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These Evaluation Terms apply to any quote, order, and order
acknowledgment, and any license or delivery of hardware, software,
services, or other products by KLA Corporation, One Technology Drive,
Milpitas, California 95035 (“KLA”) to any acquirer (“Customer”). KLA
does not accept, expressly or impliedly, and KLA hereby rejects, any
additional or different terms or conditions that Customer presents,
including but not limited to, any terms or conditions contained or
referenced in any order, acceptance, acknowledgment, or other
document, or established by trade usage or prior course of dealing,
unless KLA expressly and unambiguously agrees to such terms and
conditions in a duly signed writing. By ordering, receiving, accepting or
using products or otherwise proceeding with any transaction after
receipt of these Evaluation Terms or after otherwise being notified that
such transactions are subject to these Evaluation Terms, Customer
agrees to these Evaluation Terms and KLA’s General Terms, which are
incorporated by reference and modified herein and are either attached
hereto, or available at www.kla.com/terms, or on request.

本評価約款は、カリフォルニア州 One Technology Drive, Milpitas,
California 95035 所在の KLA Corporation（以下「KLA」といいます）
が取得者（以下「お客様」といいます）に提供するハードウェア、ソ
フトウェア、サービス又はその他の製品の見積書、注文書及び注文請
書、並びにライセンス又は引渡に適用されます。KLA は、注文書、
承諾書、請書若しくはその他の文書に含まれ、若しくは言及される、
又は取引慣行若しくは従前の取引の過程において確立した条件等を含
め、お客様が提示する追加の条件又は異なる条件を明示的又は黙示的
に受け入れず、且つ KLA はここに拒否します。但し、KLA が正当な
権限に基づいて署名した書面により明示的且つ明確にかかる条件に同
意した場合はこの限りではありません。本評価約款を受領した後、又
はその他かかる取引に本評価約款が適用される旨を通知された後に、
製品を注文、受取、受領若しくは使用し、又はその他の方法によりい
ずれかの取引を進めることにより、お客様は、本評価約款、及び引用
により本書に組み込まれ、本書により修正され、且つ本書に添付さ
れ、又は www.kla.com/terms において若しくは請求により入手でき
る KLA の総合約款に同意するものとします。

1. DEFINITIONS AND SCOPE. The definitions in KLA’s General Terms
shall apply. These Evaluation Terms apply to Hardware, Software, and
Work Product — generally released versions or beta versions — that
KLA agrees to deliver to Customer for evaluation purposes.

1. 定義及び適用範囲 KLA の総合約款の定義を適用するものとしま
す。本評価約款は、KLA が評価目的でお客様に引き渡すことに同意
した「ハードウェア」、「ソフトウェア」及び「作業成果物」（市販
版又はベータ版）に適用されます。

2. DELIVERY. Customer shall issue a zero-dollar purchase order for
the Products to KLA for the purpose of record keeping. KLA will deliver
all Products Ex Works (Incoterms 2010) KLA’s premises. Customer is
solely responsible for obtaining, and arranging for, appropriate
insurance coverage and transportation arrangements with respect to
the Products and to file any claims with the carrier. Transportation of
Hardware must be via air ride suspension enclosed van or, if specified
by KLA, via temperature controlled air-ride van. Customer
acknowledges and agrees that KLA (i) is not obligated to provide
Software in source code form and (ii) does not transfer title to, or
ownership of, any Products and only grants limited, non-exclusive
evaluation rights to Products as specified in these Evaluation Terms. If
KLA agrees to install Products, such services will be provided under a
separate services agreement, or, if none is concluded, subject to KLA’s
then-current Time & Materials Services Terms (available on request).
Partial and installment shipments are authorized.

