性を有し、かつ本ソフトウェアと一緒に使用しおよび／ま 
たは接続し、かつ(ii)本ソフトウェアの機能に相当な付加価値を加え、または本ソフトウェアの 
性能を相当向上させるものをいう。これには、かかるプログラム等を改変し、改良し、および 
更新したもの全てを含むが、これらに限らない。 

 
1.12 「エンドユーザー」とは、デベロッパーのエンドユーザーで、ソフトウェアライセンス契約 

（以下に定義する。）の諸条件に従って本ソフトウェアを使用する権利を有する者をいう。 
 
1.13 「評価版ソソソフフトトウウェェアア」とは、以下の第 3.3.1 条に定める意味を有するものとする。 

 
1.14 「登録料」とは、ADN プログラムの利用に当たってデベロッパーに請求する年会費をいう。 

 
1.15 「知的財産権権」とは、オートデスクの知的財産権および所有権をいう。これには、オートデス ク

が自社の事業および製品（本ソフトウェアを含むが、これに限らない。）またはサービスに 
関して（かかる製品またはサービスの設計、開発、製造、運転または提供を含む。）有する特 
許、発明、商標、商号、ロゴ、著作権、ノウハウ、および営業秘密を含むが、これらに限らな 
い。 

 
1.16 「ラララライイイイセンスサイトトトト」とは、認可を受けたサイトで、デベロッパーの ADN メンバーシップ申 請

書において特定するものをいう。 
 
1.17 「本本本本ソソソフフトトウウェェアア」とは、オートデスクが本基本契約に従ってデベロッパーに提供するオート デ

スクのソフトウェアプログラム、製品またはサービス、およびこれらの更新版をいう。「本 
ソフトウェア」には、評価版ソフトウェアを含むが、これに限らないものとする。 

 
1.18 「ソフトウェアライセンス契契契契約約約約」とは、本ソフトウェア製品と併せて提供し、および／または 本

ソフトウェア製品に組み込んだ当該時点で有効なライセンス契約で、エンドユーザーに当該 
本ソフトウェアを使用する権利が認められるための条件を定めたものをいう。 

 
2. 秘密保持 

 
2.1 オートデスクの秘密情報 本基本契約の目的上、オートデスクの秘密情報には、（第 1.8 条に定 め

る定義に関わらず）オートデスクが書面か口頭かを問わず ADN 提供物に関して提供する全 て
の情報（本ソフトウェアの全てのアルファ版、ベータ版、またはその他プレリリース版もし 
くは機能限定版を含むが、これらに限らない。）を含むものとする。 
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2.2 制限 デベロッパーは、以下に定める全ての義務を負う。 
 
2.2.1 オートデスクの秘密情報を、自己の使用目的にも、商用もしくは再販などのいかなる目的にも、 

使用してはならない。ただし、デベロッパーは、オートデスクの秘密情報をデベロッ 
パーの製品を開発する目的に限り本基本契約に明示的に定める方法で社内使用する 
ことができる。 

 
2.2.2 オートデスクから事前に書面により同意を得ることなく、いかなる第三者、個人、法人、また 

はその他の法主体にも（ただし、デベロッパーの役員、取締役、従業員または請負人を除 
く。）、オートデスクの秘密情報を開示してはならない。デベロッパーは、オートデスクの秘 
密情報を開示する場合には、その対象者は、当該情報の開示を受けることを認められた者で 

（デベロッパーの役員、取締役、従業員、またはデベロッパーの事業所において業務に従事す 

る請負人を含むが、これらに限らない。）、デベロッパーの製品を開発する目的で当該情報を 

知る必要があり、かつ本条項に定める制限を課した義務と同等（以上）に厳しい義務を定めた 

秘密保持契約に同意し署名した者に限定しなければならない。 
 
2.2.3 オートデスクの秘密情報の秘密を守り、オートデスクの秘密情報の無断開示および不正使用を 

防止するために、自らの秘密情報につき払う注意と同等以上の、あらゆる合理的な注意を払う 
ものとする。 

 
2.2.4 デベロッパーは秘密情報の不正使用、悪用または無断開示に気付いたときには、速やかにその 

旨について、書面によりオートデスクに通知しなければならない。 
 
2.3 除外 上記の制限は、いずれかの情報につき、正当な管轄権を有する裁判所または法定の機関もしく

は規制機関から開示を求められた場合には、その限りにおいて適用しないものとする。ただし、

当該情報開示を求められた旨につき、当該情報の開示前に速やかに、書面をもってオートデス

クに通知が交付され、かつ開示される範囲を可能な限り制限するのにデベロッパーが全面的に

協力することを条件とする。 

 
2.4 救済 デベロッパーは、オートデスクの秘密情報を守る義務を遵守することが、オートデスクの事

業利益の確保に不可欠なものであること、および本基本契約に違反してオートデスクの秘 密
情報を開示すれば、直ちに重大な回復不能の損害がオートデスクに発生する恐れがあり、そ 

の損害の価額は極めて算定が困難と推測されることを認める。したがってデベロッパーは、本 
基本契約に違反して秘密情報が開示または使用された場合オートデスクがコモンロー、エクイ 
ティその他において得ることのできるその他一切の救済に加え、本契約の違反があり、または 

そのおそれがあることに対し、オートデスクが差止命令による救済を求める権利を有すること 
に同意する。 
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2.5 デベロッパーの秘密情報 デベロッパーは、オートデスクがデベロッパーのいずれの秘密情報もデ

