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重要：お客様がiPadをご使用になることで、お客様は、以下のAppleおよび第三者の定める各条項に基づく拘
束を受けることに同意されたことになります。

A. Apple iPadソフトウェア使用許諾契約
B. Appleからの通知について 
C. Googleマップの利用規約
D. YouTube利用規約
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お客様のiPadを使用される前、または本ソフトウェア使用許諾契約（以下「本契約」といいます）に関するソ
フトウェアアップデートをダウンロードする前に、本契約をよくお読みください。お客様がApple返品条件に従
いiPadを返品されない限り、iPadをご使用になること、又はソフトウェアアップデートをダウンロードするこ
とによって、本契約の各条項の拘束を受けることに同意されたことになります。本契約の各条項に同意されない
場合は、当該iPadのご使用またはソフトウェアアップデートのダウンロードを行わないでください。本契約の
各条項に同意されない場合、当該iPadを返却期間内に取得されたApple Store、または正規販売店へ返却の
上、払い戻しを受けることができる場合があります。なおhttp://www.apple.com/jp/legalにおけるApple
返品条件の制限を受けるものとします。

1. 総則     お客様のiPadに添付されている読み出し専用メモリ、その他の記録媒体またはその他あらゆる形
態上の、ソフトウェア（ブートROMコードおよびその他内蔵されるソフトウェアを含みます）、文書、インタ
フェース、コンテンツ、フォント、および一切のデータ（以下「iPadオリジナルソフトウェア」といいます）
は、機能改善、ソフトウェアアップデートやAppleから供給されたシステムリストアソフトウェアによってアッ
プデートされたもの、またはリプレイスされたもの（以下「iPadソフトウェアアップデート」といいます）をも
含めて（iPadオリジナルソフトウェアおよびiPadソフトウェアアップデートは、以下「iPadソフトウェア」と
総称されます）、Apple Inc.（以下「Apple」といいます）が、お客様に対して、本契約条件に従う場合に限り
使用を許諾するものであり、販売するものではありません。また、Appleおよびそのライセンサーは、iPadソフ
トウェア自体の所有権を保持し、お客様に非明示的に付与した権利のすべてを留保します。

Appleは、その独自の裁量により、iPad用にOSソフトウェアの今後のアップデートを提供することがありま
す。アップデートがある場合、存在するソフトウェア機能の全てまたはAppleがリリースする新しいiPadモデル
の新機能の全てを必ずしも含んではいません。

2． 許諾された使用方法およびその制限
(a) 本契約条件にしたがい、お客様は、一台のAppleのブランドを付したiPadでiPadソフトウェアを使用す
るための限定的な非独占的ライセンスを付与されます。以下に記載の2条(b)に許諾されるものを除き、本契約
は、iPadソフトウェアが同時に複数のAppleのブランドを付したiPad上に存在することを許諾するものではな
く、また、お客様は、配布し、またはネットワーク上で複数の機器が同時にiPadソフトウェアを使用できるよう
にすることはできません。本契約は、お客様にiPadとともに利用する第三者のデバイスやアクセサリーまたは第
三者のソフトウェアアプリケーションのデザイン、開発、製造、ライセンスあるいは流通についてのApple独自
のインターフェースや他の知的財産権を利用する権利を付与するものではありません。これらの権利のいくつか
は、Appleからの個別のライセンスで可能になります。iPadの第三者のデバイスやアクセサリーの開発に関しご
不明な点があれば、madeforipod@apple.comまでメールをしてください。また、iPadのためのソフトウェアア
プリケーションの開発に関しご不明な点があれば、devprograms@apple.comまでメールをしてください。
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(b) 本契約条件に従い、お客様は、お客様が所有または管理するiPad上のソフトウェアをアップデート、ま
たはリストアするため、お客様の当該iPadのモデル用にAppleが提供するiPadソフトウェアアップデートをダウ
ンロードするための限定的な非独占的ライセンスを付与されます。本契約は、お客様が管理または所有しない
iPadデバイスをアップデート、またはリストアすることを許諾するものではなく、また、お客様は、配布し、ま
たはネットワーク上で複数の機器あるいはコンピュータが同時にiPadソフトウェアアップデートを使用できるよ
うにすることはできません。お客様は、バックアップの目的に限り、機械による読み取り可能な形態でお客様の
コンピュータ上に保存されるiPadソフトウェアアップデートのコピーを１部作成することができます。ただし、
バックアップ用複製物は、iPadソフトウェアアップデートの原本に含まれる著作権情報のすべてまたは他の所有
権表示を含まなければなりません。 

(c) お客様は、iPadソフトウェアおよびこれにより提供されるサービスの全部または一部に対し、複製（本
契約に基づき明示的に許可される場合を除きます）、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブ
ル、ソースコード導出の試み、暗号化、修正または二次的著作物の創造を行うことはできないものとし、これら
の行為を行わないことおよび、他者がこれらの行為を行うことを可能ならしめないことに同意するものとします
（ただし、上記の制限が適用法により禁止される場合、あるいはiPadソフトウェアに含まれるオープンソースコ
ンポーネントの使用に適用されるライセンス条件により許可される場合を除くものとします）。このような行為
を試みることは、Appleおよびそのライセンサーの権利を侵害することになります。

(d) コンテンツをお客様のiPadに保存することにより、お客様はデジタルコピーを１部作成していることに
なります。地域によっては、著作権者の許可を得ないでデジタルコピーを作成することは違法とされます。iPad
ソフトウェアは、マテリアルを複製することに使用することができます。ただし、これらの使用が著作権のない
マテリアル、お客様が著作権を有するマテリアル、あるいはお客様が複製を許諾されたか法的に認められたマテ
リアルについて、複製する場合に限ります。

(e) お客様は、iPadソフトウェアおよびサービス（下記5条にて、定義される）を、お客様が居住する、ま
たはiPadソフトウェアおよびサービスをダウンロードもしくは使用する国や地域の地域法を含む、すべての適用
される法令を遵守して使用されることに同意したものとします。

3. 譲渡      お客様は、iPadソフトウェアのレンタル、リース、貸与、販売、再配布またはサブライセンス
を行うことはできません。ただし、お客様は、iPadソフトウェアに関するお客様が使用許諾された権利のすべて
を、iPadの所有権の移転にともなって、第三者に対して永久譲渡をすることができます。この場合、以下の条件
をすべて満たさなければなりません:(a) 当該譲渡は、すべての構成要素、媒体の原本、印刷物および本契約書を
含むiPadおよびiPadソフトウェアのすべてを含んでいなければならないこと、(b) お客様は、iPadソフトウェア
の複製物を、その全部または一部を問わず、コンピュータまたは他の記憶装置上に保存されているものを含め保
持してはならないこと、(c) iPadソフトウェアの譲受人は、本契約書を読み、かつ本契約条件の受諾に同意する
こと。

4. データ使用に対する同意 
(a)  匿名診断および使用データ お客様は、Appleならびにその子会社および代理店がお客様のiPad、コン
ピュータ、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わる情報を含み、これらに限定
されませんが、これらの診断、使用、技術および関連情報を収集、保持、処理かつ使用する場合があることに同
意したものとします。なお、これらの情報は、iPadソフトウェアに関連する必要なソフトウェアアップデート、
製品サポートおよびその他サービスをお客様へ円滑に提供し、また本契約条件が遵守されていることを確認する
ため、定期的に収集されるものです。Appleは、弊社製品の改善またはお客様に対するサービスもしくは技術の
提供を行うために、匿名で収集されお客様を特定しない方法に限り、当該情報を使用することができるものとし
ます。