2. 引渡 お客様は、記録管理のために「製品」についてゼロ・ドルの
注文書を発行するものとします。KLA は、全ての「製品」を KLA の
敷地における工場渡し（インコタームズ 2010）で引き渡します。お
客様は、「製品」に関して及び運送業者に対してクレームを申し立て
るために、適当な保険金及び輸送の取り決めを取得し、手配する責任
を単独で負うものとします。「ハードウェア」の輸送は、エア・サス
ペンションを装備したトラック、又は KLA が指定した場合は温度管
理されたエア・サスペンション装備のトラックによらなければなりま
せん。お客様は、KLA が(i)「ソフトウェア」をソースコード形式で提
供する義務を負わないこと、及び(ii)「製品」の権原又は所有権を移
転させず、本評価約款に定める「製品」に関する限定的、非独占的な
評価の権利のみを付与することを認め、これに同意します。KLA が
「製品」のインストールに同意した場合、かかるサービスは別個のサ
ービス契約に基づいて提供され、又は契約が締結されないときは
KLA のその時点で最新のタイム＆マテリアル方式サービス約款（請
求があれば提供します）に基づいて提供されます。一部出荷及び分割
出荷は認められています。

3. EVALUATION RIGHTS

3. 評価の権利

3.1 All Rights Reserved. KLA and its licensors own, retain and reserve
ownership, title, and all rights and interest, including, but not limited to,
all Proprietary Rights, in and to the Products and Documentation,
subject only to the limited rights that KLA expressly grants in Sections
3.2 (Grant of Rights) and 3.4 (Copies). Without limiting the foregoing,
Customer acknowledges that nothing herein shall constitute a sale of
any Products or Documentation (or any Intellectual Property in and to
Products or Documentation) including any copies and portions thereof.

3.1 全ての権利の留保 KLA 及びそのライセンサーは、「製品」及び
「ドキュメント」における全ての財産権等を含む、財産権、権原並び
に全ての権利及び利益を所有、保持及び留保し、KLA が第 3.2 条（権
利の付与）及び第 3.4 条（コピー）において明示的に付与する限定的
権利のみに制約されます。前記に関わらず、お客様は、本書のいかな
る規定も、そのコピー及び一部を含め、「製品」又は「ドキュメン
ト」（又は「製品」若しくは「ドキュメント」におけるいずれかの知
的財産）の売買を構成するものではないことを認めます。

3.2 Grant of Rights. KLA grants Customer a personal, nonsublicensable, nonexclusive, non-transferable, limited right to use the
Products solely (i) at the site designated by KLA for Customer’s
evaluation of the Products; (ii) for Customer’s internal activities related
to the evaluation of generally available versions of the Products in
contemplating future acquisitions by Customer or in helping KLA in the
development or improvement of beta versions of Products (i.e.,
Products that have not been released for general commercial use); and
(iii) in accordance with the applicable Documentation. KLA grants
Customer a non-sublicensable, non-exclusive, nontransferable, limited
right to use the printed versions of the Documentation that KLA provides
for Customer’s internal business purposes solely in support of
Customer’s use of the Products in accordance with these Evaluation
Terms. Customer’s rights are conditioned on Customer’s continuous

3.2 権利の付与 KLA は、(i)お客様が「製品」の評価を行うために
KLA が指定した場所のみにおいて、(ii)お客様が将来の取得を検討す
る場合、又は「製品」のベータ版（即ち一般的な商業的利用のために
発売されていない「製品」）の開発若しくは改善において KLA を支
援する場合に、「製品」の一般的に入手可能なバージョンの評価に関
連するお客様の社内業務のためのみに、及び(iii)適用される「ドキュ
メント」のみに基づいて、「製品」を使用する属人的な、サブライセ
ンスを供与できない、非独占的、譲渡不能、限定的な権利をお客様に
付与します。KLA は、本評価約款に基づいて、お客様が「製品」を使
用することのみをサポートして、お客様の社内業務のために KLA が
お客様に提供する「ドキュメント」の印刷されたバージョンを使用す
る、サブライセンスを供与できない、非独占的、譲渡不能、限定的な
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compliance with all limitations and restrictions described in these
Evaluation Terms and if Customer violates any of these limitations or
restrictions, Customer’s rights will automatically and immediately
expire. Customer acknowledges that this Section 3 defines the scope
of rights that KLA grants to Customer and that any usages of the
Products or Documentation outside the scope of that grant and the
scope of any statutory rights constitutes an infringement of KLA’s
Proprietary Rights as well as a material breach of these Evaluation
Terms.