ベロッパーから受領することを望んでいないことを認める。ただし、デベロッパーが自らの秘

密情報をオートデスクに提供しなければならない場合には、オートデスクは、いずれの第三者

にも（ただし、デベロッパーが書面により承認する者を除く。）デベロッパーの秘密情報を開

示しないことを約束する。ただし、当該情報を知る必要があり、かつ書面による秘密保持契約

の適用を受ける第三者については、この限りでない。オートデスクは、デベロッパーの秘密情

報を保護するためにあらゆる相当な予防措置を講じるものとする。オートデスクは、デベロッ

パーの秘密情報を使用するのは、(i)ADN プログラムに関するサポートの提供、または(ii) 本基

本契約第 10.2 条に従ったデベロッパーの製品調査を目的とする場合に限るものとする。 
 
3. ライセンス 

 
3.1 ADN  提供物のライセンス  デベロッパーが本基本契約および該当するソフトウェアライセンス契

約の諸条件ならびに ADN プログラム文書（ある場合）を遵守することを条件に、オートデスク

は、デベロッパーに対して、以下の事項を行う譲渡不能、非排他的、サブライセンス不能、取消

可能かつ限定的なライセンスを付与（許諾）する。 
 
3.1.1 デベロッパーが社内でデベロッパーの製品の開発を行い、またはデベロッパーの製品と本ソフ 

トウェアとの相互運用を実現するための仕様変更もしくは改良を行うため、    提供物を使用 
すること。 

 
3.1.2 かかるデベロッパーの製品を試験し、評価し、サポートするために、ADN 提供物を使用するこ 

と。 
 
3.1.3 デベロッパーの製品の使用方法についてエンドユーザーを指導し、本ソフトウェアと相互運用 

するデベロッパーの製品を実演してみせるために、ADN 提供物を使用すること。 
 
3.1.4 本ソフトウェアと接続して機能するデベロッパーの製品を開発する目的で、一定の指定された 

サンプルコードから派生した物を複製し、改変しまたは作成すること。 
 
3.1.5  本ソフトウェアの機能を補完し性能を改善するために、デベロッパーの製品に組み込みデベロ 

ッパーの製品の不可欠な一部を成すサンプルコードを、エンドユーザーに限って頒布すること。 
ただし、一部のソフトウェア開発用ツール、ユーティリティプログラムおよびキット等の場合 
のように、本ソフトウェアライセンス契約により別段特に禁じられる場合には、この限りでな 
い。 

 
3.2 制限 

 
3.2.1 デベロッパーは、オートデスクから事前に書面をもって同意を得ることなく（オートデスクの 

授権代表者が正式に署名を記したもの）、デベロッパーの製品に ADN 提供物を、または本ソ 
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フトウェアのいずれの部分も、組み込んではならない。ただし、本基本契約に基づき明示的に 
許される場合を除く。また、ADN 提供物の社内使用に当たっては、以下に掲げる全ての条件を 
満たさなければならない。 

 
i)使用者は、デベロッパーの従業員および／または請負人で、デベロッパーとの間で本基 本契

約に定める制限を課した秘密保持義務と少なくとも同等の秘密保持義務を定めた秘密 保持契

約を交わしたものに限ること。 

 
ii)使用者数は、ADN      メンバーシップ申請書に明記した人数を超えてはならない。 

 
iii) ADN メンバーシップ申請書に記載されたライセンスサイトでのみ使用すること。ただ 
し、実演販売のみを目的とする場合には、ライセンスサイト以外においても、本ソフトウ 
ェアを使用することができる。 

 
3.2.2  デベロッパーは、末端利用者として、および本基本契約に定めるもの以外のいかなる目的でも、 

本ソフトウェアを使用してはならない。かかる目的には、図面、図案、模型、映像、シミュレ 
ーション、アニメーションもしくは特殊効果を創作する目的、または商業、事業、企業研修サ 
ービス、競争力の分析もしくはその他営利目的を含むが、これらに限らない。ADN 提供物は、 
デベロッパーの製品および本ソフトウェアを使用するエンドユーザーの生産性を向上させるデ 
ベロッパーの製品を開発する目的に限って、デベロッパーに提供する。 

 
3.2.3 デベロッパーは、オートデスクの製品および／またはサービスと大部分において競合する製品 

および／またはサービスの開発を目的として、本ソフトウェアを使用してはならない。 
 
3.2.4 デベロッパーは、（直接か間接かを問わず）、本ソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル お

よびリバースエンジニアリングを行ってはならず、いかなる形態であろうとも本ソフトウェ 
アのソースコードを解析しまたは解析しようとしてはならず、また本ソフトウェアの存在価値 
を失わせ、またはその他本ソフトウェアの価値、有用性もしくは信頼を損なうような代替ソリ 
ューションを考案しようとしてはならない（これらを損なうものであるかどうかの判断は、オ 
ートデスクが単独の裁量をもって行う。）。デベロッパーは、本基本契約に基づき別段許され 
る場合を除いて、本ソフトウェアを複製する場合には、ADN メンバーシップ申請書において承 
認を受けた部数を超えてはならない。そして、デベロッパーは、全部か一部かを問わず、ADN 
提供物を変更し、変換し、変造し、改変し、ADN 提供物の派生物を作成しまたは造り出し、 
ADN 提供物をいずれの人または法主体にも（ただし、本基本契約に基づき許されるものを除 
く。）移転し、譲渡し、賃貸借し、貸与し、リースし、再使用許諾し、売り渡し、再販売し、 
またはいかなる形態であれ頒布しもしくは提供してはならない。さらに、デベロッパーは、(i) 
本ソフトウェアと一緒に提供されるいずれのライセンス管理機能またはコピー防止装置も削除 
し、毀損しまたはその適用を免れようとしてはならず、(ii)本ソフトウェアの不正コピーまたは 
不正使用を防止しまたは妨げる本ソフトウェアの機能または技術上の制限をすり抜けまたは削 
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除しようとしてはならず、(iii)ネットワーク経由か否かを問わず、またホスト経由で提供する 
か否かに関わらず、いずれの人または法主体にも ADN 提供物のいずれの機能も提供しまたは 
利用させようとしてはならない。加えて、デベロッパーは、インターネット経由でまたはその 
他ローカルネットワーク以外のものを経由して、本ソフトウェアをインストールしまたは本ソ 
フトウェアにアクセスしてはならない。これには、広域ネットワーク（WAN）、仮想プライベ 
ートネットワーク（VPN）、仮想化、ウェブホスティング、市販のタイムシェアリングシステ 
ム、サービス機関、サービス型ソフトウェア、クラウド型またはこれに類するサービスまたは 
機能に関連性を有する使用形態を含むが、これらに限らない。また、インターネット経由で、 
デベロッパーのシステム上またはその他において、いずれの人または法主体にも、本ソフトウ 
ェアを利用させてはならない。ただし、前 3 文の定めは、本基本契約に明示的に定める場合ま 
たはオートデスクが書面をもって明示的に認める場合には、適用しない。 