(b) 位置データ Appleならびにそのパートナーおよびライセンシーはお客様のiPadを通じて得た位置情報に
したがって、お客様にサービスを提供いたします。これらのサービスを提供し、改善するにあたり、利用可能な



場合、Appleならびにそのパートナーおよびライセンシーは、お客様のiPadのリアルタイムの地理的位置を含む
お客様の位置情報および場所検索を送信し、収集し、保持し、処理し、使用することができます。Appleが収集
する位置データおよび場所検索は、お客様を個人的に特定しない形で収集され、位置情報に基づく製品および
サービスを提供するためAppleならびにそのパートナーおよびライセンシーが使用することができます。お客様
がiPadで位置情報サービスを使用することによって、Appleならびにそのパートナーおよびライセンシーが当
該位置情報に基づく製品およびサービスを提供し、改善するためにお客様の位置データおよび場所検索を送信
し、収集し、保持し、処理し、使用することに、お客様は同意し承諾したことになります。お客様は、お客様の
iPadの位置情報サービス設定からグローバル位置情報サービス設定をオフにするか、お客様のiPadにある位置を
特定する各アプリケーションの個別位置設定をオフにすることにより、何時でもこの承諾を撤回出来ます。これ
らの位置機能を無効にすることは、お客様のiPadの位置情報に基づく機能にのみに影響を与えます。位置サービ
スに関係のないiPad機能には影響を与えません。位置データを使用または提供する第三者のアプリケーションま
たはサービスをiPadで使用する場合、お客様は、当該第三者のアプリケーションまたはサービスによる位置デー
タの使用に関する当該第三者の条件およびプライバシーポリシーの適用を受け、当該条件およびプライバシーポ
リシーを検討する必要があります。

(c) 興味関心に基づく広告 Appleは、モバイルの、興味関心に基づく広告をお客様に提供することがありま
す。お客様がご自分のiPadに関連広告の受信を希望されない場合、iPadからこちらのリンクhttp://
oo.apple.comに移動することによりオプトアウトすることができます。オプトアウトされた場合、お客様は同
じ数のモバイル広告を受信し続けますが、それらはお客様の興味関心に基づくものでないため、関連性が低いも
のになります。その後も、ウェブページもしくはアプリケーション上の内容に関連する広告、またはその他個人
情報に基づかない広告を見ることもあり得ます。このオプトアウトは、Apple広告サービスについてのみ適用さ
れ、その他の広告ネットワークからの興味関心に基づく広告に影響を与えるものではありません。

お客様の情報は、いかなる時でも、Appleのプライバシーポリシー（本契約に参照として組み込まれ、
www.apple.com/legal/privacyでもご覧いただけます）に従って取り扱われます。

5. サービスおよび第三者のマテリアル
(a) iPadソフトウェアにより、AppleのiTunes Store、App Store、Game Centerやその他Appleおよび第
三者のサービスとウェブサイト（以下、総称して、または個別に「本サービス」といいます）へのアクセスが可
能になります。当該サービスは、すべての言語または国で利用可能とは限りません。これら本サービスの利用に
はインターネットアクセスが必要であり、利用される本サービスによっては別途追加の条件に同意する必要があ
ります。iTunes StoreアカウントまたはGame Centerアカウントで当該ソフトウェアを使用することによっ
て、お客様は最新のiTunes Store規約またはGame Centerサービス規約、もしくはその両方に同意したことに
なります。最新のサービス規約はhttp://www.apple.com/legal/itunes/wwをご参照下さい。

(b) お客様は、本サービスをご利用いただくことにより、露骨な表現によるか否かを問わず、不快、わいせ
つ、または問題があるとみなされる可能性のあるコンテンツに出くわす可能性があり、特定のURLの検索結果に
入ることが、自動的および意図せずに不適切な内容のものへリンクあるいは関連することがあります。しかしな
がら、お客様はご自身の責任により本サービスをご利用いただくことに同意し、Appleはお客様に対し不快、わ
いせつ、または問題があるとみなされる可能性のあるコンテンツに関する責任を一切負いません。

(c) 本サービスには、第三者のコンテンツ、データ、情報、アプリケーションまたはマテリアル（以下「第
三者のマテリアル」と総称します）を表示し、含み、または利用可能にすることや第三者のウェブサイトにリン
クされていることがあります。本サービスをご利用いただくにあたり、お客様は、Appleがこのような第三者の
マテリアルやウェブサイトの内容、正確性、完成度、適時性、有効性、著作権適合性、合法性、品質あるいはそ
の他の面につき、調査および評価する責任を負うものではないことを承認し同意していただきます。Appleとそ
の役員、関連会社および子会社は、第三者提供による当該サービス、第三者のマテリアルやウェブサイト、その
他一切の第三者のマテリアル、製品およびサービスに関し、お客様およびその他の方々に対して、一切の保証、
確約、義務の引き受けをせず、かつ一切の義務または責任を負いません。第三者のマテリアルおよび他のウェブ
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サイトへのリンクはお客様への便宜のためだけに提供されているものです。

(d)  本サービスによって示される財務情報は、一般情報提供のみを目的としており、投資アドバイスとして
信用してはいけません。本サービスを通して得られる情報に基づき有価証券取引を行う前に、お客様は、お客様
の国や地域で財務上か証券のアドバイスができる法律的に資格を与えられた財務上か証券の専門家に相談しなけ
ればなりません。本サービスを介して提供される位置データは基本的なナビゲートを目的とするだけのものであ
り、詳細な地域情報が必要な状況、あるいは、間違ったり、不正確だったり、不完全だったり、時間遅延した位
置データが、死に至らせ、傷つけたり、財産や環境を破壊させたりするようなことがある状況において、信用性
を担保するものではありません。Appleおよびそのコンテンンツ提供者のいずれも本サービスによって表示され
る株式情報、位置データやその他のデータの利便性、正確性、完成度、信頼性または時宜性について保証いたし
ません。

(e) お客様は、本サービスが、Appleおよびそのライセンサーの両方またはいずれか一方により専有される
コンテンツ、情報およびマテリアルを含むこと、著作権を含みますが、これに限りませんが、適用ある知的財産
権やその他の関係法令により保護されること、ならびにお客様がこれら専有のコンテンツ、情報またはマテリア
ルを本サービスの許諾された利用以外のいかなる方法において、あるいは本契約の条項に矛盾するか第三者や
Appleの知的財産権の侵害となるいかなる仕方においても利用しないことに同意されたものとします。いかなる
形態または方法によるものであっても、本サービスの部分についての複製は禁止されます。お客様は、方法のい
かんにかかわらず、本サービスの修正、レンタル、リース、貸与、販売、配布、または本サービスに基づく二次
的著作物の創作を行わないことに同意されたものとし、お客様は、コンピュータウィルス、ワーム、トロイの木
馬、その他のマルウェア、不法侵入やネットワーク容量に負荷をかけることを含み、これらに限定されない部分
についての許可されていない方法により本サービスを不正利用してはなりません。さらに、お客様は、方法にか
かわらず、本サービスを嫌がらせ、不正利用、ストーキング、脅迫、中傷その他の第三者の権利を侵害する方法
により使用しないことに同意するとともに、お客様のそのような方法による使用や、お客様が本サービスを利用
した結果として受領する可能性のある、いかなる嫌がらせ、脅迫、中傷、攻撃的，権利侵害的または違法なメッ
セージや放送に関し、Appleが一切責任を負うものではないことに同意します。