権利をお客様に付与します。お客様の権利は、お客様が継続的に本評
価約款に記載された全ての制限及び制約を遵守することが条件となり
ます。又、お客様がかかる制限又は制約に違反した場合、お客様の権
利は自動的に直ちに消滅します。お客様は、本第 3 条が KLA がお客
様に付与する権利の範囲を定義すること、並びにかかる付与の範囲外
及び法律上の権利の範囲外である「製品」又は「ドキュメント」の使
用が、KLA の所有権の侵害であると同時に本評価約款に対する違反
を構成することを認めます。

3.3 Evaluation Period. The evaluation rights granted hereunder shall be
limited in time (“Evaluation Period”) as indicated by KLA in a duly signed
writing and shall automatically expire on the date set forth in such
writing. If no date is specified by KLA, the evaluation rights shall
automatically expire ninety (90) days after the Delivery Date.

3.3 評価期間 本書により付与された評価の権利は、KLA が正当な権
限に基づいて署名した書面に示すとおり、時間的に制限されるものと
し（以下「評価期間」といいます）、かかる書面に定められた日付に
自動的に終了するものとします。KLA がかかる日付を定めない場
合、評価の権利は引渡日から 90 日後に自動的に終了するものとしま
す。

3.4 Copies. Customer may duplicate each item of Software (i) that KLA
delivers separately (i.e., not pre-installed on Hardware) only by
permanently installing one (1) copy on a computer (provided that
Customer keeps the original copy that KLA delivered only as a back-up
copy, separately from any actively used Software; keeps records of
such original copies indicating the location of its storage; and provides
such records to KLA upon request) and (ii) only by temporarily
uploading and using copies of the Software into the working memory of
the computer on which it has been or is to be installed, as applicable,
to the extent necessary for using the Software in accordance with these
Evaluation Terms. Customer may create a reasonable number of
copies of Work Product and the Documentation to the extent necessary
for using the Products in accordance with these Evaluation Terms.
Customer may not create any other copies of the Software,
Documentation, or Work Product unless KLA expressly permits
additional copies in writing.

3.4 コピー お客様は、(i)KLA が別途引き渡す（即ち「ハードウェア」
にプレインストールされていない）「ソフトウェア」の各品目 1 部
を 1 台のコンピュータ上に恒久的にインストールする方法によって
のみ（但し、お客様は、KLA がバックアップ・コピーとしてのみ引
き渡した原本を、積極的に使用されている「ソフトウェア」と分離し
て保存し、かかる原本の記録をその保管場所を示して保持し、且つ
KLA から請求があればかかる記録を提出するものとします）、且つ
(ii)本評価約款に基づいて「ソフトウェア」を使用する上で必要な限
りにおいて、該当する場合、「ソフトウェア」のコピーを、インスト
ールされていた又はインストールされる予定であるコンピュータのワ
ーキング・メモリに一時的にアップロードし、使用することによって
のみ、複製することができます。お客様は、本評価約款に基づいて
「製品」を使用する上で必要な限りにおいて、合理的な数の「作業成
果物」及び「ドキュメント」のコピーを作成することができます。お
客様は、 KLA が書面により追加のコピーを明示的に許可した場合を
除き、「ソフトウェア」、「ドキュメント」又は「作業成果物」のそ
の他のコピーを作成することはできません。

3.5 Restrictions. To the extent permitted by applicable law, Customer
agrees not to (i) reverse engineer, de-compile, or disassemble the
Products; (ii) create any derivative works based on the Software,
Documentation, or Work Product or modify or alter the Software,
Documentation, or Work Product in any manner whatsoever; (iii) sell,
sublicense, lease, rent, loan, assign, convey or otherwise transfer the
Products or Documentation to any third parties; (iv) copy or use the
Products or Documentation for any purpose or in any manner not
expressly permitted by these Evaluation Terms; (v) use the Products or
Documentation outside the permitted scope of its rights; (vi) use the
Products or Documentation in any format, through any timesharing
service, service bureau, network or by any other means, for or in the
interest of any third party; or (vii) permit or encourage any third party to
do any of the foregoing. Customer shall cooperate with KLA, and shall
render all reasonable assistance requested by KLA, to assist KLA in
preventing and identifying any use of, or access to, the Products and
Documentation by anyone in violation of these Evaluation Terms.

