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iOS搭載モバイルデバイス向けsyngo.via WebViewer

ご利用規約（「規約」） 

 
 

1. 定義 

 

1.1 「関連会社」とは、現在もしくは今後、いずれか

の当事者が直接的もしくは間接的に所有するか支

配する企業もしくはその他の事業体、いずれかの

当事者を所有するか支配する企業もしくはその他

の事業体、またはいずれかの当事者と共通の支配

下に置かれた企業もしくはその他の事業体を意味

します。ただし、かかる企業またはその他の事業

体が関連会社と見なされるのは、かかる所有権ま

たは支配権が存在する間に限られます。本定義の

目的上、企業またはその他の事業体の「支配」と

は、企業またはその他の事業体の経営と方針の方

向性を指揮するか誘導する力を直接的または間接

的に有することを意味します。 

 

1.2 「デモサーバー」とは、デモンストレーション目

的でSiemens Healthcare GmbH、その関連会社ま

たは下請業者により運用されるsyngo.via WebVie-

werサーバーを意味します。 

 

1.3 「施設」とは、syngo.via WebViewer Appが接続す

るその施設のsyngo.via WebViewerサーバーを所有

する施設、病院またはその他の法人を意味します。 

 

1.4 「施設サーバー」とは、ライセンス供与されてお

り、施設によって運用されているか、または施設

のために運用されているsyngo.via WebViewerサー

バーを意味します。 

 

1.5 「個人データ」とは、特定されているか特定可能

な自然人に関連する一切の情報を意味します。特

定可能な自然人とは、特に名前、識別番号、場所

データもしくはオンライン識別情報といった識別

情報を参照すること、またはその自然人の身体的

、生理的、遺伝的、精神的、経済的、文化的もし

くは社会的な同一性に特有の1つまたは複数の要素

を参照することにより、直接または間接的に特定

可能な人のことをいいます。個人データには特に

、人種的もしくは民族的出自、政治的見解、宗教

的もしくは哲学的信条、または労働組合への加入

を明らかにする個人データの特別なカテゴリー、

ならびに遺伝的データ、自然人を一意に特定する

ことを目的とするバイオメトリクスデータ、健康

に関するデータ、または自然人の性生活もしくは

性的指向性に関するデータが含まれることがあり

ます。 

 

1.6 「Siemens Healthineers」とは、syngo.via 

WebViewer Appの使用許諾を行うSiemens法人を

意味します。 

 

1.7 「syngo.via WebViewer App」とは、iOS搭載モバ

イルデバイス向けのsyngo.via WebViewerを意味し

ます。 

 

1.8 「サードパーティ製ソフトウェア」とは、第三者

からSiemens Healthcare GmbHとその関連会社の

両方またはいずれか一方に使用許諾されたソフト

ウェアを意味します。 

 

1.9 「ユーザー」とは、syngo.via WebViewer Appを使

用する人を意味します。 

 
 

2. 一般事項 

 

2.1 syngo.via WebViewer Appは、syngo.viaからの医

用画像を閲覧するためのソフトウェアのみのソリ

ューションです。スタンドアロンデバイスとして

使用することはできず、(i) デモンストレーション

目的でデモサーバーに接続するか、または (ii) 施設

のsyngo.viaシステムに接続している施設サーバー

に接続することを意図しています。 

 

2.2 本規約は、syngo.via WebViewer Appの使用および

デモサーバーへの接続およびデモサーバーの各使

用を規定するものです。syngo.via WebViewer App

をダウンロードして使用することにより、ユーザ

ーは本規約に同意することになります。本規約は

、施設サーバーの使用または施設のsyngo.viaシス

テムの使用のいずれを規定するものでもありませ

ん。施設サーバーおよび施設のsyngo.viaシステム

の使用は、施設とSiemens Healthcare GmbHまた

はその関連会社もしくは販売業者との間で締結さ

れている各契約の対象となります。 

 
 

3. syngo.via Web Viewer Appの所有権、ダウンロー

ド、使用許諾 

 

3.1 Siemens Healthcare GmbHとそのライセンサーの

両方またはいずれか一方は、syngo.via WebViewer 

Appに関するすべての法的権利、権原および利益を

所有します。これには、登録されているかどうか

を問わず、また世界のどこに存在していようとも

、そこに存在するあらゆる知的財産権が含まれま

す。  

 

ユーザーから改善に向けての提案が寄せられた場

合、Siemens Healthcare GmbHとその関連会社に

は、その裁量において、制限なく、これらの提案

を使用する権利が与えられるものとします。ユー

ザーは、提案に個人データが含まれないようにす

るものとします。 

 