 
3.2.5 デベロッパーは、いずれの ADN 提供物もしくは ADN サイトからも、またはいずれの ADN 提 供

物もしくは ADN サイト上においても、所有権を明示するいずれの表示、目印または標示も、 
削除し、変更し、見えにくくしてはならない。 

 
3.2.6 本基本契約に定める禁止規定（本第 3.2 条を含むが、これに限らない。）は、適用法（コンピ 

ュータープログラムの法的保護に関する EC 指令第 2009/24 号を実施する法律、およびその他の 
法域におけるコンピュータープログラムの法的保護に類する事項に関する法律を含むが、これ 
らに限らない。）により当該禁止規定を執行することが認められていない場合には、その限り 
において適用しない。 

 
3.3 評価版ソフトウェアに対する限定的なライセンス 

 

3.3.1 オートデスクは、その裁量において、デベロッパーに利用させる本ソフトウェアにつき、デモ 
版、評価版、試用版、「非売品」（以下「非売品」）、または「非再販品」（以下「非再販 
品」）を制作することができる（以下各々を、「評価版ソフトウェアアアア」という。）。評価版ソ 
フトウェアは、全ての本ソフトウェア、全ての地域またはあらゆる言語において制作されるわ 
けではない。本条項および適用されるソフトウェアライセンス契約に定める条件に従って、オ 
ートデスクは、エンドユーザーが本基本契約および該当するソフトウェアライセンス契約に厳 
密に従って本ソフトウェアおよびデベロッパーの製品の評価を行うという目的に限って、デベ 
ロッパーの製品とセットとなっている評価版ソフトウェアを 1 部エンドユーザーに頒布する譲 
渡不能、非排他的なライセンスを無償でデベロッパーに許諾する。デベロッパーのエンドユー 
ザーは、本ソフトウェアをデベロッパーの製品と併用して評価し試用する目的に限って、評価 
版ソフトウェアを 1 部インストールし利用することができる。デベロッパーは、複製し頒布す 
る評価版ソフトウェアが、オブジェクトコード形式で本ソフトウェアを正確に複製したものと 
なることを確保しなければならない。評価版ソフトウェアは、30 日間の評価期間またはオート 
デスクが書面で指定する期間のうちいずれか短い方の期間に限って、インストールすることが 
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できる。デベロッパーは、以下に定める全ての条件を満たせば、評価版ソフトウェアを複製し 
頒布する許可を受ける。すなわち、(a)評価版ソフトウェアに明示されているオートデスクの表 
示は全て（著作権表示、商号、商標のマーク、標示または所有権の表示を含むが、これらに限 
らない。）、何らの変更も加えることなく全ての複製にも明示すること、(b)評価版ソフトウェ 
アは、評価、試用および非営利目的に限って使用すること、(c)決して評価版ソフトウェアを改 
変しないこと、(d)デベロッパーは、評価版ソフトウェアの代価を請求しないこと、および(e)デ 
ベロッパーは、(i)デベロッパーが複製し頒布する本ソフトウェアのいずれにも、本基本契約お 
よび適用するソフトウェアライセンス契約の写しを挿入させ、(ii)先にエンドユーザーにソフト 
ウェアライセンス契約に同意させてから、本ソフトウェアをコンピューターにインストールさ 
せることとする。評価版ソフトウェアの複製の使用に関して、本基本契約および適用するソフ 
トウェアライセンス契約との間に相違がある場合には、本基本契約が優先するものとする。 

3.3.2 デベロッパーは、評価版ソフトウェアに関して、オートデスクに代わって、自らの末端利用者 と
の間でライセンス契約を締結してはならない。前記の定めに関わらず、デベロッパーの製品 
以外の製品の外装またはダウンロード用ウェブサイトには、デベロッパーの製品で使用する言 
語により、以下に定める文言を明示しなければならない。 

 
“This software is licensed subject to the license agreement that appears during the 
installation process or is included in the package. If after reading the agreement you do not 
wish to accept its terms, you must return or destroy the software as provided in the 
agreement.” 「本ソフトウェアは、インストール中に表示されまたは商品に同梱され 
たライセンス契約に従って、使用が許諾されます。契約内容をご確認の上、契約条 
件に同意いただけない場合には、契約の定めに従って、本ソフトウェアを返品しま た
は破棄していただかなくてはなりません。」 

 
3.3.3 デベロッパーは、本基本契約の期間中、年に 1 回オートデスクから要求があったときには 15 日 以

内に、過去 12 カ月間に頒布した評価版ソフトウェアの部数および種類を明記した報告書を、 
書面をもってオートデスクの担当者に提出しなければならない（以下「頒布報告書書書書」）。 

3.3.4 いかなる場合であろうとも、デベロッパーは、デベロッパーの製品とは別にまたはデベロッパ 
ーの製品に関係なく、評価版ソフトウェアを提供してはならない。デベロッパーは、本第 3.3 
条において許諾を受ける限定的な頒布ライセンスを除いて、本ソフトウェアに係るいかなる頒 
布権も有さず、取得しないものとする。 

 
3.4 所有権 デベロッパーは、本基本契約に定める範囲および目的に限って、本ソフトウェアを使 用

する義務を負う。オートデスクおよびオートデスクに使用許諾を与えた者は、ADN 提供物な 
らびにその全ての写しおよび ADN 提供物に係る全ての権利に（知的財産権を含む。）関する 
および対する全ての権利、権原および権益を保有する。本基本契約において明示的に付与して 
いない権利は全て、オートデスクが留保するものとする。デベロッパーは、本ソフトウェア 