3.5 制約 適用法令により認められる範囲で、お客様は、以下の事項を
行わないことに同意します。(i)「製品」をリバース・エンジニアリン
グ 、 デ コ ン パ イ ル 又 は 逆 ア セ ン ブ ル す る こ と 。 (ii)「 ソ フ ト ウ ェ
ア」、「ドキュメント」若しくは「作業成果物」に基づいて二次的著
作物を作成し、又は方法のいかんを問わず「ソフトウェア」、「ドキ
ュメント」若しくは「作業成果物」を修正若しくは改変すること。
(iii)第三者に対して「製品」又は「ドキュメント」を販売、サブライ
センス、リース、賃貸、貸与、譲渡、移転、又はその他の方法により
移転すること。(iv)本評価約款により明示的に認められていない何ら
かの目的又は方法で「製品」又は「ドキュメント」をコピー又は使用
すること。(v)認められたその者の権利の範囲を超えて「製品」又は
「ドキュメント」を使用すること。(vi)タイムシェアリング・サービ
ス、サービス・ビューロ、ネットワークを通じて又はその他の手段に
より、第三者のため又は第三者の利益のために何らかの形式で「製
品」又は「ドキュメント」を使用すること。(vii)上記のいずれかの実
施を第三者に許可し、又は勧めること。お客様は、本評価約款に違反
していずれかの者が「製品」及び「ドキュメント」を使用し、又はア
クセスすることの防止及び特定において KLA を支援するために、
KLA に協力し、且つ KLA により請求された全ての合理的な支援を行
うものとします。

3.6 Proprietary Notices. Customer shall not remove, alter or obscure
any product identification, any copyright, patent, trademark notice or
any other legal notice or legend that appears on the Products or the
Documentation and shall completely and accurately reproduce the
same on any copies of the Products and Documentation made
hereunder.

3.6 財産権の告知 お客様は、「製品」又は「ドキュメント」上に表示
された製品番号、著作権、特許権、商標の告知又はその他の法律上の
通知若しくは警告文を削除し、改変し、又は覆い隠してはならず、本
書に基づいて作成された「製品」及び「ドキュメント」のコピー上に
これらを完全且つ正確に複製するものとします。

4.EVALUATION BY CUSTOMER

4. お客様による評価

4.1 Evaluation of Products. Customer will run and evaluate the Products
in accordance with the evaluation plan provided or signed by KLA, if any.

4.1 「製品」の評価 お客様は、KLA が提供又は署名した評価計画が
あればそれに従って「製品」を作動し、評価します。

4.2 Evaluation Reports. In derogation from Section 6.2(i) of KLA’s
General Terms, Customer shall use its best efforts to provide written
technical reports to KLA describing product performance, including, but
not limited to, problems, deficiencies and recommended improvements
as requested by KLA, but not less frequently than once per week. In
addition to the technical reports, Customer shall, at KLA’s request,
provide a final written report summarizing Customer’s concerns and
recommended enhancements relative to the Products.

4.2 評価報告書 KLA の総合約款第 6.2(i)条の例外として、お客様は、
KLA の請求に基づき、但し、週に 1 回以上の頻度で、問題点、欠陥
及び改善を推奨する点等を含む製品の性能を説明した書面による技術
報告書を KLA に提出するために最善の努力を尽くすものとします。
技術報告書に加え、お客様は、KLA の請求があった場合、「製品」
に関するお客様の懸念及び改良を推奨する点を要約した最終的な報告
書を提出するものとします。
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4.3 Rights in Reports and other Evaluation Information. All Proprietary
Rights to Intellectual Property embodied in evaluation reports provided
by Customer in accordance with Section 4.2 (Evaluation Reports),
measurements, and other information regarding the evaluation of the
Products furnished by Customer to KLA, and other Proprietary Rights
arising from Customer’s evaluation of the Products and/or Customer’s
access to Confidential Information regarding the Products (wherein all
of the foregoing is collectively referred to hereinafter as “Evaluation
Information”) shall initially vest in and be solely owned by KLA. If and to
the extent that under mandatory law, KLA is unable to be initially vested
with ownership of such Proprietary Rights, Customer hereby assigns to
KLA ownership, title and all rights and interest in and to such Proprietary
Rights regarding the Evaluation Information and any tangible material
or software copy relating to the Evaluation Information. To the extent
that under mandatory law, rights can only be assigned after creation,
Customer hereby irrevocably agrees to assign, immediately following
the creation, such Proprietary Rights to KLA. To the extent that under
mandatory law, Proprietary Rights may not be assigned, Customer
hereby agrees to grant an unlimited, exclusive, irrevocable, perpetual,
royalty-free, worldwide and unconditional license to such rights to KLA.
To the extent such license grant is invalid or not fully enforceable under
mandatory law, Customer irrevocably agrees to grant and hereby
grants such rights to KLA as KLA reasonably requests in order to
acquire a legal position as close as possible to the legal position that
KLA would hold if it could acquire the Proprietary Rights to Intellectual
Property embodied in the Evaluation Information, but in no case less
than an unlimited, nonexclusive, irrevocable, perpetual, royalty-free,
worldwide and unconditional license.