(f) さらに、iPadからアクセスでき、または表示され、またはリンクされている本サービスや第三者のマテ
リアルはすべての言語、国または地域にてご利用いただけるものではありません。Appleは、このようなサービ
スやマテリアルがどこか特定の場所において利用でき、または利用に適していると表明するものではありませ
ん。お客様がこれらのサービスおよびマテリアルを使用しアクセスする場合には、お客様は自らの責任でアクセ
スし、適用されうる法律（適用されうる地域の法律を含みますがこれに限られません）に適合していることにつ
いて責任を負います。Appleおよび使用許諾者は、本サービスについて、何らの通知なしにいつでもこれを変
更、停止、削除または本サービスへのアクセス不能とする権利を留保しています。いかなる場合であっても、
Appleは本サービスの削除または本サービスへのアクセス不能とすることにつき、責任を負いません。Appleは
また、何ら通知もせず、また責任を負うことなくいつでも、一定のサービスの使用または本サービスへのアクセ
スを制限することもできます。

6. 契約期間      本契約は、終了するまで有効です。本契約に基づくお客様の権利は、本契約条件のいずれ
かにお客様が違反した場合、Appleが通知をすることなく、自動的に終了し、またはその他の形で失効します。
本契約の終了に伴い、お客様は、iPadソフトウェアの使用をすべて中止しなければなりません。本契約の5条、
6条、7条、8条、9条、12条および13条は、当該終了後も存続するものとします。  

7. Appleによる保証の否認
7.1 お客様が、消費者（iPadソフトウェアをご自分のお仕事、業務または職業以外でご使用の方）である場
合、以下の制限がお客様に適用されることを禁止する居住国の法的権利を有する可能性があります。禁止されて
いる場合、これらはお客様には適用されません。権利についての詳細は、お近くの消費者団体にご連絡くださ
い。



7.2 お客様は、適用法が許可する限りにおいて、iPadソフトウェアおよび本サービスを使用する上での危険
はお客様のみが負担し、充分な品質、性能、正確性および努力に関する包括的危険は、お客様にあることを明確
に認識し同意します。

7.3 適用法が許可する限り、iPadソフトウェアおよびiPadソフトウェアによって行われる一切のサービス
は、すべての瑕疵を問わずかつ一切の保証を伴わない「現状渡し」および「提供可能な限度」で提供され、
AppleおよびAppleに対する使用許諾者（本契約７条および８条において「Apple」と総称します）は、iPadソ
フトウェアおよび本サービスに関するすべての明示の、黙示のまたは法令上の保証および条件を明確に否認し、
当該保証および条件は、商品性、充分な品質また特定の目的についての適合性、正確性、安居権および第三者の
権利を侵害していないことを含みこれに限られません。

7.4 Appleは、iPadソフトウェアおよび本サービスの娯楽性の妨害、iPadソフトウェアおよび本サービスが
含む機能やそれらによって行われるサービスがお客様の要求を満足させるものであること、iPadソフトウェアお
よび本サービスが支障なくもしくは誤りなく作動すること、本サービスが継続して提供されること、またはiPad
ソフトウェアおよび本サービスの瑕疵が修正されること、またはiPadソフトウェアが第三者のソフトウェア、ア
プリケーションまたは第三者提供のサービスと互換性または連動することを保証しません。当該ソフトウェアを
インストールすることで第三者のソフトウェア、アプリケーションまたは第三者の本サービスのユーザビリティ
に影響を与える場合があります。

7.5  iPadソフトウェアおよび本サービスは、失敗あるいはこれらによって提供されるコンテンツ、データま
たは情報の不備、時間遅延、欠陥、または不正確さが、死傷、人的損傷または物理的もしくは環境上の深刻な損
害をもたらすような原子力施設、航空機制御、通信システム、航空管制システム、生命維持システムまたは兵器
システムにおける使用には適合しておらず、これらの状況または環境下で使用することはできません。

7.6  AppleまたはAppleの権限ある代表者の、口頭もしく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。iPadソフトウェアおよび本サービスに瑕疵があると判明した場合、お客様が、す
べてのサービス、修理または修正に要する全費用を負担します。黙示の保証の免責または適用のある消費者法令
上の権利の制限を法的に認めない地域において、上記の免責および制限は、お客様に適用されない場合がありま
す。 

8. 責任の制限      適用法が禁じない範囲において、Appleは、iPadソフトウェア、本サービスならびに
iPadソフトウェアと併用される第三者のソフトウェアおよびアプリケーションの使用もしくは使用不可に起因す
るかもしくは関連する、逸失利益、データの消失、破損、データ送受信の失敗または仕事の中断その他の商業的
損害または損失等を含む、人体損傷または付随的、特別、間接的または二次的損害等について、責任論（契約、
不法行為等）に関係なく、いかように発生し、Appleが当該損害の可能性を示唆していた場合においても、一切
の責任を負いません。人体損傷、付随的または間接損害に対する責任の制限を法的に認めない地域において、本
制限は、お客様に適用されない場合があります。いかなる場合も（人体傷害を含む場合に適用法が求める場合を
除いて）、すべての損害に関するお客様に対するAppleの賠償責任総額は、250米ドルを上限とします。上記の
救済が本質的目的を達成できない場合でも、 前述の制限が適用になります。  

9. デジタル証明書      iPadソフトウェアには、Appleまたは第三者のいずれかから発行されるデジタル証
明書を受領できる機能が含まれています。お客様は、Appleまたは第三者のいずれかから発行される証明書を信
頼するか否かの判断につき、単独で責任を負うものとします。デジタル証明書を使用する上での責任はお客様の
みが負担します。適用法が最大限に許可する限り、Apple は、デジタル証明書に関する商品性、特定の目的に
ついての適合性、正確性、セキュリティもしくは第三者の権利を侵害していないことにつき、明示、黙示を問わ
ず一切の保証または表明を行いません。

10. 輸出管理      お客様は、アメリカ合衆国の法律およびiPadソフトウェアが取得された国の法律が認めて
いる場合を除き、iPadソフトウェアを使用または輸出もしくは再輸出することはできません。特に、例外なく、



iPadソフトウェアは、次のいずれの者に対しても、輸出または再輸出を行うことができません。 (a) アメリカ合
衆国の通商禁止国 (b) アメリカ合衆国財務省の特別指定国リスト(list of Specially Designated Nationals)また
はアメリカ合衆国商務省の拒否人名リスト(Denied Person's List or Entity List)上の一切の者 iPadソフトウェ
アを使用することにより、お客様は、上記国家に住居を定めていないこと、あるいは上記リストに該当するもの
ではないことを表明および保証するものとします。また、お客様は、お客様がアメリカ合衆国の法律で禁止され
ている目的でiPadソフトウェアを使用しないことに同意していただいたものとし、当該目的にはミサイル、核、
化学兵器もしくは生物兵器の開発、設計、製造または生産を含みますがこれらに限定されません。  

11. エンドユーザが合衆国政府である場合   iPadソフトウェアおよび関連文書は、「商業コンピュータソ
フトウェア(Commercial　Computer　Software)」「商業コンピュータソフトウェア文書(Commercial 
Computer Software Documentation)」から構成される48 C.F.R. 2.101で定義する「商業品目(Commercial 
Items)」であり、当該用語は、48 C.F.R. 12.212または48 C.F.R. 227.7202で使用されています。48 C.F.R. 
12.212または48 C.F.R. 227.7202-1から227.7202-4に呼応して、商業コンピュータソフトウェアおよび商
業コンピュータソフトウェア文書は、アメリカ合衆国政府のエンドユーザに対して、(a) 商業品目としてのみ、
かつ(b) 本契約条件に従ってその他のエンドユーザすべてに付与される権利のみを伴って、使用許諾されるもの
です。非公開の権利は、アメリカ合衆国の著作権法に基づき留保されています。  