3.2 syngo.via WebViewer Appは、1台または複数の

iOS搭載モバイルデバイスにダウンロードすること

ができます。  

 

3.3 syngo.via WebViewer Appは、施設が明示的に当該

接続に合意している場合、施設のsyngo.via Web-

Viewerサーバーにのみ接続することができます。 
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3.4 syngo.via WebViewer Appは使用許諾の下で使用さ

れるものであり、販売されるものではありません

。これらの条件の履行に従い、本規約に別段の記

載がある場合を除き、ユーザーは、取扱説明書に

記載の目的のみのために、取扱説明書の内容に従

って、変更されない形式でsyngo.via WebViewer 

Appを使用するための、非独占的、サブライセンス

不能および譲渡不能の権利を無期限で付与される

ものとします。提供されるドキュメントについて

は、syngo.via WebViewer Appの使用権に関する条

項を準用するものとします。新たなアップデート

またはバージョンについても、同じ使用権が付与

されるものとします。 

  

3.5 syngo.via WebViewer Appは、複製、変更、逆開発

またはリバースコンパイルすることはできません

。また、いかなるプログラム部分も抽出すること

はできず、いかなる英数字コード、スタンプまた

は著作権表示も削除することはできません。  

 

3.6 サードパーティ製ソフトウェア。syngo.via 

WebViewer Appの全体または一部にはサードパー

ティ製ソフトウェアが含まれている場合がありま

す。サードパーティ製ソフトウェアは、規定され

ているライセンス条項と共に提供される場合のみ

引き渡すことができ、それらの規定されたライセ

ンス条項に従ってのみ使用することができます。

サードパーティ製ソフトウェアに関しては、これ

らの条項が本規約の条項と異なる場合、該当サー

ドパーティ製ソフトウェアに関してのみ、これら

の条項が本規約の条項に優先するものとします。

サードパーティ製ソフトウェアには、フリーウェ

ア、シェアウェアまたはオープンソースソフトウ

ェアが含まれることがあります。オープンソース

条項にソースコードの公開についての規定がある

限りにおいて、Siemens Healthineersは要請に応じ

て、オープンソースソフトウェアのソースコード

の複製を提供するものとします。  

 
 

4. 責任の制限、無保証 

 

4.1 SIEMENS HEALTHINEERSは、SYNGO.VIA 

WEBVIEWER APPにより生じるいかなる損害につ

いても、責任を負わないものとします。前述の責

任の除外は、強制的な成文法（製造物責任法など

）により責任を除外できない範囲、および過失に

より生じた生命、身体または健康の損害について

の責任に対しては適用されないものとします。  

 

4.2 SYNGO.VIA WEBVIEWER APPは、ユーザー単独

の責任において使用するものとします。適用法に

より認められる最大限の範囲において、

SYNGO.VIA WEBVIEWER APPは「現状有姿」お

よび「提供可能な範囲」で提供されます。

SIEMENS HEALTHINEERSは、SYNGO.VIA 

WEBVIEWER APPの運用、容量、速度、機能性、

資質または能力に関して、商品性、特定目的への

適合性、権原または第三者の権利侵害の不存在の

黙示的な保証を含むがこれらに限定されない、明

示または黙示を問わず、いかなる種類の保証また

は表明も行いません。SIEMENS HEALTHINEERS

の口頭または書面による情報または助言の一切は

、新たな保証を行うものではありません。

SIEMENS HEALTHINEERSは、SYNGO.VIA 

WEBVIEWER APPが欠陥のない状態もしくは中断

されない状態で稼働すること、またはサードパー

ティ製品と組み合わせた状態で稼働することを保

証しません。一部の司法管轄区域においては、黙

示的保証の除外または適用される消費者の法定権

利の制限が認められていないため、この限りにお

いて上記の除外および制限は消費者に適用されな

い場合があります。  

 
 

5. 技術データの使用 

デモサーバーでは、Siemens Healthcare GmbHと

その関連会社の両方またはいずれか一方が、

syngo.via WebViewer App、syngo.via WebViewer

サーバーまたはsyngo.viaシステムに関連するソフ

トウェア更新、製品サポートおよびその他のサー

ビス（ある場合）の提供を行いやすくするために

定期的に収集される技術データおよび関連情報を

収集および使用することができます。この技術デ

ータおよび関連情報には、デバイス、システムお

よびアプリケーションソフトウェア、ならびに周

辺機器に関する技術情報を含みますが、がこれら

に限定されません。  

ユーザーは本規約をもって、この情報がユーザー

の身元を特定しない形式である限り、製品、サー

ビスまたは技術の改善および提供のために、

Siemens Healthcare GmbHとその関連会社の両方

またはいずれか一方がこの情報を使用する可能性

があることに同意するものとします。 

 
 