4.3 報告書及びその他の評価情報における権利 第 4.2 条（評価報告
書）に従ってお客様が提出した評価報告書に織り込まれた「知的財
産」に関する全ての「財産権」、測定、及びお客様が KLA に提供し
た「製品」の評価に関するその他の情報、並びにお客様による「製
品」の評価及び／又はお客様による「製品」に関する機密情報へのア
クセスにより生じたその他の財産権（前記全てを総称して以下「評価
情報」といいます）は、当初 KLA に帰属し、KLA が単独で所有する
ものとします。強行法規の下で KLA が当初かかる財産権の所有権を
付与されることができない場合はその限りにおいて、お客様は、評価
情報に関する財産権及び評価情報に関連する全ての有形の資料又はソ
フトウェア・コピーに対する所有権、権原並びに全ての権利及び利益
を本条により KLA に譲渡します。強行法規の下で権利が発生後でな
ければ譲渡できない場合、お客様は、本条により、かかる財産権を発
生後直ちに取消不能なものとして KLA に譲渡することに同意しま
す。強行法規の下で財産権の譲渡ができない場合、お客様は、かかる
権利に関する無制限、独占的、取消不能、永久的、無償の、全世界的
な且つ無条件のライセンスを本条により付与することに同意します。
かかるライセンスの付与が強行法規の下で無効であり、又は完全に強
制することができない場合、お客様は、KLA が評価情報に含まれる
知的財産に関する財産権を取得できていれば保有したであろう法的地
位に可能な限り近い法的地位を取得するために、KLA が合理的に請
求する権利を KLA に対して取消不能なものとして付与することに同
意し、且つ本条により付与します。但し、いかなる場合も、無制限、
非独占的、取消不能、永久的、無償の、全世界的な且つ無条件のライ
センスを下回ってはなりません。

4.4 Insurance. Customer will insure the Products against loss or
damage during the Evaluation Period and shall be solely responsible
for any damage that may occur while the Products are in Customer’s
possession.

4.4 保険 お客様は、評価期間中の損失又は損害に対して「製品」に保
険を付し、お客様が「製品」を保有している間に発生した全ての侵害
について単独で責任を負うものとします。

4.5 No Duty to Release Products. Notwithstanding anything in these
Evaluation Terms to the contrary, KLA shall have no duty to release any
beta versions of Products for general commercial use.

4.5 製品発売義務の否定 本評価約款の本条項と異なる規定に関わら
ず、KLA は、「製品」のベータ版を一般的な商業的利用のために発
売する義務を負わないものとします。

5. EVALUATION COORDINATORS. Both parties shall designate one
person as their coordinator for all communications between KLA and
Customer with regard to the evaluation of the Products. Both parties
may change their coordinator by giving written notice to the other party.

5. 評価コーディネーター 両当事者は、「製品」の評価に関し、
KLA とお客様との間の連絡全般のコーディネーターとして、1 名を指
名するものとします。両当事者は、他方当事者に対し書面による通知
を行うことにより、コーディネーターを変更できるものとします。

6. WARRANTY DISCLAIMER. ALL PRODUCTS ARE PROVIDED “AS
IS.” KLA MAKES NO WARRANTIES OR REPRESENTATIONS OF
ANY KIND. KLA DISCLAIMS ALL IMPLIED WARRANTIES AND
REPRESENTATIONS, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT AND,
WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, MAKES NO WARRANTY
THAT THE PRODUCTS FURNISHED UNDER THESE EVALUATION
TERMS ARE ERROR FREE, WILL PERFORM ACCORDING TO ANY
SPECIFICATIONS, OR THAT THEIR PERFORMANCE OR
OPERATION WILL BE UNINTERRUPTED.

