Forest Stewardship Council®

利用規約
認証取得者のための FSC オンラインクレームプラットフォーム
森林管理協議会オンラインクレームプラットフォーム （Forest Stewardship Council Online
Claims Platform 以下「OCP」といいます。）にようこそ。本文書は OCP の利用規約について
規定しています。OCP を利用する場合は、以下の利用規約に同意していただく必要があります
。
本利用規約はあなたご自身（以下「 承認されたユーザー 」といいます。）と FSC Global
Development GmbH, Charles-de-Gaulle-Str. 5, 53113 Bonn, Germany （以下「FSC 」といい
ます。）の間で締結されるものです。以下、本文書において FSC GD と承認されたユーザーの
各々およびその総称は「当事者」とします。

1. 紹介と定義
1.1. 本利用規約で使用されている特定の用語は大文字で記されており、その定義は附則 1
に記載されています。附則 1 は本利用規約の不可分な一部を構成するものとします。
1.2. 疑義を回避するため、本利用規約において法的拘束力を有する言語は英語とします。
技術用語がドイツ語で使用されている場合は、ドイツの法律のみに則った意味を持ち
、解釈されるものとします。当該用語の英語訳がある場合は参照のみを目的とするも
のとします。
1.3. 本文書における見出しは便宜上の目的でのみ利用されるものであり、本利用規約の条
項の解釈になんら影響しないものとします。
1.4. この一般利用規約は排他的に適用されるものとします。承認されたユーザーに関して
この一般利用規約と相反するか、または異なるその他の利用規約については、OCP に
関する FSC と承認されたユーザーの間の取引関係には適用されないものとします。

2. FSC により提供される OCP の一般的な目的とサービスの範囲
2.1. 認証取得者は、既存の FSC 認証を維持するために認証の要件を継続的に順守している
ことを確認する年次監査を受ける必要があります。こうした監査は、認証取得者の適
合性評価機関が指定する監査専門家の立ち合いの下でおこなわれるものとします。
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OCP は、認証取得者が認証要件を満たすために適合性評価機関に提供する必要がある
データの正確性と適時性を改善し、維持することを目的としたものです。OCP は「ク
ラウドベース」のソフトウェアアプリケーションであり、承認されたユーザーが FSC
認証製品の取引に関連したデータを他の OCP 利用者、特に取引相手と共有することを
可能にします。さらに、それぞれの適合性評価機関及び FSC 認証製品を含む取引に関
連して FSC 表示を確認することを希望するその他の認証取得者に対して、承認された
ユーザーが読み取り専用でアクセス権を提供できるようにします。OCP は、当事者間
の取引内容を十分に記述するために必要な情報のみを収集及び保存するものです。
2.2. FSC はオンラインサービスにより、承認されたユーザーが FSC 認証製品の取引の際に
なされた FSC 表示を記録することを可能にします。承認されたユーザーは認証要件へ
の自らの順守状況の確認のために、適合性評価機関に対して OCP アカウントの読み取
り専用のアクセス権を付与したり、それを取り消したりすることができます。