（API および評価版ソフトウェアを含むが、これらに限らない。）に係るオートデスクの所有 
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権を保護するために、あらゆる相当な措置を講じなければならず、自らのエンドユーザーにも 
同様の義務を負わせるものとする。本第 3 条の条件を遵守しない場合には、本基本契約の重大 
な違反を構成し、オートデスクは、自らが受けうる他の救済を制限されることなく、本基本契 
約を解除し、本基本契約に関する全ての権利を消滅させる権利を有する。 

 
4. 両当事者ののの関関関係 

 
4.1 独立契約者  本基本契約の両当事者の関係は、独立契約者の関係とする。いかなる場合であろ うと

も、一方当事者のいずれの従業員も、その目的の如何を問わず、他方当事者の従業員と見 なし

てはならない。各当事者は、本基本契約に関して、各々の従業員に支払わなければならな い全

ての賃金、給与およびその他の金員を支払い、かかる従業員につき負担義務を負う全ての 給

与税、源泉徴収税、就業不能補償、労災補償、失業保険、医療年金保険、およびその他これ 

らに類する負担金を支払う義務を負うものとする。随時両当事者が署名を記した書面の証書を 

もって定める場合を除き、いずれの当事者も、相手方当事者に代わって義務または責任を引き 

受けまたは設定するいかなる権利も権限も有さない。本基本契約に定めるいずれの規定も、両 

当事者間に代理、共同事業体、フランチャイズ、コンソーシアムおよびパートナーシップの関 

係を形成するものと解してはならない。デベロッパーおよびその従業員は、オートデスクの従 

業員が有するいかなる権利および特権も取得しないものとする。デベロッパーの事業に関して 

発生した金銭債務は全て、デベロッパーが単独で負うものとする。各当事者は、自ら、その従 

業員または代理人の行為が原因で発生しまたは発生したと申し立てられた一切の請求、損害、 

または訴訟につき（相当な弁護士費用を含む。）、単独で責任を負い、相手方当事者に補償し 

一切責任を負わせないものとする。 
 

5. 担当者および通知 
 

5.1 指定担当者  本基本契約および ADN メンバーシップ申請書の担当責任者として、以下に掲げる 
者を指名する。 

 
オートデスク側: 

該当するオートデスク法人 担当者：オートデスクデ

ベロッパーネットワークプ ログラムマネージャー 

デベロッパー側: 
 

ADN    メンバーシップ申請書に記載された通 
りとする。 

 

5.2 通知 本契約書において当事者に要求または許可された通知またはその他の書類または通信は、書面ま

たは電子的に、上記の指名された連絡先宛にのみ提供され、以下のいずれかの方法により提供さ

れます。(i)料金前払いで配達証明付きの書留郵便。 （ii）配信が確認できるファクシミリ。 （iii）
知名度のある商業的速達宅配サービスでの配達、(iv)DocuSign またはこれに準ずる電子配信システ

ムまたは（v）上記の受領者の物理的または電子的に配信されるニュースレター。上記のいずれの

場合も、電子的または物理的に提供することができる。かかる当事者の宛先は、追って、本通知

条項に従って指示することもできる。通知は、郵送または郵便での預託、および、電子的連絡の

発信から 5 日後、ファクシミリの送付確認または翌日運送業者または宅配便の預託後 1 日の直後
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に行われたものとみなされます。ただし、住所変更に係る通知は、受領した時点で効力を発する。 

 
6. 期間 

 
本基本契約は、両当事者が署名した日のうち遅い方の日付であって、かつデベロッパーからオートデスクに 
支払われる登録料を受領した（受領している）日（以下「発効日」）に効力を発し、当該暦 年末日まで継続して

完全な効力を有するものとする。以後、本基本契約は、その条件に従い早期に解除され ない限り、デベロッパ

ーが ADN メンバーシップ申請書に記載された当該年度の登録料を支払っていることを条件として、更に 1 
年間 自動更新するものとする。 

 
7.   解除 

 
7.1 正当な事由に基づく解除 いずれの当事者も、他方当事者が本基本契約の条件に対する重大な 違反

に陥った場合には、当該違反につき他方当事者に対し書面をもって催告した後 10 日以内に こ
れが治癒されないときには、本基本契約を解除することができる。 

 
7.2 正当な事由によらない解除 いずれの当事者も、30 日前までに書面をもって通知すれば、理由 なく

して本基本契約を解除することができる。オートデスクは、本条項に従って本基本契約を 解
除する場合には、当該年度にデベロッパーから支払いを受けた登録料につき、これを日割で 
返金または返金の手配をするものとする。デベロッパーは、本条項に従って本基本契約を解除

する場合には、既に 支払ったデベロッパーの登録料の返金を受ける権利を有さないものとする。 
 
7.3 存続条項 本基本契約の第 2 条、第 7.3 条、第 7.4 条、第 10.3 条、第 10.7 条、第 12 条、第 13 条、 

第 14 条および第 15 条の定めは、本基本契約の終了または満了後も存続するものとする。 
 
7.4 解除の効果 本条項に従ったオートデスクの解除権は、本基本契約、コモンロー又はエクイテ ィに

基づき行使可能な他の権利または受けうる救済に加えて行使可能なものであり、かかる権 利
または救済を制限し、損なうものではない。デベロッパーは、終了時に速やかに、以下の第 
10.3 条に従って、全ての秘密情報および ADN 提供物をオートデスクに返却する義務を負うも 
のとする。 

 
8. 登録料 

 
オートデスクは、自らが本基本契約に従って提供するサポートサービスの費用に充当するために、デベロッ パー

の負担する登録料を定めた。最新の登録料は、ADN メンバーシップ申請書に明記する。オートデスク ま
た は A D N  メ ン バ ー シ ッ プ 申 請 書 に 記 載 さ れ た オ ー ト デ ス ク の 関 連 会 社 は、随時