6. 責任の排除 「製品」は、全て、「現状のまま」提供されます。
KLA は、いかなる保証又は表明も行いません。KLA は、商品性、特
定目的適合性、及び非権利侵害性の保証等、黙示的な保証及び表明
の全てを排除し、且つ、上記の文言を制限することなく、本評価約
款に基づき提供される「製品」に瑕疵がないこと、「製品」が仕様
書に従って機能すること、又は「製品」の機能又は動作が中断され
ないことについて、いかなる保証も行いません。

7. LIMITATION OF LIABILITY. IN DEROGATION FROM SECTION 5.1
OF KLA’s GENERAL TERMS, KLA’s LIABILITY SHALL NOT EXCEED
A TOTAL AMOUNT EQUAL TO ONE THOUSAND US DOLLARS
(US$1,000).

7. 責任の制限 KLA の総合約款第 5.1 条の例外として、KLA の責任
は、総額 1,000 ドルを上限とするものとします。

8.

8. 解 除

TERMINATION

8.1 Termination. Without limiting Section 3.2 (Grant of Rights) with
respect to the automatic termination of Customer’s rights, KLA may
terminate rights to Products granted hereunder by giving written notice,
effective immediately for any or no reason. KLA’s termination rights are
in addition to any other rights and remedies that KLA may have under
any applicable laws.
8.2 Consequences. Upon such termination or expiration of the
Evaluation Period, Customer shall at its sole costs and expense
immediately return all Products, Documentation, and KLA’s Confidential
Information in Customer’s possession without retaining any copies
thereof and all evaluation rights granted to Customer under these
Evaluation Terms for Products and Documentation shall be
automatically revoked. Customer shall certify compliance with all
foregoing obligations to KLA in writing.
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8.1 解 除 お客様の権利の自動的な消滅に関する第 3.2 条（権利の付
与）を制限することなく、KLA は、事由の有無、如何を問わず、書
面による通知を行うことにより、直ちに本評価約款に基づき付与され
た「製品」に関する権利を解除することができます。KLA の解除権
は、KLA があらゆる適用法令上有し得るその他権利及び救済手段に
加えて有するものです。
8.2 終了の効果 前項の解除をした場合又は評価期間が満了した場合、
お客様は、コピーを保持することなく、お客様が占有する「製品」、
「ドキュメント」、及び KLA の機密情報の全て、並びに、「製品」
に関して本評価約款に基づきお客様に対し付与された評価の権利の全
てを、自らの費用負担のみにより直ちに返還するものとし、且つ、
「ドキュメント」は、自動的に無効になるものとします。お客様は、
KLA に対し、上記の義務の全てを遵守したことを書面により証明す
るものとします。
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8.3 Survival. KLA’s General Terms and these Evaluation Terms, except
Section 3.2 (Grant of Rights), shall survive the termination of any rights
granted hereunder or the expiration of the Evaluation Period.

8.3 存 続 第 3.2 条（権利の付与）を除き、KLA の総合約款及び本評
価約款は、本評価約款に基づき付与された権利が解除され又は評価期
間が満了した後も存続するものとします。

9. RIGHT TO INSPECT. KLA shall have the right, after reasonable prior
written notice, to enter Customer’s premises and inspect Customer’s
use of the Products from time to time for the purpose of ensuring
Customer’s compliance with these Evaluation Terms.

9. 調査の権利 お客様に必ず本評価約款を遵守していただく目的のた
め、KLA は、合理的な書面による事前の通知を行った上、適宜、お
客様の敷地に立ち入り、お客様による「製品」の使用について調査で
きるものとします。

10. PREVAILING LANGUAGE. The English language version of these
Evaluation Terms shall be controlling and legally binding in all respects
and shall prevail in case of any inconsistencies.

10 適用言語 本評価約款の英語版が、あらゆる点において効力を有し
且つ法的に拘束力を有するものとし、且つ、矛盾が生じた場合に、常
に優先するものとします。
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