12. 準拠法および契約の分離性      本契約は、カリフォルニア州法（同州の法の抵触に関する原則を除く）
が適用され、これに従って解釈されるものとします。本契約は、明示的に排除しているアプリケーション、国際
売買契約に関する国連規約は適用されません。お客様が英国を拠点とする消費者である場合、本契約はお客様の
居住地を管轄する法律に準拠します。何らかの理由により、管轄権を有する裁判所が本契約のいずれかの条項ま
たはその一部について効力を有しないと判断した場合であっても、本契約の他の条項または部分は、依然として
完全な効力を有するものとします。  

13. 完全合意；適用言語      本契約は、iPadソフトウェアに関するお客様とAppleの合意のすべてを定める
ものであり、本件に関する、従前の取決めに優越するものです。本契約の改訂および変更は、当該改訂および変
更が書面によりなされ、かつAppleが署名した場合を除き、拘束力を有しません。本契約書の翻訳は、地域の必
要に応じて行われるものであり、英語版とそれ以外の言語版とで差異矛盾がある場合、お客様の法域における現
地法が禁止しない範囲で、英語版の本契約書を適用するものとします。  

14. 第三者の承認      iPadソフトウェアの一部には、第三者のソフトウェアおよびその他の著作物が利用さ
れまたは含まれております。当該著作物に関する責任の引受け、ライセンス条項および追加の権利拒否に関する
事項は、iPadソフトウェアに関する電子的書面に記載されており、お客様の当該著作物の使用についてはそれら
の各条項が適用されるものとします。Google Safe Browsing Serviceの使用は、Google のサービス利用規約
（http://www.google.com/terms_of_service.html)およびGoogleのプライバシーポリシー（http://
www.google.com/privacypolicy.html）の適用を受けます。

15. MPEG-4の使用；H.264/AVC に関する通知  
(a) iPadソフトウェアには、MPEG-4ビデオエンコーディング機能またはデコーディング機能、もしくはそ
の両方が含まれています。iPadソフトウェアは、MPEG-4 Visual Patent Portfolio Licenseに基づいて消費者
による個人利用および非商用利用目的で以下のいずれか、または両方を行うためにライセンスされるものです：
(i) MPEG-4 Visual Standardに従いビデオをエンコードすること(以下「MPEG-4ビデオ」といいます)、（ii） 
個人的、非商業活動に従事する消費者によりエンコードされたか、MPEG-4ビデオを提供するためにMPEG LA
よりライセンスを受けたビデオ提供者から取得したMPEG-４ビデオをデコードすること。その他の使用に関し
てはいかなるライセンスも付与されておらず、また黙示もされておりません。  販売促進用、社内用および商用
の使用ならびに使用許諾を含む更なる情報については、MPEG LA, LLC.より取得していただけます。http://
www.mpegla.comをご参照ください。

(b)  iPadソフトウェアには、AVCエンコーディング機能またはデコーディング機能、もしくはその両方が
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含まれています。H.264/AVCの商用利用には追加のライセンスが必要であり、以下の条件が適用されます：
iPadソフトウェアにおけるAVC機能は、消費者が以下のいずれか、または両方を行うための個人利用および非
商用利用目的に限るものとします／(i) AVC スタンダードに従いビデオをエンコードすること（以下「AVCビ
デオ」といいます）、(ii) 個人的、非商業的行為に参加する消費者によりエンコードされたか、AVCビデオを提
供するためにライセンスを受けたビデオ提供者から取得したAVCビデオをデコードすること。他の使用および
使用許諾に関する情報については、MPEG LA L.L.C.より取得していただけます。http://www.mpegla.com
をご参照ください。   

16. Yahoo Search サービスの制限　  Safariを使って利用できるYahoo Search サービスは次の国と地域
のみでの利用許諾になります。アルゼンチン共和国、アルバ、オーストラリア連邦、オーストリア共和国、バル
バドス、ベルギー王国、バミューダ諸島、ブラジル連邦共和国、ブルガリア共和国、カナダ、ケイマン諸島、チ
リ共和国、コロンビア共和国、キプロス共和国、チェコ共和国、デンマーク王国、ドミニカ共和国、エクアドル
共和国、エルサルバドル共和国、フィンランド共和国、フランス共和国、ドイツ連邦共和国、ギリシャ共和国、
グレナダ、グアテマラ共和国、香港、ハンガリー共和国、アイスランド共和国、インド、インドネシア共和国、
アイルランド、イタリア共和国、ジャマイカ、ラトビア共和国、リトアニア共和国、ルクセンブルグ大公国、マ
レーシア、マルタ共和国、メキシコ合衆国、オランダ王国、ニュージーランド、ニカラグア共和国、ノルウェー
王国、パナマ共和国、ペルー共和国、フィリピン共和国、ポーランド共和国、ポルトガル共和国、プエルトリ
コ、ルーマニア、シンガポール共和国、スロバキア共和国、スロベニア共和国、大韓民国、スペイン、セントル
シア、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、スウェーデン王国、スイス連邦、中華民国、タイ王国、バ
ハマ国、トリニダード・トバゴ共和国、トルコ共和国、グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国、ウル
グアイ東方共和国、アメリカ合衆国、ベネズエラ・ボリバル共和国。

17. Microsoft Exchangeに関する通知　iPadソフトウェアにおけるMicrosoft Exchangeメール設定は、
お客様のiPadとMicrosoft ExchangeサーバまたはMicrosoft Exchange ActiveSyncプロトコールを実行するた
めにマイクロソフトによってライセンスされたその他のサーバソフトウェアとの間で電子メール、連絡先、カレ
ンダーおよび仕事などの情報を無線同期するためにのみライセンスされます。

EA0678
2010年10月1日改訂
---------------------------------------------------------------------------
Appleからの通知について
Appleよりお客様に対し、お客様の製品またはアカウントについてご通知をさせていただく必要がある場合につ
いて、お客様は、かかる通知を電子メールによって受け取られることに同意いただきます。また、お客様は、
Appleがかかる電子的方法によって行う通知が、法律上要求されるすべての通知方式を満たすことに同意いただ
きます。
---------------------------------------------------------------------------

Googleマップの利用規約

モバイルGoogleマップのソフトウェアアプリケーションをご利用いただきありがとうございます。このページ
には、モバイルGoogleマップとモバイルGoogle マップエンタープライズバージョンの利用規約（「本利用規
約」）が記載されています。これらのソフトウェアおよびこれらのソフトウェアに関連して提供されるサード
パーティのソフトウェアや付随するサービス(以下、総称して「モバイルGoogleマップ」)の使用にあたっては、
お客様はご自身または雇用主もしくは他の法人・団体の代理として、本利用規約に従うことに同意するものとし
ます。雇用主または別の他の法人・団体の代理として本利用規約に従うことに同意する場合、お客様は、雇用主
またはかかる法人・団体のためにこのような同意を行うために必要な法的な権限を有することを表明及び保証し
ます。かかる法人・団体を本利用規約に拘束する法的な権限をお客様が持っていない場合は、本利用規約に同意
するか否かの確認時に[拒否する]をクリックし、本サービスを使用しないでください。