単独の裁量により、特別優遇価格を提供することがある。かかる特別優遇価格の提供が終了したと きには、当該

時点における通常の登録料に戻るものとする。 
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9. ADN プログラムサポート 
 
9.1 ADN 提供物 本基本契約の諸条件に従うことを条件として、ADN 提供物の決定、選定、形式、 フ

ォーマットおよび／または引き渡しは、オートデスクが、単独の裁量で行う。デベロッパー 
は、オートデスクが単独で行う裁量判断に従って、現物引き渡し、オンラインで電子的にダウ 
ンロード、またはその他既知もしくは今後開発される技術を利用することにより、ADN 提供物 
の引き渡しを受けることができる。 

 
9.2 デベロッパーサポート オートデスクまたはオートデスクが認定する第三者は、デベロッパー の

担当者（実際にサポート申請書を提出した者）がソフトウェア開発に係る基本技能を明示し 
ていることを条件として、電子メール、インターネットまたは電話を通じて、ADN メンバーシ 
ップ申請書に明記されたサポート水準に準拠したデベロッパーサポートを提供する。デベロッ 
パーサポートの対象範囲は、ADN 提供物に関連性を有する事項に限るものとする。デベロッパ 
ーは、以下に掲げる全ての事項を認め、これに同意する。 

 
9.2.1 デベロッパーサポートは、オートデスクの秘密情報と見なすものとする。 

 
9.2.2 デベロッパーサポートは、デベロッパーが本基本契約の条件に従って社内において 

ADN 提供物を使用するのをサポートすることを唯一の目的として提供するものであり、 
サポートを利用するのはかかる目的に限る。 

 
9.2.3 デベロッパーサポートは、必ずしもデベロッパーの期待する成果を上げるとは限らない 

。 
 
9.2.4 ADN 提供物がデベロッパーの製品においてまたはデベロッパーの製品とともに使用する 

のに適したものであるか否かの判断については、デベロッパーが単独で責任を負う。 

 
9.3 ADN サイト オートデスクは、デベロッパーに ADN サイトへのアクセスを提供する。 

 
9.4 マーケティング資料 オートデスクは、マーケティング資料、ロゴ、またはその他広報資料お よび

／またはその単独の裁量で ADN プログラムの円滑な運用または同プログラムの目的の実 現を

促進するのに適切と考える素材の見本を、随時デベロッパーに利用させることができる。 ま
た、オートデスクは、その単独の裁量で ADN プログラムの円滑な運用または同プログラム の
目的の実現を促進するのに適切と考える素材の使用を制限することができる。 

 
10. デベロッパーののの義義務 

 
10.1 製品のアップデート デベロッパーは、オートデスクの製品および／またはサービスを補完・ 

強化するようなデベロッパーの製品を制作するよう最善の努力を尽くすものとする。デベロッ 
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パーの製品がデベロッパーの市販品に該当する場合には、デベロッパーは、当該デベロッパー 

の製品につき、これに関連性を有する本ソフトウェアの直近の販売後できる限り速やかに、こ 

れを完成させ、出荷を開始するものとする。本条項は、デベロッパーが市販するデベロッパー 

の製品で、動作するために本ソフトウェアが必要なものに限って適用されるものとする。 
 
10.2 チェックのためのアプリケーションの提出 デベロッパーの製品が市販品として販売される場合 に

は、オートデスクは、品質に関する顧客の問い合わせに対応し、および／またはデベロッパ 
ーの製品が ADN プログラムの目的および基準に適合し準拠したものとなっているかどうかを 
単独の裁量に基づき判断するため、および本ソフトウェアを使用するデベロッパーの製品の範 
囲および妥当性を判断する際に、1 暦年に 1 回だけ、デベロッパーの製品調査を求めることが 
できる。また、デベロッパーは、オートデスクから要求を受けたときに、オートデスクの調査 
のために、評価版ソフトウェアの入ったコンパクトディスクまたはその他の媒体を 1 部オート 
デスクに提出し、オートデスクから是正要求を受けた場合には、是正を行うものとする。 

 
10.3 資料の返却 デベロッパーは、オートデスクから要求を受けたときまたは本基本契約が満了し も

しくは終了したときに、速やかに全てのオートデスクの秘密情報および ADN 提供物ならび に
これらに関連性を有する写し、要約したもの、抜粋したもの、またはその他オートデスクか 
ら提供を受けた資料を、かかる資料が秘密の性質を有するものか否かに関わらず、オートデス 
クに返却し、または破棄しかつ破棄の事実を確認した証明書を書面でオートデスクに交付する 
ものとする。 

 
10.4 不正使用の発見 デベロッパーは、ADN 提供物もしくはオートデスクの素材を無断で使用しま た

はその他の形態でオートデスクの所有権を侵害している者または法人であることを認識して 
いるには、当該人または法人にいずれの許諾された ADN 提供物も頒布してはならない。デベ 

ロッパーは、自らの顧客または末端利用者がオートデスクのソフトウェアに係るオートデスク 
の知的財産権を無断で使用しまたは侵害していることを知り、またはその疑いがあると考える 
場合には、直ちにその旨をオートデスクに通知し、当該使用または侵害に起因する訴えの提起 
に当たって、合理的な範囲内でオートデスクに協力するものとする。デベロッパーが前記に定 
める通り通知を交付せず、もしくは協力せず、または無断で使用しもしくは権利侵害行為を行 
った者に引き続き製品もしくはサービスを提供する場合には、デベロッパーの行為は本基本契 
約の重大な違反に当たるものと見なし、本基本契約を解除しデベロッパーの ADN プログラム 
に係るメンバーシップを消滅させる正当な事由に当たると見なすものとする。 

 
10.5 海賊版製品の取引    デベロッパーは、本基本契約期間中、海賊版製品の生産、マーケティング、 

販売または流通に参加してはならず、または直接か第三者を介してかを問わずこれらについて 
いかなる種類の利害関係も有してはならない。海賊版製品とは、オートデスクから事前に同意 
を得ることなく複製されたソフトウェアプログラムを含む製品または媒体をいうものとする。 
本条項に違反した場合には、本基本契約の重大な違反に陥ったものと見なし、本基本契約を解 
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除しデベロッパーの ADN プログラムに係るメンバーシップを消滅させる正当な事由に当たる 
と見なすものとする。 

