Framework Agreement / on the use of eDocs IT application
1 Subject Matter of the Agreement
1.1 The Parties are introducing eDocs
with the intention of establishing paperless
exchange of business correspondence and
other declarations of intent with one another and/or between an affiliated company of Daimler (according to § 15 of the
German Stock Corporation Act (AktG)) and
Partner and/or an affiliated company of
Partner (according to § 15 of the German
Stock Corporation Act (AktG)) in electronic
form, in order to intensify process integration.
1.2 With the eDocs IT application operated by and on the premises of Daimler,
Daimler provides the Partner and its affiliated companies (according to § 15 of the
German Stock Corporation Act (AktG)) with
direct access, via the internet, to purchasing documentation addressed to the partners and/or their affiliated companies (according to § 15 of the German Stock Corporation Act (AktG)); both Daimler itself
and/or one of its affiliated companies (according to § 15 of the German Stock Corporation Act (AktG) may also make legally
binding declarations of intent by the same
means. For these purposes, purchasing
documentation is defined in particular as
inquiries, orders and sales agreements.
Partners and/or their affiliated companies
(according to § 15 of the German Stock
Corporation Act (AktG)) in eDocs use the
same method to respond "online", by
means of a secure data connection, to that
documentation sent to them, with declarations of intent in the form of offers and
confirmations of acceptance of an order or
of a sale.

1

本契約の主題

1.1

両当事者は、プロセスの統合を強化

するため、電子的な形での相互間、及びダイ
ムラーの関係会社（ドイツ株式法（AktG）
の第 15 条による）と本パートナー及び本パー
トナーの関係会社（ドイツ株式法（AktG）
第 15 条による）の間のビジネス通信文及び
その他の意思表示のペーパーレス交換を確
立する意図を持って eDocs を導入する。

1.2

ダイムラーがダイムラーの構内にて運用

する eDocs IT アプリケーションにより、ダイムラ
ーは、パートナー及びその関係会社（ドイツ株
式法（AktG）第 15 条による）に向けた購
買文書に対するインターネットを介した直接
アクセスを本パートナー及びその関係会社
（ドイツ株式法（AktG）第 15 条による）
に提供する。ダイムラー自体とその関係会社
（ドイツ株式法（AktG）第 15 条による）
の一つの両方は、同じ手段を以て法的に拘
束力を有する意思表示を行うことができる。
これらの目的に関し、購買文書とは、特に、
見積依頼書、注文及び販売契約と定義さ
れる。本パートナー及びその関係会社（ドイ
ツ株式法（AktG）第 15 条による）は、
eDocs において、注文又は販売の申出及び
承諾確認という形の意思表示を以て、自ら
に対し送付された文書に対し、安全なデータ
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1.3 There are no statutory formal requirements for the declarations of intent
or contracts which are typical of these purchasing transactions. The Parties and their
affiliated companies (§ 15 of the German
Stock Corporation Act (AktG)) therefore intend to use eDocs for all legally binding
declarations of intent.
1.4 eDocs does not as yet make use of an
electronic signature; however, even in the
absence of electronic signatures, the organizational and technical measures taken
mean that eDocs guarantees the legally
valid processing of transactions in the
course of business, which, in practical
terms, is equivalent to the conventional exchange of business documentation.
1.5 In view of the innovative nature of
the application and in order to clarify the
legal effect of those documents created using eDocs, the Parties have concluded the
following agreement in their own name
and in the name of their affiliated companies (according to § 15 of the German Stock
Corporation Act (AktG)). Otherwise, all
other underlying organizational and legal
conditions remain unaffected by the use of
eDocs.
1.6 The term “Daimler” in the following
agreement includes Daimler affiliated
companies (according to § 15 of the German Stock Corporation Act (AktG). The
term “Partner” also includes Partner affiliated companies (according to § 15 of the
German Stock Corporation Act (AktG), insofar as purchasing documentation has
been concluded between these companies.