3. OCP データベースへのアクセス
3.1. 承認されたユーザーとして OCP にアクセスするためには、許可されたユーザーが本規
約第 11 項に同意し、認証取得者を代表して OCP を利用することについて、認証取得
者の法務代表者による許可を得ている必要があります。
3.2. OCP へのアクセスはユーザー名、パスワードと電子メールアドレスによって管理され
ます。承認されたユーザーは自分の意思でいつでも電子メールアドレスやパスワード
を変更することができます。
3.3. マルチサイトによる認証の場合は、マルチサイト組織または FSC の認証を受けたグル
ープのメンバーの各サブサイトに対して、サイトの認証番号の枝番と共に個別のアカ
ウントが割り当てられます。
3.4. 承認されたユーザーはすべてのアクセスデータとパスワードを機密扱いにし、第三者
による不正利用を防止するものとします。
3.5. 承認されたユーザーは、アクセスデータの悪用の事実またはその疑いがある場合は直
ちに FSC に通知するものとします。悪用が深刻な場合は、OCP のテクニカルサポー
トチームが FSC と協議の上、悪用にいたった状況が明らかになるまでの間、承認され
たユーザーのアクセスを停止することがあります。本利用規約の目的に鑑み、承認さ
れたユーザーのアクセスデータの悪用が何ら介入されることなく続いており、ダメー
ジまたは損害が合理的に予想される場合は、「深刻な悪用」がおこなわれているもの
とみなします。
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3.6. 上記 3.5 の意味におけるアクセスの停止は、承認されたユーザーが停止期間中に自己の
コンピュータデバイスに当該取引を記録し、その後にそれを OCP のアカウントにアッ
プロードする権利を侵害することはないものとします。
3.7. 承認されたユーザーは、承認されたユーザーのアクセスデータについて悪用があった
場合や、そうした悪用から情報の変更や喪失が発生した場合は、当該悪用に関して承
認されたユーザーに責任がない場合を除き、当該悪用及びその結果生じた情報の変更
や喪失に起因するすべての損害について責任を負うものとします。
3.8. 登録の際、承認されたユーザーの FSC 認証に関するすべてのデータは、info.fsc.org か
ら自動的に OCP に転送されます。承認されたユーザーは、info.fsc.org にある FSC 情
報データベース上に表示されている FSC 認証の内容に含まれているすべての情報の正
確性について確認するものとします。情報が変更された場合、承認されたユーザーが
遅滞なく OCP のテクニカルサポートチームに通知するものとします。したがって、承
認されたユーザーの適合性評価機関は info.fsc.org 上で不正な情報を修正することが求
められます。その後、OCP に含まれるデータは info.fsc.org 上のデータに一致するよう
になります。

4. 承認されたユーザーの協力義務と行動規範
4.1. 承認されたユーザーは、OCP にアクセスするためのハードウェア、オペレーティング
システム、インターネット接続、十分かつ最新のブラウザシステムを含み、かつそれ
らに限定されない全ての技術的な設備の提供に関して、単独で責任を負うものとしま
す。FSC はそのウェブサイトにおいてどのブラウザーが対応しているかを特定し、必
要に応じて当該情報を更新するものとします。
4.2. OCP において技術的な変更や修正があった場合は、FSC が承認されたユーザーに対し
てタイムリーにその事実ならびに当該変更や修正のために必要な調整内容を通知する
ものとします。但し、当該調整は承認されたユーザーにとって合理的に受け入れ可能
な範囲内にとどまるものとします。承認されたユーザーは、自己の IT システムに必要
な調整を実施する責任を単独で負うものとします。
4.3. 承認されたユーザーはシステムの安全性を確保するために、ウィルス、トロイの木馬
、スパム、フィッシング、その他のマルウェアによる攻撃からシステムを防御するた
めの最新の保護プログラムを含み、かつこれに限定されない必要な措置を取るものと
します。本利用規約の目的に鑑み、「マルウェア」とはコンピュータの動作を妨害し
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たり、取扱いに注意を要する情報を収集したり、個人のコンピュータシステムにアク
セスすることができる全てのソフトウェアを意味するものとします。
4.4. 承認されたユーザーは、OCP に自ら入力するか、または取引相手により入力されたデ
ータ記録の正確性について単独で責任を負うものとします。
4.5. 承認されたユーザーは、違法な目的、本利用規約によって禁止されている目的、また
は認証要件もしくはその他の必要な要件に準拠していない目的のために OCP を使用し
ないことを FSC に対して保証するものとします。承認されたユーザーは地方、州、国
家、または国際法など適用される全ての法規に従うものとし、承認されたユーザーの
アカウントまたは権限の下でおこなわれた全ての作為および不作為（OCP に入力され
たデータを含み、かつそれらに限定されません）について、承認されたユーザーが関
連する作為または不作為について責任がない場合を除き、単独で責任を負うものとし
ます。
4.6. FSC は、承認されたユーザーのアカウントに由来する活動について、システムが十分
に機能することを保証し、また準拠法や政府による規制を順守するために必要な範囲
に限って情報を開示するために、内容を監視、検討および/または保持する権利を留保
します。
4.7. サービス上および/または技術上の問題が発生した場合、OCP のテクニカルサポートチ
ームは、当該問題に対処するために承認されたユーザーの OCP アカウントに必要な範
囲でアクセスする権利を有するものとします。承認されたユーザーは、OCP で提供さ
れるツールを介してユーザーサポートチームに支援を要請することができます。支援
要請が出された場合、承認されたユーザーは OCP のユーザーサポートチームおよびテ
クニカルサポートチームに対して、承認されたユーザーの要請に対応することのみを
目的として一時的なアクセス権限を付与するものとします。