追加条項
モバイルGoogleマップは、Googleの地図サービスやGoogleの他のサービスと併せて使用することを目的とし設
計されています。したがってお客様は、モバイルGoogleマップの利用について、次の各規約（これらは、本利
用規約に組み込まれその一部となるものとします）が適用されることについて確認し同意するものとします: (a) 
Googleマップの利用規約（http://local.google.co.jp/help/terms_maps.html 参照）およびコンテンツに関する
法的な通知事項（http://local.google.co.jp/help/legalnotices_maps.html 参照）、(b) 一般的なGoogleの利用
規約（http://www.google.co.jp/accounts/TOS 参照）、(c) Google全体のプライバシーポリシー（http://
www.google.co.jp/privacypolicy.html 参照）およびその他の特定のプライバシーポリシー（例えばこのアプリ
ケーションに含まれているモバイルGoogleマップのプライバシーポリシー）。これらの各規約と本利用規約に
不一致または矛盾が生じる場合は、本利用規約の条項が優先されます。

ネットワーク利用料金
モバイルGoogleマップのダウンロードや利用についてGoogleが利用料金を請求することはありません。ただ
し、ご契約の携帯サービス会社やプロバイダまたは料金プランにより、モバイルGoogleマップを通じて情報や
Googleの他のサービスにアクセスする際に、携帯電話の通信料金が発生することがあります。

非営利目的に限定した使用
モバイルGoogleマップは非営利目的に限りご利用いただけます。お客様の個人的な利用においてのみご使用く
ださい。職場、自宅を問わず情報の検索にご利用いただけますが、本利用規約の条件に従う必要があります。モ
バイルGoogleマップ、またはそれに関連あるいは得られる情報、サービス、ソフトウェアを販売したり、モバ
イルGoogleマップの改変、複製、ライセンス供与もしくは派生的作品（二次的著作物）の作成を行う場合は、
事前に mobile-support@google.com までお問い合わせいただき、Googleの許可を得ていただく必要がありま
す。
お客様は、書面によるGoogleの事前同意を得ない限り、モバイルGoogleマップの改変、改造、変換、派生的作
品（二次的著作物）の作成、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、またはその他の方法に
よる、ソースコードの解読を行わないことに同意するものとします。
また、Googleのサービスに損害を与えたり、使用不能にしたり、過剰に負荷をかけたり、機能を損傷するよう
ないかなる方法によってもモバイルGoogleマップを使用することはできず(例えばモバイルGoogleマップの自動
化された方法による利用はできません)、また、他者のGoogleのサービスの利用を妨害する可能性があるいかな
る方法によっても、モバイルGoogleマップを使用することはできません。

モバイルGoogleマップに関するご意見や改善のためのご提案などがありましたら mobile-
support@google.com 宛てにメールをお送りください。この場合お客様は、Googleおよび第三者がお客様に対
する通知や報酬の支払いをすることなくモバイルGoogleマップにお客様からのご意見やご提案を反映すること
を許可したものとみなされることにご留意ください。

知的所有権
お客様とGoogleの関係において、お客様は、モバイルGoogleマップに関するすべての権利、所有権および利益
(関連するすべての知的所有権を含むがこれに限定されない)がGoogleに帰属することを同意し承認したものとみ
なされます。「知的所有権」とは、特許法、著作権法、営業秘密に関する法、商標法、不正競争の防止に関する
法に基づき随時存在するすべての権利、およびその他すべての財産的権利と、それらのすべての適用、更新、延
長もしくは原状回復されたもので、現在または将来、全世界のいずれかにおいて効力を有するものを意味しま
す。お客様は、モバイルGoogleマップに付されもしくは含まれている、または、モバイルGoogleマップを通じ
てもしくはそれに関連してアクセスする、Googleまたは関係する第三者の著作権に関する表示、商標、あるい
はその他の所有権に関する表示を削除、隠ぺい、変更しないことに同意するものとします。

保証の免責
GoogleおよびモバイルGoogleマップを通じもしくはこれに関連してソフトウェアを提供する第三者は、モバイ
ルGoogleマップの使用およびモバイルGoogleマップを通じもしくはこれに関連してアクセスするソフトウェア
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の使用による損害に対して一切の責任を負いません。
モバイルGoogleマップは「現存有姿」で提供され、いかなる保証も提供されません。Googleおよびかかる第三
者は、明示的、黙示的、法令上の一切の保証（商品性、特定の目的への適合性、財産的権利の不侵害に関する保
証を含むがこれらに限定されない）について、法律で許容された最大の範囲で責任を負わないことをここに明記
します。Googleおよびかかる第三者は、モバイルGoogleマップおよびかかるサードパーティー製ソフトウェア
の安全性、信頼性、適時性、性能に関する一切の保証に責任を負いません。
お客様は、モバイルGoogleマップのダウンロードおよび使用を自身の裁量および危険負担において行い、モバ
イルGoogleマップのダウンロードまたは使用によって生じたコンピュータまたは携帯端末システムへの損傷や
データの損失についてお客様がすべての責任を負うことを理解し、これに同意するものとします。法域によって
は、黙示保証の免除が認められていないため、上記の免責に関する規定が適用されない場合もあります。また、
法域によっては、お客様は異なる権利を有する場合があります。

責任の制限
GoogleおよびモバイルGoogleマップを通じもしくはこれに関連してソフトウェアを提供する第三者は、事情の
如何を問わず、利用者によるモバイルGoogleマップの使用または誤用による責任を一切負いません。この責任
制限は、保証、契約、違法行為(過失を含む)などいかなる根拠に基づいて行われるクレームについても適用され
(Googleや関係する第三者がそのような損害の可能性について通知を受けていた場合でも)、直接的、間接的、付
随的、結果的、特別および懲罰的損害のいずれについても賠償責任は生じません。かかる責任制限は、モバイル
Googleマップまたはこれと併せてもしくはこれを通じて利用できるプロダクトもしくはサービスの使用または
誤用およびおよび依拠、使用不能、障害、中断または停止による損害のいずれに対しても適用されます（第三者
により発生した損害も含みます）。かかる制限は、限定的な法的救済が本来の目的を果たさない場合にも適用さ
れ、法律の許す限りにおいて適用されます。
法域によっては、付随的または結果的損害に対する免責または責任制限が認められていないため、上記の責任制
限または免責が適用されない場合もあります。

雑則
本利用規約は、カリフォルニア州またはお客様の居住する国もしくは州の抵触法の規定に関わらず、カリフォル
ニア州法を準拠法とするものとします。管轄を有する裁判所により、本利用規約の規定のいずれかまたはその一
部が強制力を有さないと判断される場合でも、本利用規約のその他の規定については引き続き効力を有するもの
とします。
本利用規約は、本件に関して、お客様とGoogleの間の完全な合意を示すものであり、書面または口頭にかかわ
らず、本件に関する過去及び現時点におけるすべての理解または合意に優先し、取って代わるものです。本利用
規約のいかなる規定に関する権利の放棄も、Googleが署名する書面による同意がない限り、効力を有しませ
ん。

2007年9月
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
YouTube利用規約

1. お客様の承認
A. このウェブサイト(YouTubeが所有または管理する全てのウェブサイト及びYouTube.comドメイン名のウェ
ブサイト、並びに、これらのウェブサイトを通じて利用可能な全ての本コンテンツ（以下に定義します）及び機
能を含めて、「YouTubeウェブサイト」又は「本ウェブサイト」と総称します。)を利用及び/又は訪問すること
により、お客様は、以下の契約条件(以下「本サービス条件」といいます。)及びプライバシーポリシー(http://
jp.youtube.com/t/privacy)に記載されており、ここに参照され本サービス条件の一部を構成するYouTubeのプ
ライバシーポリシーに同意するものとします。お客様がこれらの条件のいずれか又はYouTubeのプライバシー
ポリシーに同意しない場合には、YouTubeウェブサイトをご利用にならないで下さい。