接続を介して「オンライン」で応答するため同
じ方法を使用する。
1.3

これらの購買取引に典型的である意

思表示又は契約に、法定の正式な要件は
ない。したがって、両当事者及びその関係会
社（ドイツ株式法（AktG）第 15 条によ
る）は、法的に拘束力を有する意思表示す
べてについて eDocs を使用する予定である。

1.4 eDocs は、まだ電子署名を利用してい
ない。しかし、電子署名がなくとも、講じられ
た組織的、技術的措置は、eDocs が実際
面でビジネス文書の従来の交換と同等であ
る、営業過程における法的に有効な取引処
理を保証するものとなることを意味する。
1.5

アプリケーションの革新的性質に鑑み、

eDocs を利用して作成される文書の法的効
果を明確化するため、両当事者は、自身の
名前及び関係会社（ドイツ株式法
（AktG）第 15 条による）の名前において
以下の契約を締結した。その他においては、
根底にある組織的及び法的なその他条件
は全て、eDocs の利用による影響を受けない
ままにとどまる。

1.6

以下の契約における「ダイムラー」という

言葉は、ダイムラー関係会社（ドイツ株式法
（AktG）第 15 条による）を含む。「本パー
トナー」という言葉もまた、購買文書がこれら
の会社間で締結される限りにおいて、本パー
トナーの関係会社（ドイツ株式法（AktG）
第 15 条による）を含む。
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2

Access

2

アクセス

The eDocs application is accessed by
means of the Daimler Supplier Portal
(https://supplier.daimler. com). This portal
provides Partners with secure and standardized access to all of those applications
authorized for the particular Partner. The
Daimler Supplier
Portal provides for decentralized administration on the Partner's premises. Only
that administrator named by the Partner
and registered in the portal shall be entitled to enable or to deactivate new eDocs
users for the Partner at any time.

eDocs アプリケーションには、ダイムラー・サプラ
イ
ヤ
ー
・
ポ
ー
タ
ル
（https://supplier.daimler.com）からアク
セスする。このポータルは、特定の本パートナー
について認定されたアプリケーション全部に対
する標準化された安全なアクセスを本パート
ナーに提供する。ダイムラー・サプライヤー・ポー
タルは、本パートナーの構内における分散管
理を提供する。本パートナーが指名しポータル
に登録された管理者のみが、随時、本パート
ナーのため新しい eDocs ユーザーを有効化又
は無効化する資格を与えられる。

3
Legally binding nature of declarations made

3

行われた意思表示の法的拘束性

3.1

eDocs を 通 じ て 本 パ ート ナ ー の 登 録

3.1 All purchasing documentation - in
particular inquiries, orders and sales agreements - sent via eDocs to the Partner's registered eDocs users shall be declarations of
intent legally binding upon Daimler in respect of the content as it is framed, even
without a signature.
3.2 Offers submitted electronically by
the Partner's registered eDocs users shall
be legally binding upon the Partner. Similarly, actuation of those functions available
in eDocs by one of the Partner's registered
users shall constitute binding confirmation
of the acceptance of orders or of sales
agreements. In such an instance, reservations may be documented in express form
only.
4

eDocs ユーザーに送付されたすべての購買文
書、特に見積依頼書、注文及び販売契約
は、署名が無くとも、それが構成される内容
に関しダイムラーに対し法的に拘束力を有す
る意思表示であるものとする。
3.2 本パートナーの登録 eDocs ユーザーから
電子的に提出された申出は、本パートナーに
対し法的拘束力を有する。同様に、本パート
ナーの登録ユーザーの一人による eDocs で利
用可能な機能の有効化は、注文又は販売
契約の承諾について拘束力を有する確認を
構成する。かかる事例において、留保は、明
示的な書式においてのみ文書化することがで
きる。