6. 個人データの使用 

 

6.1 デモサーバーに接続する場合、Siemens 

Healthcare GmbHはユーザーの特定の個人データ

を取り扱います。詳細については、下記のプライ

バシー条項を参照してください。 

 

6.2 ユーザーは、施設サーバーに接続することにより

、施設が個人データにアクセスし、取り扱うこと

が可能になる、という事実を認識しているものと

します。この場合、施設サーバーの使用およびデ

ータ保護に関する、施設の固有の条件が適用され

ます。ユーザーは、(i) 施設はデータ管理者であり

、そのために適用法の順守について責任を負う、

(ii) Siemens Healthcare GmbHとその関連会社はユ

ーザーに対して、施設による個人データの取り扱

いに関するいかなる詳細情報も渡すことができな

い、という事実を認識しているものとします。 
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7. 輸出規制 

ユーザーは、Siemens Healthineersにより提供され

た情報、ソフトウェアまたは文書を第三者に移転

する場合、該当する国内外のあらゆる（再）輸出

規制に従うものとします。かかる移転のいかなる

状況においても、ユーザーはドイツ連邦共和国、

欧州連合およびアメリカ合衆国の（再）輸出規制

法規に従うものとします。 

 
 

8. 一般条項 

 

8.1 準拠法、紛争解決。本規約はSiemens Healthine-

ersの所在地の法律の適用を受けます。本規約に関

連して発生する、経営幹部の関与を通じて友好的

に解決できない一切の紛争は、国際商業会議所（

International Chamber of Commerce、「ICCC」）

の仲裁規則（Rules of Arbitration、「規則」）に従

って最終的 に解決されるものとします。仲裁地は

Siemens Healthineersの所在地の市とします。書類

の作成は、その仲裁付託において関係当事者が特

に依存する書類に限定されるものとします。 

 

8.2 本規約のいずれかの条項が無効となったり、いず

れかの点で法的強制力がないと判断された場合で

も、残りの条項は完全な効力を維持するものとし

ます。  

 

 

デモサーバーについてのプライバシー条項 

 
 

Siemens Healthcare GmbHおよびその関連会社にとって

、個人データの保護は重要事項です。下記のプライバシ

ー条項は、Siemens Healthcare GmbHが個人データをど

のように取り扱うかを説明し、ユーザーに関連する権利

について解説するものです。 

 

管理者 

 

Siemens Healthcare GmbH（Henkestr. 127, 91052 Er-

langen, Germany）（「管理者」）は、本プライバシー

条項およびデモサーバー使用時の個人データ保護に関す

る適用法に従って、ユーザーの個人データをデータ管理

者として取り扱います。 

 

取り扱いの対象となる個人データのカテゴリー、取り扱

いの目的および法的根拠 

 

管理者は、ユーザーに関する下記のカテゴリーの個人デ

ータを取り扱うことがあります。 

• ユーザーのWebブラウザまたはデバイスから

自動的に管理者に送信される情報（ユーザー

のIPアドレス、デバイスの種類、ブラウザの

種類、参照元サイト、訪問中にアクセスした

サイト、各訪問者要求の日時など）。 

 

管理者は、次の目的でユーザーの個人データを取り扱い

ます。 

• ウェブサイトのサービスおよび機能を提供する

こと、およびユーザーによるウェブサイトの使

用を管理すること  

• ユーザーと管理者との間で締結された契約の下

、管理者の義務を履行すること  

• 法的要求を主張または弁護すること  

• 管理者のITインフラに対する攻撃を含む、不正

行為またはそれに類する行為を防止および抑止

すること 

 

 

ユーザーの個人データの取り扱いは、上記目的を果たす

ために必要となります。ユーザーの個人データの取り扱

いの法的根拠は、下記の通りです。 

• 管理者とその関連会社の正当な利益を防御する

こと（欧州連合の一般データ保護規則（General 

Data Protection Regulation：GDPR）のArticle 6 

Paragraph 1 Item f）。正当な利益は、管理者の

製品およびサービスの提供と実施を目的とする

、ユーザーの個人データの取り扱いに存在しま

す。 

 

他のウェブサイトへのリンク 

 

本プライバシー条項は、第三者のウェブサイトまたはア

プリケーションには適用されません。第三者のウェブサ

イトまたはアプリケーションへのリンクは、そのように

表示されています。管理者は、管理者によって運用され

ていないウェブサイトまたはアプリケーションの範囲内

におけるユーザーのデータの収集、取り扱いおよび使用
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について責任を負いません。また、管理者はこれらのウ