B. YouTubeは、これら本サービス条件に重大な変更がなされた場合には、お客様にその旨通知するよう試みる
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こともありますが、お客様は、定期的に、最新版(http://jp.youtube.com/t/terms)をご確認下さい。YouTube
は、その単独の裁量により、これら本サービス条件及び諸方針をいつでも修正又は改訂することができ、お客様
は、それら修正又は改訂に拘束されることに同意します。本契約は、第三者に属する権利又は利益を付与するも
のとはみなされません。

2. YouTubeウェブサイト
A. 本サービス条件は、本ウェブサイト上の動画コンテンツ、情報及びその他のマテリアル又はサービスの投稿
者でもある利用者を含む、YouTubeウェブサイトの全ての利用者に対して適用されます。YouTubeウェブサイ
トには、YouTubeのあらゆる側面が含まれます(YouTubeチャンネル、 YouTube｢Embeddable Player｣及び
YouTube アップローダを含みますが、これらに限られません。)

B. YouTubeウェブサイトは、YouTubeが所有又は管理しない第三者のウェブサイトへのリンクを含むことがあ
ります。YouTubeは、いかなる第三者のウェブサイトのコンテンツ、プライバシーポリシー又は運用について
管理しておらず、これらにつき責任を負うものではありません。また、YouTubeは、いかなる第三者のサイト
のコンテンツを検閲又は編集することはなく、また、検閲又は編集することはできません。本ウェブサイトを利
用することにより、お客様は、お客様による第三者のウェブサイトの利用から生じる一切の責任から、
YouTubeを明示的に免除するものとします。

C. したがって、お客様がYouTubeウェブサイトから他のウェブサイトに移動する際には、それをよく認識し、
お客様が訪問される他の各ウェブサイトの条件及びプライバシーポリシーを読まれることをお勧めいたします。

3. YouTubeアカウント
A. お客様は、本ウェブサイトのいくつかの機能にアクセスするためには、YouTubeアカウントを作成する必要
があります。お客様は、決して許可なく他人のアカウントを使用してはなりません。ご自分のアカウントを作成
する際、お客様は、正確かつ完全な情報を提供しなければなりません。お客様は、ご自分のアカウント上で起こ
る活動につき単独で責任を負い、ご自分のアカウントのパスワードを安全に保持しなければなりません。お客様
は、ご自分のアカウントの安全に対する違反又は無断使用に関して、YouTubeに対して直ちに通知しなければ
なりません。

B. YouTubeは、お客様のアカウントの無断使用からお客様に生じる損失につき責任は負いません。お客様は、
当該無断使用に起因するYouTube又はその他の者の損失につき責任を負うことがあります。

4. ウェブサイトの一般的利用--許可及び制限事項
YouTubeは、ここに、本サービス条件に定める本ウェブサイトにアクセスし、利用する許可をお客様に付与し
ます。ただし、以下を前提とします。

A. お客様は、YouTubeの事前の書面による承認なく、本ウェブサイトのいかなる部分(本ユーザー投稿(以下に
定義します。)を含みますが、これに限られません。)をもいかなる媒体によっても配布しないことに合意しま
す。

B. お客様は、本ウェブサイトのどの一部(YouTube Embeddable Player又はその関連技術を含みますが、これ
に限られません。)についても変更又は修正しないことに合意します。

C. お客様は、本ウェブサイト自体の動画再生ページ、YouTube Embeddable Player、又はその他YouTubeが
指定する明示的に承諾された手段以外のあらゆる技術及び手段を通じて、本ユーザー投稿又は本コンテンツにア
クセスしないことに合意します。

D. お客様は、YouTube Embeddable Playerを含む本ウェブサイトを、YouTubeの事前の書面による承諾な
く、いかなる商業目的にも利用しないことに合意します。禁止される利用には、YouTubeの明示的な同意なく
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以下のいずれかの行為を行うことを含みます。
- 本ウェブサイト又は関連サービス（例えばEmbeddable Player）に対するアクセスの他のウェ

ブサイトへの転売
-  広告収入又は視聴料金収入を得ることを主目的とする本ウェブサイト又は関連サービス（例えば

Embeddable Player）の利用
-  YouTubeウェブサイトまたは第三者のウェブサイト上での、特定の本ユーザー投稿または本コンテン

ツをターゲットとする広告の販売
-  本ウェブサイト又は関連サービス（例えばEmbeddable Player）のYouTube、本コンテンツ又は本

ユーザー投稿と競合する又は市場でこれに取っ
て代わる効果のあるYouTubeのリソース又は本ユーザー投稿の利用であると、YouTubeがその単独の裁

量により判断する利用（禁止される商用利用
に関する情報については、ヘルプセンター（http://www.google.com/support/youtube/bin/

answer.py?answer=71011）もご覧ください）

E. 禁止される商業利用には、以下は含まないものとします。
-  オリジナルの動画をYouTubeにアップロードすること、自己の事業又は芸術的活 動を促進するために

YouTube上にオリジナルのチャンネルを維持
すること
-  Embeddable Playerを広告が掲載されているブログやウェブサイト上でYouTubeの動画を再生するた

めに利用すること。ただしEmbeddable 
Playerを利用する主たる目的が広告収入を得ること又はYouTubeと競合することではないことを条件と

します。
-  YouTubeが書面により明示的に承認した利用

（何が禁止される商用利用に該当するかについては、ヘルプセンター（http://www.google.com/support/
youtube/bin/answer.py?answer=71011）もご覧ください。）

F. お客様が自己のウェブサイト上でYouTube Embeddable Playerを使用する場合、Embeddable Playerを含
むページに、目立つようにYouTubeウェブサイトへのリンクを張らなければなりません。繰り返しになります
が、お客様は、Embeddable Playerを、いかなる形であれ、修正してはなりません。

G. お客様がYouTube アップローダを使用する場合、お客様は、これが随時、自動的にYouTubeからアップデー
トをダウンロードしインストールすることに同意します。これらのアップデートは、アップローダを改善、強化
及びさらに開発することを目的とし、バグの修正、機能の改善、新しいソフトウェア・モジュール、または完全
に新しいバージョンの形をとることがあります。お客様は、アップローダの使用の一環として、このようなアッ
プロードを受領することに同意し、YouTubeがかかるアップロードをお客様に提供することを承諾します。

H. お客様は、人間が、標準的なオンライン・ウェブ・ブラウザを使用して、一定の時間内に合理的に生成しう
るリクエスト・メッセージよりも多くのリクエスト・メッセージを同程度の時間内にYouTubeサーバに送信す
るような方法で本ウェブサイトにアクセスする自動システム(｢ロボット｣、｢スパイダー｣又は｢オフラインリー
ダー｣を含みますが、これらに限られません。)を使用又は起動しないことに合意します。以上にかかわらず、
YouTubeは、公開の検索エンジンの運営者に対して、一般に利用可能な検索用インデックスを作成することを
唯一の目的として、本ウェブサイトに含まれる内容を複製するためにスパイダーを使用することを許可します
（ただし、そのような内容のキャッシュ又はアーカイブを作成することを除きます）。YouTubeは、一般的に
であっても、特定の場合についてであっても、これらの例外的な許可を撤回する権利を留保します。お客様は、
本ウェブサイトから、アカウント名を含む個人の特定が可能な情報を収集又は獲得しないこと、及び本ウェブサ
イトにより提供されるコミュニケーション・システム(例えば、コメント、メール等)を商業勧誘目的で使用しな
いことに合意します。お客様は、本ウェブサイトのユーザーを、その本ユーザー投稿に関連して商業目的により
勧誘しないことに合意します。
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I. お客様は、本ウェブサイトの使用にあたり、本サービス条件の規定及び YouTube コミュニティガイドライン
ならびに全ての適用のある法令規則（国際的な法令規則、国家の法令規則、及び特定の地域の法令規則を含みま
す）を遵守するものとします。