Data security

4.1 Daimler shall take effective technical
and organizational measures to ensure
that

4

データの安全保護

4.1 ダイムラーは、以下を確実化するため
有効な技術的及び組織的な措置を講じる
こととする。
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only eDocs users registered for the
Partner by means of a valid user ID, in
combination with the associated valid
password, are able to gain access to eDocs
and that data made available in eDocs is
not accessible to third parties or available
for manipulation by third parties,
secure access to eDocs is provided by
means of the HTTPS protocol in use in
particular,
none of the electronic documents
can be amended after they have been sent
to the Partner or to Daimler in eDocs,
- only the Partner's registered eDocs users
are able to gain access to offers not yet
submitted and in temporary storage and to
internal processing notes in the fields designed for that purpose.
Every process in eDocs, in particular confirmations and offers, shall be recorded and
stored with the ID of the user creating it.
This record shall be used exclusively as
evidence of the content and of the fact that
legally binding declarations of intent were
actually submitted, in the event of differences of opinion arising between the Parties on such matters. Both Parties shall expressly accept this evidence, even for the
purposes of any possible legal dispute.
4.2 The Partner shall take organizational
measures to ensure that
only people entitled to submit legally
binding declarations of intent in the Partner's name using eDocs shall be granted
authorized status for eDocs by the registered administrator in question,
the user IDs and passwords created
for eDocs are accessible only to those
members of staff granted authorized status for eDocs by the administrator,
members of staff granted authorized
status for eDocs undertake to observe
confidentiality in their treatment of user
IDs and of the associated passwords and

付随する有効なパスワードと併せて有
効なユーザーID により本パートナーについて登
録された eDocs ユーザーのみが、eDocs への
アクセスを得ることができ、eDocs で入手可
能とされるデータは、第三者に対しアクセス不
能であるか、又は第三者による操作のため
利用不能である。
eDocs への安全なアクセスは、特に使
用中の HTTPS プロトコルにより提供される。
電子文書のいずれも、eDocs で本パー
トナー又はダイムラーに送付された後は修正
することはできない。
本パートナーの登録 eDocs ユーザーのみ
が、まだ提出されておらず一時保存されてい
る申出へのアクセス、及びその目的のため設
計された分野の内部プロセスノートへのアクセ
スを得ることができる。
eDocs における全ての処理、特に確認と申
出は、それを作成したユーザーの ID と共に記
録され保存されることとする。この記録は、当
該事項に関し両当事者間に意見の相違が
生じた場合に、内容の証拠及び法的拘束
力を有する意思表示が実際に提出されたと
いう事実の証拠としてのみ使用される。両当
事者は、起こり得る法的紛争を目的とする
場合であっても、この証拠を明示的に受け入
れることとする。

4.2 本パートナーは、以下を確実化するた
め組織的な措置を講じることとする。
eDocs を使用して本パートナーの名前で
法的拘束力を有する意思表示を提出する
資格を与えられた人々のみが、当該登録管
理者から eDocs の認定ステータスを与えられ
る。
eDocs のため作成されたユーザーID 及
びパスワードは、管理者から eDocs の認定ス
テータスを与えられたスタッフに対してのみアク
セス可能である。
eDocs の認定ステータスを与えられたス
タッフは、ユーザーID 及び付随するパスワード
の取扱いにおいて秘密保持を遵守し、第三
者に対しこれらを開示しないことを約束する。
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not to disclose same to third parties,
user IDs known to members of staff
leaving the service of the Partner or to
members of staff who, for other reasons,
are to be denied access to eDocs, are
deactivated automatically and without undue delay.

本パートナーの勤務を離れるスタッフ又
はその他の理由により eDocs に対するアクセ
スを拒否されるスタッフに知られているユーザ
ーID は、不当な遅滞なく自動的に無効化さ
れる。

5
5

Archiving and retention periods

The Parties agree to continue to assume
responsibility themselves for compliance
with those statutory or other retention
and archiving obligations relevant to commercial documentation. eDocs documents
may be printed out or downloaded for use
as supporting evidence.
6

Time and scope of use

eDocs shall be used in business dealings
between Daimler and the Partner once the
Partner's administrator has enabled the
eDocs users.
7

Data protection

The personal information gathered in connection with the setting up of the eDocs
application will be used exclusively for user
administration and to ensure that the application is run properly and securely. This
data will not be processed or used for any
other purpose. Any personal information
gathered in connection with the use of
eDocs will be processed and used - without
exception - in accordance with the provisions of the German Data Protection
Act.