5. 知的財産権
5.1. 承認されたユーザーは、OCP がドイツ著作権法（以下「UrhG」とします。）第 87a
条第 1 項において定めるところのデータベースであるデータベースソフトウェアアプ
リケーションであること、および FSC がそれに関する全ての知的財産権を保有するこ
とを認めるものとします。関連するコンピュータプログラムについては第 69a 条以降
において保護されています。UrhG、マニュアル、文書については UrhG 第 2 条におい
て保護されています。保護対象物における第三者の権利は何ら影響をうけることがな
いものとします。
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5.2. 全ての商標、商号、企業ロゴ、シンボル及びその他のマークまたは創作物はそれぞれ
の所有者にのみ帰属し、同上に関する権利、所有権、利益は承認されたユーザーには
付与、移転、譲渡されません。疑義を避けるため、全ての FSC のロゴ、商標、商号、
著作権を有する作品、およびそれらと共に使用されるか、または関連するその他のデ
ータは、FSCAC の独占的な財産として存続するものとします。

6. 利用権および権利の停止
6.1. 承認されたユーザーは、商標ライセンス契約および本利用規約に則って、本文書及び
商標ライセンス契約で規定されている目的のために、かつ本利用規約のセクション 7
に規定されている期間に限定して、OCP で提供されるサービスを利用する非排他的か
つ譲渡不可能な権利を付与されるものとします。
6.2. 承認されたユーザーの OCP 利用権には以下のものが含まれ、かつこれらに限定されな
いものとします。
6.2.1. 関連データ記録の作成、編集、削除
6.2.2. 承認されたユーザーにより作成されたデータ記録の検討、承認、拒絶。 但し、
データ記録とは当該取引において承認されたユーザーに関する言及があるものを
指します。
6.2.3. 第三者に対する読み取りアクセス権の許可または拒絶。例）承認されたユーザー
の FSC 要件への準拠状況を確認するために、関連する取引データを検討する適
合性評価機関。
6.3. OCP のその他の機能ならびに承認されたユーザーのその他の権利および義務は、詳細
において認証要件に従っています。
6.4. 全てのデータ記録は作成時または変更時より 最長で 5 年間、OCP において保管される
ものとします。データ記録は承認されたユーザーの独断により、随時手動で削除する
ことができます。上記の内容にもかかわらず、データ記録が相手方当事者と共有され
た場合は、両当事者の OCP アカウントにおいて「削除用」と表記されるものとし、当
事者各々はその旨を記した自動通知を受けとるものとします。そのような場合、相手
方のアカウントにある「削除用」と表記されたデータ記録の削除は、年次監査の終了
後に FSC によりおこなうことが可能です。
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6.5. FSC は、承認されたユーザーが商標ライセンス契約、認証要件、本利用規約の各条項
に違反しているような重大な事由の場合に限り、承認されたユーザーの OCP アカウン
トを停止する権利を有するものとします。承認されたユーザーが、他の承認されたユ
ーザーに利用停止になる可能性がある理由があることを知った場合は、直ちに FSC お
よび/または適合性評価機関（該当する場合）および/または ASI（該当する場合）に対
してその旨を通知するものとします。
6.6. 承認されたユーザーによる FSC 商標の利用権が商標ライセンス契約の条件に則って停
止されている場合は、承認されたユーザーの上記の利用権もそれに伴い停止されるも
のとします。OCP には FSC 表示に関するデータ記録が FSC が認定するサプライヤー
の範囲に含まれていることを保証する認証規則が含まれます。FSC 認証が停止された
場合は、FSC 表示に関するデータ記録は確認されないものとします。