J. YouTubeは、いつでもYouTubeウェブサイトのいかなる側面をも停止する権利を留保します。

5. お客様によるサイト上のコンテンツの使用
上記の一般的な制限に加え、以下の制限及び条件は、お客様によるYouTubeウェブサイト上のコンテンツの使
用について特に適用されます。

A. YouTubeウェブサイト上のコンテンツ(本ユーザー投稿はすべて除きます。)(テキスト、ソフトウェア、スク
リプト、グラフィック、写真、音声、音楽、動画、インタラクティブ機能等(以下｢本コンテンツ｣といいます。)
並びにこれらに含まれる商標、サービス・マーク及びロゴ(以下｢本マーク等｣といいます。)を含みますが、これ
らに限られません。)は、法令に基づく著作権及びその他知的財産権にしたがって、YouTubeにより所有され、
又は、YouTubeに対しライセンスが付与されます。本ウェブサイト上のコンテンツは、お客様の参考及び個人
的な利用の目的のためにのみ｢現状有姿｣でお客様に提供されているのであり、その所有者の事前の書面による同
意なく、ダウンロード、コピー、複製、配布、送信、放送、表示、販売、ライセンス付与又はその他一切の他の
目的のために利用されてはなりません。YouTubeは、本ウェブサイト及びコンテンツ内で並びにこれらに対し
て明示的に付与されていない、一切の権利を留保します。

B. 本ユーザー投稿には、お客様の参考及び個人的な利用の目的でYouTubeサービスの通常の機能を通じて意図
された方法により「ストリーミング」のためにのみ、アクセスすることができます。

｢ストリーミング｣とは、YouTubeサービスから利用者のデバイスへのインターネットを通じた視聴覚作品の同
時的なデジタル送信で、データが、利用者により、リアルタイム視聴されることが意図されており、ダウンロー
ド、コピー、記憶、永久ダウンロード又は再配布 は意図されていないという方法によるものをいいます。スト
リーミング以外の目的での本ユーザー動画へのアクセスは、明示的に禁止されます。本ユーザー動画 は｢現状有
姿｣でのみ利用可能です。

C. 本ユーザー・コメント（以下に定義します。）は、YouTubeサービスの通常の機能上意図された、お客様の
参考及び個人的な利用のためにのみ、お客様により利用できます。本ユーザー・コメントは、｢現状有姿｣で利用
可能となっており、使用、コピー、複製、配布、送信、放送、表示、販売、ライセンス付与、ダウンロード又は
その他YouTubeサービスの通常の機能上意図されていない方法、又は本契約に基づき禁止される方法で利用さ
れてはなりません。

D. お客様は、本契約に基づき認められる限度でのみ、本コンテンツ、本ユーザー投稿及びその他のコンテンツ
にアクセスすることができます。
YouTubeは、本コンテンツ及びYouTubeサービス内に明示的に記載され又はこれらに明示的に付与されていな
い、一切の権利を留保します。

E. お客様は、本ウェブサイトを通じて商業目的で取得された第三者による本ユーザー投稿の使用、コピー又は配
布を含む本契約で明示的に許容されるもの以外の本コンテンツの使用、コピー又は配布に関与しないことに合意
します。

F. お客様は、YouTubeウェブサイトのセキュリティー関連機能、又は、本コンテンツの使用若しくはコピーを
防止若しくは制限し、若しくは、YouTubeウェブサイト若しくはそれに含まれる本コンテンツの使用に制限を
課する機能を、回避、無効化その他妨害しないことことに合意します。

G. お客様は、YouTubeウェブサイトを利用する際、種々の情報源からの本ユーザー投稿にさらされること、及



び、YouTubeが当該本ユーザー投稿についての又は当該本ユーザー投稿に関連する正確性、利用価値、安全性
若しくは知的財産権に対して責任を負わないことを理解しています。お客様は、さらに、お客様が不正確、侮辱
的、下品又は不快な本ユーザー投稿にさらされる可能性があることを理解してこれを了承し、これにつき
YouTubeに対して有する又は有する可能性のある法的又は衡平法(エクイティ)上の権利又は救済方法を、放棄す
ることに合意してここに放棄し、お客様によるサイトの利用に関連する全事項に関して、法令上最大限可能な限
り、YouTube、その所有者/運営者、関係者及び/又はライセンサーを補償し、損害を与えないものとします。

6. お客様の本ユーザー投稿及び行為
A. お客様は、YouTubeアカウント保有者として、動画コンテンツ(以下｢本ユーザー動画｣といいます。)及びテ
キスト・コンテンツ(以下｢本ユーザー・ コメント｣といいます。)を投稿することができます。本ユーザー動画及
び本ユーザー・コメントを｢本ユーザー投稿｣と総称します。お客様は、当該本ユーザー投稿が公表されているか
を問わず、YouTubeはいかなる本ユーザー投稿に関する秘密保持をも保証しないことを理解しています。

B. お客様は、自己の本ユーザー投稿及びそれらの投稿又は公表に伴う結果につき単独で責任を負うものとしま
す。本ユーザー投稿に関連して、お客様は、お客様が、本ウェブサイト及び本サービス条件において企図された
方法での本ユーザー投稿の掲載及び使用を可能にする、全ての本ユーザー投稿に対する一切の特許権、商標権、
企業秘密、著作権若しくはその他の財産権を保有するか、又は、これらを使用し及びYouTubeをして使用させ
るのに必要なライセンス、権利、同意及び許可を有していることを確認、表明及び/又は保証します。

C. 明確にするために付言すると、お客様は、ご自分の本ユーザー投稿に対する所有権を全て留保します。ただ
し、お客様は、YouTubeに本ユ―ザー投稿を投稿することにより、ここに、YouTubeに対して、YouTubeウェ
ブサイト及びYouTube(並びにその承継人及び関係人)の事業(YouTubeウェブサイト(及びその派生著作物)の一
部又は全部の、あらゆる媒体形式による、あらゆるメディアチャンネルを通じてのプロモーション及び再配布を
含みますが、これに限られません。)に関連して、世界的、非独占的、無償、サブライセンス可能かつ譲渡可能
な、本ユーザ投稿の使用、複製、配布、派生著作物の作成、表示及び実行に関するライセンスを付与します。お
客様は、また、YouTubeウェブサイトの各利用者に、本ウェブサイトの機能を通じてこれらの本サービス条件
に基づいて認められる限度で、本ウェブサイトを通じてのお客様の本ユーザ投稿へのアクセス、並びに当該本
ユーザ投稿を使用、複製、配布、派生著作物を作成、表示及び実行することについての非独占的なライセンスを
ここに付与するものとします。本ユーザー動画につきお客様により付与される上記のライセンスは、お客様が
YouTubeサービスから自己の本ユーザー動画を削除又は消去したときに終了します。本ユーザー・コメントに
つきお客様により付与される上記のライセンスは、永久かつ撤回不能とします。