 
10.6 輸出規制   デベロッパーは、本基本契約に基づきオートデスクの提供する ADN 提供物および技 術

情報には、アメリカ合衆国（以下「米国」）の輸出管理に関する法令規則が適用されること を
認め、かかる法令規則を遵守することに同意する。米国の輸出管理に関する法令規則に基づ き、

ADN 提供物は、禁止対象の国々に対して、禁止対象の末端利用者に対して、または禁止対 象の

末端利用者のために、ダウンロードも、その他輸出も、再輸出も、移転も行ってはならな い。

デベロッパーは、自らおよびその従業員または請負人のいずれも、(a)禁止対象国に居所を 置か

ず、居住しておらず、禁止対象国の国民ではなく、(b)米国政府の備える禁止対象の末端利 用者

一覧のいずれにも掲載されておらず、かつ(c)別段米国輸出管理規則に基づき認められるの でな

い限り、ADN 提供物をいずれの禁止対象の最終用途にも使用しないことを（かかる最終用 途に

は、核兵器、化学／生物兵器、ロケットシステムまたは無人飛行体に関する設計、分析、 シミ

ュレーション、見積、試験またはその他の行為を含むが、これらに限らない。）、表明し、 保
証し、約束する。デベロッパーは、自らに適用ある米国法の義務および制限事項が、ダウン ロ
ードまたは使用される ADN  提供物に応じて異なることがあり、また時が経てば変わること が
あること、および ADN 提供物に適用ある正確な規制を特定把握するには、米国輸出管理規 則お

よび米国財務省海外資産管理局規則に当たって確認する必要があることを了解する。デベ ロッ

パーは、(i)デベロッパーの国において輸出を制限しまたは禁ずる適用法令規則を遵守し、 (ii)か
かる法令規則の改正動向を把握する責任を単独で負うものとする。デベロッパーが米国の または

デベロッパーの国の外国貿易および輸出に関する法令規則を遵守しない場合には、本基 本契約

の重大な違反に陥ったものと見なす。デベロッパーは、米国のまたはデベロッパーの国 の法令規

則に基づき、ADN  提供物または技術情報を受け取る権利を有さない国、法主体または その他の

者にこれらを輸出し、移転し、または開示したことを知った場合には、直ちにその旨 をオート

デスクに通知しなければならない。 

 
10.7 補償.    デベロッパーは、(i)デベロッパーによる本基本契約もしくはいずれかのエンドユーザー 

ライセンス契約の条件違反、(ii)いずれかの末端利用者が提起する訴訟（本基本契約に定める 
ADN 提供物もしくはデベロッパーの製品に係る訴えを含むが、これに限らない。）、(iii)デベ 
ロッパーの従業員もしくは請負人がオートデスクとの雇用関係を理由として主張して提起する 
訴訟、(iv)デベロッパーもしくはその従業員による過失もしくは故意による作為もしくは不作為、 
または(v)輸出管理、情報保護およびプライバシーに関する法律など、制定法、命令もしくは規 
則に対する違反を直接または間接の原因としてオートデスクが負担しまたは被った一切の請求 

、要求、訴訟、法的手続、調査、費用、損失、債務、または支出について（訴訟費用および弁 

護士その他専門家に要する相当な報酬を含む。）、オートデスクならびにその取締役、役員、 

従業員および代理人に補償し、責任を負わせず、これらの者を防御することに同意する。いか 

なる場合も、デベロッパーは、事前にオートデスクから書面を以て同意を得ることなく、どの 
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ような形であれオートデスクの権利に影響を与えまたはオートデスクに義務を負わせる和解合 意

またはこれに類する契約を第三者との間で交わしてはならない。 
 
10.8 不適切な使用 デベロッパーは、自らの製品およびサービスのマーケティングおよび引き渡し 

に適用ある全ての法令規則を遵守し、オートデスクの評判、信頼または将来性にマイナスの影 響
を与えない方法で、自らの事業活動を営むものとする。ADN 提供物は、直接か特定の事項に 関連

してかを問わず、猥褻な目的、名誉を毀損する目的、またはその他不法な目的には、決し て使用

してはならない。オートデスクのマーケティング素材は、(i)通常の人であれば当該マー ケティン

グ素材に含まれるモデル自らが製品またはサービスを使用しまたは薦めていると誤解 させるであ

ろうと思われる方法、または(ii)通常の人であれば不愉快に感じもしくは問題がある と思わせてし

まうであろうと思われる方法で、使用してはならない。また、デベロッパーは、 オートデスク

の 諸 規 則 を 遵 守 す る こ と に も 同 意 す る （ か か る 諸 規 則 は 、 サ イ ト ア ド レ ス 
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks または当該サイトの継承サイトに

掲 載 し て あ る ） 。 か か る 諸  規  則  に は 、 オ ー ト デ ス ク  の輸出規制遵守方針

（https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/compliance または当該サイ トの

継 承 サ イ ト に 掲 載 ） お よ び オ ー ト デ ス ク 商 標 ガ イ ド ラ イ ン

（ https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/intellectual-
property/trademarks#referenced または当該サイトの継承サイトに掲載）を含むが、これに限らな

い。デベロッパーは、ADN サイトにアクセスし、同サイトを使用するに当たって、オートデスク

の利用条件に従わなければならない（サイトアドレス https://www.autodesk.com/company/legal-

notices-trademarks  https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/en/general-terms または当該サイ 
トの継承サイトに掲載）。 