7. 発効日、期間、終了
7.1. 本利用規約は、承認されたユーザーが承諾した日に有効となり、セクション 7（「期間
」）に基づいて終了しない限り、無期限に存続するものとします。
7.2. 各当事者は、相手方当事者に対して終了日の 3 ヶ月前までに書面により必要な通知を
おこなうことにより本利用規約を終了させることができます。また、それにともない
OCP の利用も終了します。
7.3. 承認されたユーザーの FSC 認証が適合性評価機関によって取り消された場合、または
商標ライセンス契約が FSC の手により終了した場合は、追加の通知をおこなうことな
く本利用規約および OCP の利用が事実上終了するものとします。
7.4. 重大な事由がある場合、各当事者は書面による通知を相手方当事者に送付することによ
り、本利用規約および OCP の利用について、いつでもただちに終了することができま
す。当事者の一方が本合意の重要な規定に違反しており、特に相手方または FSC の認
証制度に深刻な悪影響が生じている場合、そうした違反により生じた損害が回復可能で
あり、違反していない側の当事者によって合理的な期間内にその損害が回復されていな
い場合は、重大な事由が生じているものとみなすことができます。
7.5.

しかし、これにより利用規約が終了する場合でも、利用規約の終了日以前に各当事者
に生じた権利、義務、債務については影響が及ばないものとします。
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7.6.

承認されたユーザーは、OCP にある自身のプロフィールをいつでも削除することが
できます。上記のセクション 6.4 に基づき、アカウントおよび任意のデータ （デー
タ記録及びそれに関連したものに限定されません）は OCP から自動的に削除されま
す。

8. 欠陥、中断、その他の誤作動
8.1.

承認されたユーザーが OCP の欠陥、誤作動、損傷を発見した場合は、過度に遅滞す
ることなく OCP で利用可能なツールを用いてその旨を FSC に通知するものとしま
す。

8.2.

OCP に欠陥、誤作動、中断及び/またはその他の損傷（以下「欠陥」といいます。）
がある場合は、FSC は合理的な努力により合理的な期間内に問題を是正するものと
します。そうした欠陥に対する FSC の是正義務は、OCP およびそのインターネット
へのアクセスポイントまでに限定され、それ以遠へのデータの送信ラインや承認され
たユーザーのシステムに対する是正義務は有しないものとします。

9. 責任
9.1.

FSC が情報提供を目的とする資料、ウェブサイト、その他の文書においておこなう
OCP に関するいかなる言及も、厳格責任（ドイツ語で「verschuldensunabhängige
Haftung」）を構成せず、OCP に関する一般的な表現としてのみ使用され、当該資料
において明示的な記載のない限り、そうした表現は特徴的な機能に関する保証（同「
Garantie」または「Zusicherung von Eigenschaften」）とはみなされないものとしま
す。

9.2.

FSC は、理事、幹部、従業員または下請業者の故意または重過失による作為または
不作為の結果起こる損害、不利益、物的損害または金銭的損失に対してのみ責任を負
うものとします。上記の責任制限は死亡および/または傷害や重大な義務違反には適
用されないものとします。重要な義務に関して若干の過失があった場合（すなわち、
本利用規約の実施に不可欠な条項を履行する義務で、通常、承認されたユーザーがそ
のような条項に依存しており、条項が不履行である場合は本利用規則を通じて当事者
が達成しようとしている目的が危機にさらされるような義務のこと）、FSC の責任
は承認されたユーザーが本利用規約に同意した時点で通常、予見が可能であるような
損害に限定されるものとします。
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9.3.

承認されたユーザーは、承認されたユーザー自身、その従業員、または下請業者の責
めに帰すべき作為または不作為によって第三者が被る金銭的損失、法的申立て、物的
損害、傷害、および弁護士報酬を含む費用について FSC およびその理事、幹部、従
業員または下請業者を免責し、保護することに同意するものとします。

10.

守秘義務

承認されたユーザーは、他の OCP 利用者から受け取った相互間の取引に関する情報に
関連した機密を守るものとします。

11.