8

Disputes

文書保管及び保持の期間

両当事者は、商業文書に関する法定又は
その他の保持及び文書保管の義務の遵守
に自ら責任を負い続けることに同意する。
eDocs 文書は、裏付けの証拠として使用す
るためプリントアウト又はダウンロードすること
ができる。
6

使用の時間及び範囲

eDocs は、本パートナーの管理者が eDocs ユ
ーザーを有効化した後、ダイムラーと本パートナ
ーの間の商取引で使用される。

7

データ保護

eDocs アプリケーションの設定に関連して収
集された個人情報は、ユーザー管理のため、
及びアプリケーションが適切且つ安全に動作
するようにするためにのみ使用される。このデー
タは、その他いかなる目的のためにも処理又
は使用されないこととする。eDocs の使用に
関連し集められた個人情報は、ドイツのデー
タ保護法の規定に例外なく従い処理及び
使用されることとする。
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The present Agreement is founded upon
mutual trust and a long-standing business
relationship. The Parties shall endeavor to
reach an amicable agreement on any differences of opinion which may arise.
9

Term of the Agreement

The present Agreement shall be valid for
an indefinite period and shall enter into
force when it is signed by both Parties. Either Party shall be entitled to terminate it
at four weeks' notice at any time.
10 Other provisions
10.1 Written form shall be required for
amendments and additions to the present
Framework Agreement. Ancillary agreements in verbal or electronic form shall be
invalid.
10.2 Should any provision of the present
Agreement be or become invalid, this fact
shall not affect the validity of the remaining provisions. However, the Parties shall
replace the invalid provision with a valid
provision whose effect comes as close as
possible to the economic content of the
original provision.
10.3 The present Agreement shall be governed by German law exclusively, excluding the application of conflict of laws provisions and excluding the application of the
United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods dated
April 11, 1980.
10.4 The exclusive place of jurisdiction for
all disputes arising from or in connection
with this contractual relationship is
Stuttgart (Mitte), Germany. Each Party
may however also be sued at its general
place of jurisdiction.

8

紛争

本契約は、相互の信頼と長期にわたる取引
関係に基づくものである。
両当事者は、生じるおそれのある意見の相
違に関し友好的合意に達するよう努めること
とする。
9

契約期間

本契約は、無制限の期間有効であり、両当
事者により署名された時に効力を発する。い
ずれの当事者も、随時、四週間前の通知に
て本契約を終了する権利を与えられる。
10

その他規定

10.1 本枠組み契約の修正及び追加には、
書面化された書式が要求される。口頭又は
電子的形式の付随合意事項は、無効であ
るものとする。
10.2 本契約のいずれかの規定が無効であ
るか又は無効となった場合、この事実は、残
りの規定の有効性に影響を与えない。しか
し、両当事者は、無効な規定を、最初の規
定の経済的内容と可能な限り効果が近く
なる有効な規定と置き換えることとする。
10.3 本契約は、法の抵触規定の適用を除
外し、且つ 1980 年 4 月 11 日付の国際物
品売買契約に関する国連条約の適用を除
外し、ドイツの法律にのみ準拠する。
10.4 この契約関係から生じるか又はこれに
関連するあらゆる紛争の排他的管轄地は、
ドイツのシュトゥットガルト（ミッテ）である。し
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10.5 Binding Language Version
Only the English version of this Framework Agreement is binding, the Japanese
version is for informational purposes
only.

かし、各当事者は、一般的管轄地でも告訴
される場合がある。
10.5 拘束力を有する言語版
本枠組み契約の英語版のみが、拘束力を
有し、日本語版は、情報的な目的のために
すぎない。