 
10.9 お知らせの送付に対する同意 デベロッパーは、オートデスクから定期的に電子的（電子メー ルな

ど）その他の方法により、オートデスクの新製品、新機能、講習会その他事項に関するお 知らせ

を受けることに同意する。 
 
11. 保証 

 
デベロッパーは、本基本契約および本基本契約に関連性を有する添付書類を締結し、本基本契約に定める方 法で 
ADN プログラムに参加する権利を有することを表明し保証する。また、デベロッパーは、ADN メンバ ーシッ

プ申請書によりおよび ADN サイトにおいて提供する全ての情報および資料が真実かつ正確で不備が なく、虚

偽を含まず、不正なものではなく、誤解を招かず、権利を侵害せず、損害を発生させず、不適切な ものでは

ないことを表明し保証する。デベロッパーは、ADN メンバーシップ申請書の内容に変更があった 場合には、

直ちにその旨を書面によりオートデスクに通知するものとする。 
 
12. 免責 

 
ADN 提供物は、「現状有姿」で、デベロッパーに提供する。法律で認められる範囲内で、オートデスクお よ
びオートデスクに使用許諾を与えた者のいずれも、ADN 提供物の性能、品質、および ADN 提供物の使用 の結

果発生する恐れのあるいかなる事態についても、一切保証しない。オートデスクおよびその使用許諾者 のいずれも、

https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/compliance
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/intellectual-property/trademarks#referenced
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks/intellectual-property/trademarks#referenced
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks
https://www.autodesk.com/company/legal-notices-trademarks
https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/en/general-terms
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明示か黙示かを問わず、第三者の権利を侵害していないこと、商品性、または特定目的への適合性について、

何ら保証しない。法律で認められる範囲内で、オートデスクおよびその使用許諾者のいずれ も、ADN 提供物の使

用により特定の成果がもたらされ、または ADN 提供物が故障することなく正確に動作 し、またその動作の信

頼性もしくは完全な動作を保証するものではない。オートデスクは、ADN 提供物が あらゆるハードウェア

プラットフォーム、ソフトウェア環境、および／またはモジュール設定において動作 し、または ADN 提供物

がデベロッパー固有のハードウェアおよびソフトウェア環境の一部として特定の機 能を果たすことを保証す

るものではない。デベロッパーは、本ソフトウェアにはアルファ版、ベータ版、プ レリリース版または機能

限定版があり、かかる本ソフトウェアは一般に市販される完成版の販売前に大幅な 変更が加えられ、または

一般に流通しない可能性もあることを認めて同意する。 
 
本基本契約において明示的に定める場合を除き、いずれの当事者も、本基本契約に従って提供される ADN 提
供物、オートデスクが実施することのあるマーケティング活動の範囲および期間、またはかかるマーケテ ィ
ング活動の成否について、明示か黙示かを問わず、また法の適用またはその他に基づくかに関わらず、い か
なる保証も表明も行っていない。いずれの当事者も、明示か黙示かを問わず、また書面によるか口頭によ る
かに関わらず、相手方当事者の行ったいずれの表明にも依拠することなく、本基本契約を締結することを 決
定した。 

 
13. 類似したオートデスクのののの機機能および製品 

 
デベロッパーは、オートデスクがソフトウェアおよびその他の製品を評価し、設計し、開発し、取得するこ と、お

よびオートデスクが独自に開発し、評価し、設計し、または取得した製品に、デベロッパーが考案す ることのある

アイデアおよび概念に類似したものが含まれることがあることを了解する。本基本契約のいず れの定めも、デベロ

ッパーが自ら開発しまたは第三者をして開発せしめたソフトウェアに類似し競合する製 品につき、オートデスクが

直接か第三者を通じて間接にかを問わず、これを使用許諾し、これを取得し、ま たは独自にこれを開発し販

売することを禁ずるものではない。本基本契約のいずれの定めも、前文にいうオ ートデスクが独自に開発し、

使用許諾しまたは取得した独自開発製品に係る権利、およびかかる独自開発製 品の使用、販売、賃貸借、使用許

諾またはその他の処分を通じてオートデスクが得る収入またはその一部に 係る権利のいずれも、デベロッパ

ーに付与するものと解してはならない。 
 
14. 責任の制限 

 
法律で認められる範囲内で、オートデスクは、いかなる場合であろうとも、代替品の調達または代替サービ 
スの確保に要した費用、ならびに本基本契約または ADN 提供物もしくは秘密情報の使用を原因としてその 態
様の如何を問わず発生したいかなる特別損害、派生的損害、付随的損害、直接損害または間接損害につい て
も、いかなる責任理論に基づこうとも（契約に基づくか、不法行為またはその他の事由に起因するかを問 わ
ない。）、またオートデスクがかかる損害の可能性について事前に知らされていたとしても、一切責任を 負わない。

法律で認められる範囲内で、デベロッパーは、オートデスクが本基本契約に違反した場合には、 契約に基づくか不

法行為その他の事由に起因するかに関わらず、唯一の救済として、オートデスクに支払済 みの当該年度の登録

料につき日割で返金を受けるものとし、これ以外の救済を受けることができない。かか る責任の制限は、基本的違

反、基本的条件に対する違反、または救済が限定的なものである場合にその本質 的な目的が達成されない場合で

あっても、適用するものとする。 
オートデスクが本条に記載されている通りデベロッパーの救済を制限し、または責任を排除することが適用 
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法上認められない場合、法律で認められる範囲内で、オートデスクが負う全責任およびデベロッパーが得ら 
れる唯一の救済は、（オートデスクの判断により）(i)商品の場合には、(a)商品の交換もしくは等価品の供給、 (b)商
品の修理、(c)商品の交換費用もしくは他の類似品の費用の支払、または(d)商品の修理を受けるための 費用