法と裁判の管轄権

11.1. 本利用規約はドイツの法令に従います。本利用規約またはその有効性に関連して生じ
る全ての紛争は、最終的にドイツ仲裁協会の迅速な手続きに関する仲裁規則および付
則（www.dis-arb.de）に従って仲裁されるものとします。
11.2. 仲裁がおこなわれる場所はドイツのケルンとします。仲裁裁判所は三名の仲裁者から
構成されるものとします。紛争の仲裁にはドイツの実体法が適用されるものとします
。仲裁手続きに使用される言語は英語とします。
11.3. 国際物品売買条約に関する国際連合条約は適用されないものとします。

12.

雑則

12.1. 本利用規約は、本文書の対象事項に関する当事者間の完全合意を構成するものです。
本利用規約は、当事者間における本文書の対象事項に関わるこれまでの交渉、意見の
表明、または理解の全てに優先し、それらを置き換えるものです。 立証責任は、本
契約に優先する口頭による合意に言及する当事者が負うものとします。
12.2. 権利の不均衡や不注意による不作為の是正、法律および判例法の変更、または変更が
合理的に予想されるその他の場合に対応するために本利用規約の修正が必要である場
合、FSC は 自らの判断により本利用規約をいつでも修正することができる権利を有
しますが、義務ではありません。そのような場合、FSC は変更に先立って承認され
たユーザーに対して電子メールを適時自動送信し、ユーザーに 4 週間以内に異議申し
立てをおこなう機会を与えるものとします。承認されたユーザーがこの期間内に異議
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を申し立てなかった場合、自動電子メールで通知された変更内容に異議を申し立てな
かった結果について FSC が通知することを条件として、新しい利用規約は承認され
たユーザーにより承諾されたものとみなされます。
12.3. 本利用規約の条項または将来本利用規約に組み入れられる条項が無効または実施不可
能になった場合、あるいは本利用規約に漏れがある場合でも、本利用規約の有効性ま
たはその他の条項の実施可能性はその影響を受けないものとします。無効または実施
不可能な条項については、法的に許容される範囲で適切な衡平法上の条項と差し替え
られ、無効または実施不可能な条項の経済的意図及び目的とできるだけ近いものにす
るものとします。本利用規約に漏れがある場合は、本契約の経済的意図及び目的に照
らし合わせて、当事者が当該事項を検討したならば合意したであろう内容を反映して
いる適切な衡平法上の条項に同意しているものとみなします。

13.

個人データの処理、ダイレクトマーケティング

13.1. 承認されたユーザーは十分な透明性および真正性を保証し、かつ OCP と FSC のプ
ラットフォームにおいて同等かつ正確な情報を保持するために、 FSC が 企業名、所
在地、割り当てられたライセンス、認証番号ならびに OCP および FSC データベー
スのライセンスのステータスを公開することに同意します。
承認されたユーザーは、会社名、所在地、割り当てられたライセンスおよび認証番号、
FSC のデータベースにおけるライセンスのステータスについて更新情報がある場合
は、FSC が OCP についても更新する場合があることに同意します。
13.2. 承認されたユーザーは、FSC が承認されたユーザーの名前、所在地、電話番号、フ
ァックス番号、電子メールアドレス（以下「連絡先」といいます）および承認された
ユーザーの認証に関する詳細な情報について、FSC 認証制度を改善し、FSC 商標の
誤使用を防ぎ、認証製品の検証性を高めることを目的として FSC ネットワークのメ
ンバーに移転することができることに同意します。情報移転の最終的な目的は世界の
森林の責任ある管理を促進するという FSC AC の使命を支援することです。
承認されたユーザーは自己の個人データが上記の目的のために欧州連合以外の地域に
存在する FSC ネットワークに移転される場合があることに同意します。上記にかか
わらず、データ記録は明確にそのような移転の対象外であるものとします。
13.3. 承認されたユーザーは、FSC および FSC のネットワークがダイレクトマーケティン
グ、すなわち FSC の認証制度促進や世界の森林の責任ある管理を促進する FSC AC
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の使命を支援することを目的として、承認されたユーザーの連絡先情報を加工及び利
用する可能性があることに同意します。
承認されたユーザーは、連絡先情報が上記の目的のために欧州連合以外の地域に存在
する FSC ネットワークに移転される場合があることに同意します。 上記にかかわら
ず、データ記録は明確にそのような移転の対象外であるものとします。
13.4. 承認されたユーザーは、セクション 11 に基づく連絡先データの加工について、電子
メールを送信する（privacy@fsc.org）ことにより、いつでも同意を撤回することが
できます。 なお、OCP での個人データの処理に関連する詳しい情報は、OCP のウ
ェブサイト ocp.fsc.org をご覧ください。FSC の「プライバシーポリシー」 は こち
らでご覧いただけます。

14.