ェブサイトのコンテンツについて責任を負いません。 

 

個人データの受信者と転送 

 

上記目的で、管理者はその関連会社および外部のサービ

ス提供者と連携することがあり、そのためにユーザーの

個人データを次の受信者に対して開示または転送するこ

とがあります。 

•  管理者の関連会社。  

 
 
 

保持期間 

 

管理者は、ユーザーの個人データの取り扱いを、その取

り扱いの目的を達成するために必要な期間のみ、または

ユーザーがその取り扱いに対して同意を取り消したか異

議を申し立てており、かつその取り扱いのためのその他

の法的根拠または優先される正当な理由がなくなるるま

での間、行います。 

法的義務を履行するために管理者がユーザーの個人デー

タを取り扱う必要がある限りにおいて、または法的要求

の確立、行使もしくは弁護のためにデータの取り扱いが

必要な限りにおいて、管理者は、法的義務が履行される

まで、または法的要求が主張されるまで、ユーザーの個

人データを保管します。 

 

使用権 

 

欧州連合（EU）/欧州経済領域（EEA）において適用さ

れるデータプライバシー法に従い、ユーザーは、各法的

要件が満たされている場合に、下記についての権利を有

します。 

• 管理者がユーザーの個人データを取り扱うかど

うかに関する確認を得ること、ならびに該当す

る場合には、管理者によって取り扱われるユー

ザーの個人データおよびその他の情報に対する

アクセス権を得ること。 

• 管理者によって取り扱われるユーザーの不正確

な個人データの訂正を受けること。 

• 管理者によって取り扱われるユーザーの個人デ

ータを管理者から消去してもらうこと。 

• ユーザーの個人データの取り扱い制限を管理者

からしてもらうこと。 

• 構造化されており、一般的に使用されており、

機械可読な形式でユーザーが管理者に提供した

ユーザーの個人データを入手すること、または

ユーザーの個人データが別の受信者に送信され

るように要請すること。 

• 管理者によるユーザーの個人データの取り扱い

に対して異議を申し立てること、およびユーザ

ー特有の状況に関連した理由で、ユーザーの個

人データの取り扱いが正当な利益に基づいてい

る限りにおいて、ユーザーの個人データの取り

扱いに対して異議を申し立てること。 

 

ユーザーは随時自身の同意を今後にわたり撤回する権利

を有します。つまり、ユーザーの同意の撤回は、その撤

回に先立つ同意に基づいて行われた取り扱いの正当性に

は影響を及ぼしません。撤回後、管理者はユーザーの個

人データの取り扱いを、管理者がその取り扱いを別の法

的根拠に基づくことができる範囲内において行うことが

できます。 

 

ユーザーが自身のいずれかの権利を行使することを希望

する場合、ユーザーはSiemens Healthineers Data Pri-

vacy Organization（Siemens Healthineersデータプライ

バシー組織）に連絡するものとします（「データプライ

バシーに関するお問い合わせ」に記載のお問い合わせ先

情報参照）。 

 

データプライバシーに関するお問い合わせ（ご質問、苦

情申し立て）、Data Protection Officer（データ保護担

当者） 

 

Siemens HealthineersのData Protection Officer（データ

保護担当者）およびSiemens Healthineers Data Privacy 

Organization（Siemens Healthineersデータプライバシー

組織）は、データプライバシーに関連するあらゆるご質

問や、その他のご質問、ご意見、懸念事項、苦情に関す

るサポートを提供しております。Data Protection Officer

（データ保護担当者）およびSiemens Healthineers Data 

Privacy Organization（Siemens Healthineersデータプラ

イバシー組織）には、www.bkms-system.net/SHS-DPか

らご連絡いただけます。 

 

Siemens HealthineersのData Protection Officer（データ

保護担当者）およびSiemens Healthineers Data Privacy 

Organization（Siemens Healthineersデータプライバシー

組織）は常時、最大限の努力の下、ユーザーからの要請

や苦情への対応や問題の是正に向けて取り組みます。ユ

ーザーは、Siemens HealthineersのData Protection 

Officer（データ保護担当者）およびSiemens Healthine-

ers Data Privacy Organization（Siemens Healthineersデ

ータプライバシー組織）への連絡に加え、自身の問い合

わせや苦情に関して管轄のデータ保護監督当局に対して

も随時連絡することができます。 

 

http://www.bkms-system.net/SHS-DP