の支払のうち、いずれか一つまたは複数とし、(ii)サービスの場合には、サービスの再提供、またはサ ービ

スの再提供を受けるための費用の支払のいずれかとする。 
 

15. 一般条項 
 

15.1 準拠法の選択 本契約は、(a)デベロッパーがヨーロッパ、アフリカまたは中東の国に所在する場合

はアイルランドの法律、(b)デベロッパーがアジア、オセアニアまたはアジア太平洋地域の国に

所 在する場合はシンガポールの法律、(c)デベロッパーが南北アメリカ（カリブ海を含む）また

は 本第   15.1   条において特定されていないその他の国に所在する場合はカリフォルニア州の

法律 
（およびアメリカ合衆国連邦法が優先する場合はその限りにおいてアメリカ合衆国連邦法）、

これらの法律に従って解釈されるものとする。当該法域の法律は、これらに含まれる 法の抵

触に関する原則部分は考慮せずに適用されるものとする。国際物品売買契約に関する国 連条

約および米国統一コンピュータ情報取引法は本契約に適用されない（かつ本契約の準拠法 か
ら除外される）ものとする。また、各当事者は、本契約に起因または関連する請求、訴訟ま 

たは紛争については専らカリフォルニア州マリン郡上位裁判所またはサンフランシスコのカリ 
フォルニア北部地区連邦地方裁判所で提起すること（および両当事者はこれらの裁判所の専属 
的管轄権に服すること）、ただし、デベロッパーが(a)ヨーロッパ、アフリカまたは中東の国に 

所在する場合、当該請求または紛争については専らアイルランド、ダブリンの裁判所で提起す

ること（および両 当事者はこれらの裁判所の専属的管轄権に服すること）、(b)アジア、オセ

アニアまたはアジア 太平洋地域の国に所在する場合は、当該請求または紛争については専ら

シンガポールの裁判所 で提起すること（および両当事者はこれらの裁判所の専属的管轄権に

服すること）について同 意する。前述の規定は、オートデスクが知的財産権の侵害があった

とされる国で知的財産権侵 害訴訟を提起することを妨げない。オートデスクは、デベロッパ

ーの居住国の管轄裁判所また は行政審判所で差止命令による救済手続の申立てをする権利を明

示的に留保する。 
 

15.2 譲渡の禁止   デベロッパーは、本基本契約に従って許諾を受けたいずれの権利もライセンスも、 
譲渡も再使用許諾も行ってはならない（株式若しくは資産の買い取り、合併、支配の変更、法 
の適用またはその他の方法のいずれによるかを問わない。）オートデスクは、本基本契約にお け
る自身の権利義務を譲渡又は委任することができる。 

 
15.3 修正 本基本契約の修正、変更、または追加はいずれも、書面をもって、各当事者の授権代表 者

が有効に成立させなければならない。デベロッパーの提案に基づく本基本契約の変更、およ 
び欄外に挿入しまたは別紙に添付するいわゆる「付加条項」はいずれも、オートデスクが正式 
な授権代表者をもって署名しない限り、オートデスクに対する拘束力を発しないものとする。 
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15.4 権利放棄の否定 いずれか一方の当事者がその時期を問わず本基本契約のいずれかの規定につ き
相手方当事者の履行を要求しないことがあっても、爾後その時期を問わず、当該規定の履行 
を要求する権利に、決して何らの影響も及ばない。本基本契約のいずれかの規定に対する違反 

があった場合に、いずれか一方の当事者が当該違反に係る権利を放棄したとしても、当該権利 
の放棄が書面に明示して行ったものでない限り、相手方当事者は、当該規定に係る権利の放棄 
があったものとは解さず、判断しない。 

 
15.5 弁護士費用  訴訟が行われた場合に勝訴した当事者は、相当な弁護士費用などの諸費用の弁償 

を受ける権利を有するものとする。 
 

15.6 権限 各当事者の代表として本基本契約を受諾する者は、それぞれの会社に本基本契約の諸条 件の

拘束を受けさせる正当な権限を有する。 
 

15.7 完全な合意 本基本契約およびここに言及することにより本基本契約に組み込む ADN メンバー シ
ップ申請書は、本基本契約の主題に関する両当事者間の完全かつ唯一の合意を形成し、本基 
本契約の主題に関して本基本契約締結前または本基本契約締結時に書面か口頭かを問わず交わ 
した全ての合意、話し合いおよび意思表示に取って代わる。 

 
15.8 利益相反 デベロッパーは、本基本契約に基づく義務の履行ならびに本基本契約に従ってオー ト

デスクに付与する権利およびライセンスに相反し、または法律上かかる義務の履行ならびに 
かかる権利およびライセンスの妨げとなるようないかなる事業および活動についても、自らの 
利益のためであるか、他の人または法人とともにか、他の人または法人の利益のためであるか 

に関わらず、直接か間接かを問わず、これに従事してはならない。デベロッパーは、現在かか 
る利益の相反および法律上の障害が一切存在しないことを表明し保証する。 

 
15.9 言語 本基本契約の両当事者は、本基本契約および通知を含む他の本基本契約に関する文書の作成に 当

たって、記述言語には本基本契約の当事者は、本契約ならびに本契約に関連する他文書（通知を 含む）

が英語のみで作成されたこと、および英語のみで作成されるものとすることが両者の意思で あることを

ここに確認する。Les parties ci-dessus confirment leur désir que cet accord principal ainsi que tous les 
documents, y compris tous avis qui s'y rattachent, soient rédigés en langue Anglaise. 

 
15.10  可分性   本基本契約のいずれかの規定が、全部または一部、適用法に基づき違法、無効または 

法的強制力を有さないと判断された場合には、その限りにおいて、当該規定またはその一部は、 

違法、無効または法的強制力を有さない法域に関しては、当該違法、無効または法的強制力を 
有さない範囲に限って、無効であるものとし、両当事者の意思を最大限実現するよう適用法に 
準拠させるために必要な範囲に限って、変更したものと見なす。当該法域における当該規定の 

違法、無効または法的強制力の欠如は、他の法域における当該規定の適法性、効力または法的 
強制力にも、本基本契約の他の規定の適法性、効力または法的強制力にも、決して影響を与え 

ないものとする。 
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15.11 解釈 本基本契約のあいまいな定めについては、起草者に不利な解釈を行わないものとする。 
 

締結日: 

デベロッパ番号: 

会社住所: 

会社名: 

締結者: 
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