会社および連絡先に関する情報

OCP の契約上のパートナー及び所有者
FSC Global Development GmbH
Charles-de-Gaulle-Str.5, 53113 Bonn, Germany
社長：Kim Bering Becker Carstensen
商業登記：HRB Bonn 15990
German VAT-No.:258067376
電話：0049 (0) 228 36766-0
ファックス：0049 (0) 228 36766-65
電子メール：fsc@fsc.org
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附則 1：説明

「ASI」はドイツの法令に則って組織された有限責任企業である Accreditation Services
International GmbH を表しています。商業登記は Bonn HRB 13790 、登録所在地は
Friedrich-Ebert-Allee 65, 53113 Bonn, Germany です。ASI は FSC AC の完全子会社で
す。
「承認されたユーザー」 は オンラインクレームプラットフォームにおける登録された

個人または法人を意味します。
「認証要求事項」には以下の要求事項が含まれます。(a) FSC の認証要求事項すなわち

FSC の認証制度関連文書 (例：認証指針、規格、ガイダンス、アドバイスノート、そ
の他の文書)、(b) FSC の組織文書すなわち FSC の認証制度関連のガバナンス文書 (例
：制定法、付則、争議解決制度、その他の文書) について、FSC の認証システムの運
用のために最新版が必要です。
「Chain of Custody」または「CoC」とは、原産地の森林内から最終消費地に向けて

製品が流通する経路を意味します。
「認証取得者」とは、 FSC の認定を受けた適合性評価機関により承認された企業また

は企業グループを表しており、加工する製品は FSC の認証制度に規定された規則に準
拠しています。
「適合性評価機関」とは、FSC によって FSC の認証制度の申請者に対して FSC の認

証監査を実施し、認証を受けた森林管理企業および森林製品企業を認証要件に照らし
て調査するように指定を受けた企業を表します。
「データ記録」 には、当事者間の直接取引について十分な内容を記載するために必要

な情報のみが含まれるものとします。これには(a) 名称、(b) 所在地、 (c) 取引の当事者
に関連する FSC の識別番号を含めることができます。さらに、(d) 取引日、(e) 関連製
品の数量や品目が記録されます。なお、取引ごとに OCP は以下の内容についても記録
します。 (f) 公式な FSC 表示の種別 (FSC 100%、FSC 混合、FSC 混合クレジットま
たは FSC リサイクルのうちの一つ) 及び (g) 製品の詳細 (ユーザーが選択する入力英数
字) 。OCP は (h) FSC の製品種別を記録するオプションフィールド (公式な FSC 製品
区分から選択) を提供します。2 つの追加データフィールドは、種別及び森林管理企業
または認証取得者により取引が開始された原産国について記録するために使用され、
認証範囲には管理された森林のリスク評価が含まれます。 上記以外の情報については
、データ記録は個人または個人のグループについて個人を特定できる情報を含まない
ものとします。
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「森林管理企業」 とは、さだめられた森林の領域において森林管理をおこなう組織を

表します。
「森林製品企業」 とは、取引、加工、製造、保管、仲介、小売、その他の取扱いを目

的として木材製品を直接的または間接的に所有する組織を表します。
「 FSC 」 とは 、有限責任企業でありドイツの法律に則って組織された FSC Global

Development GmbH を 表 し ま す 。

商 業 登 記 ： Bonn HRB 15990, 登 録 所 在 地 ：

Charles-de-Gaulle Str. 5, 53113 Bonn, Germany.FSC は FSC AC の完全子会社です。
「FSC AC」は Forest Stewardship Council, Asociación Civil（森林管理委員会）を表し

ており、登録所在地は Calle Margarita Maza de Juárez # 422, Col. Centro, 68000
Oaxaca,Mexico です。国際的な非営利会員組織であり、世界の森林の責任ある管理を
促進するために設立された FSC グループの親組織です。
「 FSC 認証制度」 とは、生産者と消費者に材木及び非材木の森林製品の特定やよく管

理された森林に由来するそうした製品の購入を可能にする市場メカニズムとして、環
境的に責任を有し、社会的に有益かつ経済的に実現可能な森林管理について、独立し
た第三者による認証を可能にすべく策定されたものです。制度には資格の認証および
ライセンスビジネスが含まれます。
「 FSC 認証グループ」とは、2 つもしくはそれ以上の独立した企業がグループを形成

し、選ばれたグループマネージャーより管理され、FSC 規格 FSC-STD-40-003 に従っ
て行動するものです。
「FSC データベース」とは、透明性を理由として info.fsc.org でアクセス可能な FSC

認証制度（例：認証取得者、FSC ライセンシー等）に関するデータを含むコンピュー
タベースのシステムを意味します。
「FSC グループ」とは、FSC AC および現在 FSC GD、FSC IC、ASI である全ての子

会社を表します。
「FSC IC」とは、ドイツ の法律に則って組織されている有限責任の非営利企業である

FSC International Center GmbH を表します。商業登記：Bonn HRB 12589、登録所在
地：Charles-de-Gaulle Str. 5, 53113 Bonn, Germany.FSC は FSC AC の完全子会社で
す。
「FSC ナショナルオフィス」とは、法律に則って設立された独立した FSC のパートナ

ー組織を表しており、世界の森林の国家レベルでの責任ある管理を促進しています。
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「 FSC 国家代表者」 とは、世界の森林の国家レベルでの責任ある管理を促進すべく

FSC と協定を結んでいる特定国の個人を意味します。
「FSC ネットワーク」とは、FSC AC およびその全ての子会社とグローバル パートナ

ー (ナショナルオフィスと国家代表) を表し、法的に独立した組織 (法人および個人)と
して世界の森林の各地域における責任ある管理を促進しており、確固とした契約関係
および FSC AC および/またはさらにその子会社との機密保持契約に基づいて契約し、
行動しています。世界中の全てのネットワークパートナーのリストは定期的に更新さ
れています。詳細については、以下のリンクをご覧ください。 https://ic.fsc.org/fscworldwide.541.htm.
「FSC 要求事項」 とは、FSC Policies and Standard Program の作成した FSC の認証

制度関連の文書（例：指針、規格、ガイダンス、アドバイスノート、その他の類似文
書）を意味しており 、FSC の認証制度を最新版の形で運営するために必要なものです
。.
「ライセンシー」とは、ライセンス契約によって保護されている FSC 商標の使用を許

諾された当事者を意味します。
「マルチサイト組織」とは、特定の中央事業所及び最低 2 つのサイトからなるネット

ワークを有する組織を意味します。マルチサイト認証が適用されているこれらのサイ
トまたは特定された一連のサイトからの製品は、実質的に同種でなければならず、基
本的に同一の方法、手続きに従って生産または取り扱われなければなりません。
「OCP テクニカルサポート」 とは、FSC GD が承認されたユーザーに対して OCP 関

連の技術問題に関するサポートを提供しているサービスを意味します。
「OCP テクニカルサポートチーム」 とは、 FSC の OCP テクニカルサポートスタッ
フを意味します。
「OCP ユーザーサポート チーム」とは、承認されたユーザーのサポートリクエストに

最初に対応する FSC のサポートおよび研修専門家のチームを意味します。
「個人データ」 とは、個人あるいは特定されたまたは特定可能な自然人に関する重要

な情報を意味するものとします（ドイツ連邦共和国データ保護法(BDSG) のセクション
3）。
「サイト」 とは、組織の単一の機能的単位またはある地域に存在する単位の組み合わ

せを意味し、当該組織または関連ネットワークのその他の単位と比較して地理的に特
有なものを指します。
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「第三者」 とは、本契約の当事者でない当事者を意味します（すなわち個人、組織、

企業、または個人の集団）。
「商標ライセンス契約」とは、承認されたユーザーと FSC（保護されている FSC の商

標使用を許諾します）の間で FSC の認証制度に関して締結される商標権の使用許諾契
約を意味するものとします。
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