D. 本ユーザー投稿との関連で、お客様は、著作権により保護された、営業秘密により保護された又は第三者の
プライバシー権及びパブリシティ権を含むその他財産権に服するマテリアルを投稿しないことに同意します。た
だし、お客様が当該権利の保有者である場合、又は、当該マテリアルを投稿すること及び本サービス条件により
付与されるライセンス権をYouTubeに付与することにつき、正当な保有者から許可を得ている場合を除きま
す。

E. お客様は、本ユーザー投稿との関連で、YouTubeコミュニティガイドライン（http://jp.youtube.com/t/
community_guidelines　なお、更新されることがあります）に反するマテリアル並びに適用のある法令規則
（国際的な法令規則、国家の法令規則、及び特定の地域の法令規則を含みます）に反するマテリアルを投稿せ
ず、従うことに同意します。

F. YouTubeは、本ユーザ投稿又はそこに表明されるいかなる意見、推薦若しくは助言を支持するものではな
く、YouTubeは、本ユーザー投稿に関連する一切の責任を明示的に放棄します。YouTubeは、そのウェブサイ
ト上において、著作権侵害となる活動及び知的財産権の侵害を認めず、YouTubeは、本コンテンツ又は本ユー
ザー投稿が、他者の知的財産権を侵害すると適切に通知された場合、全ての当該本コンテンツ及び本ユーザー投
稿を削除します。YouTubeは、事前の通知なく本コンテンツ及び本ユーザー投稿を削除する権利を留保しま
す。

http://jp.youtube.com/t/community_guidelines
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7. アカウントの終了に関する方針
A. YouTubeは、状況に照らして、本ユーザーが常習的な違反者であると判断した場合は、本ユーザーの本ウェ
ブサイトへのアクセスを終了します。2回を超えて違反行為につき通知され、及び/又は本ユーザー投稿が本ウェ
ブサイトから2回を超えて削除されたユーザーは、常習的な違反者とみなします。

B. YouTubeは、本コンテンツ又は本ユーザー投稿が適切であるか否か、本サービス条件(ポルノ、猥褻若しくは
中傷的なマテリアル、又は過度の長さなどを含みますが、これらに限られません。)を遵守しているか否か（著
作権侵害に関するものを除く）を判断する権利を留保します。 YouTubeは、いつでも事前の通知なく、かつ単
独の裁量により、本サービス条件に違反する当該本ユーザー投稿を削除及び/又は当該マテリアルをアップロー
ドするための本ユーザーのアクセスを終了することができます。

8. 著作権に関する方針
A. YouTubeは、本ユーザー投稿が、第三者の著作権法に基づく権利（以下、「著作権」といいます）を侵害し
ている場合の取り扱いについて、明確なポリシーを定めています。ポリシーの詳細については、著作権情報
(http://jp.youtube.com/t/copyright_notice)をご覧ください。

B. YouTubeは、YouTubeの著作権に関するポリシーに従い、特定のユーザーが反復して著作権を侵害する行為
を行っていると判断する場合には、そのユーザーによる本ウェブサイトへのアクセスを停止します。侵害行為を
二回を超えて通告されたユーザーは、反復して侵害行為を行っているものとみなします。

9. 保証の放棄お客様は、お客様によるYouTubeウェブサイトの利用は、自己の単独のリスクにおいてなされる
ことに、合意します。法令上最大限可能な限り、YouTube、その役員、取締役、従業員及び代理人は、本ウェ
ブサイト及びお客様のその利用と関連して、明示であると黙示であるとを問わず、全ての保証を放棄いたしま
す。YouTubeは、このサイトのコンテンツ又はこのサイトにリンクされている他のサイトのコンテンツの正確
性又は完全性につき保証又は表明をせず、(Ⅰ)コンテンツのエラー、誤り若しくは不正確性、(Ⅱ)お客様による
我々のウェブサイトへのアクセス若しくはその利用に起因するあらゆる性質の人身被害又は財産的損害、(Ⅲ)
我々の安全なサーバ並びに/又はそこに記憶されている一切の個人情報及び/若しくは財務情報への無権限でのア
クセス若しくはその使用、(Ⅳ)我々のウェブサイトへの又はそれからの送信の中断又は停止、(Ⅴ)第三者により
我々のウェブサイトに向けて又はこれを通じて送信されたバグ、ウィルス、トロイの木馬等、並びに/又は(Ⅵ)
あらゆるコンテンツの誤り若しくは脱落につき、又、投稿され、メールされ、送信され又はその他YouTube
ウェブサイトを通じて利用可能となったコンテンツの使用の結果により被ったあらゆる種類の損失又は損害につ
き、債務又は責任を負いません。YouTubeは、YouTubeウェブサイト若しくはハイパーリンクされたウェブ
サイトを通じて第三者により広告若しくは提供される、又は、いかなるバナー若しくはその他の広告に掲載され
るいかなる商品若しくはサービスについても保証、是認、約束又は責任負担するものではなく、また、
YouTubeは、お客様及び第三者たる商品又はサービスのプロバイダーとの間の取引につき、当事者とならず、
又は監視する責任を負わないものとします。あらゆる媒体を通じての又はあらゆる環境における商品又はサービ
スの購入と同様、お客様は適宜自己の最善の判断をし、適切に注意して下さい。

10. 責任の限定いかなる場合も、YouTube、その役員、取締役、従業員及び代理人は、保証、契約、不法行為
又はその他の法理論に基づくか否かを問わず、また会社が損害の可能性につき助言を受けているかを問わず、
(Ⅰ)コンテンツのエラー、誤り若しくは不正確性、(Ⅱ)お客様による我々のウェブサイトへのアクセス若しくは
その利用に起因するあらゆる性質の人身被害又は財産的損害、(Ⅲ)我々の安全なサーバ並びに/又はそこに記憶
されている一切の個人情報及び/若しくは財務情報への無権限でのアクセス若しくはその使用、(Ⅳ)我々のウェ
ブサイトへの又はそれからの送信の中断又は停止、(Ⅴ)第三者により我々のウェブサイトに向けて又はこれを通
じて送信されたバグ、ウィルス、トロイの木馬等、並びに/又は(Ⅵ)あらゆるコンテンツの誤り若しくは脱落に
起因する一切の直接的、間接的、付随的、特別、懲罰的又は派生的損害につき、又は、投稿され、メールされ、
送信され又はその他YouTubeウェブサイトを通じて利用可能となったコンテンツの使用の結果により被ったあ
らゆる種類の損失又は損害につきお客様に対して責任を負いません。以上の責任の限定は、適用ある法域におけ
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る法令上最大限可能な範囲において適用されるものとします。

お客様は、YouTubeが、本ユーザー投稿又はあらゆる第三者の中傷的、侮辱的若しくは違法な行為につき責任
を負わず、また、これらによる害悪又は損害のリスクは全てお客様の責任であることにつき特に了承します。

本ウェブサイトは、YouTubeにより、その米国における設備から管理及び提供されています。YouTubeは、
YouTubeウェブサイトがその他の地域での利用について適切又は利用可能であることにつき何ら表明いたしま
せん。他の法域からYouTubeウェブサイトにアクセスする又はこれを利用する者は、自己の意志で行うもので
あり、適用のある現地の法を遵守することにつき責任を負うものとします。

11. 補   償お客様は、YouTube、その親会社及び関係会社、ならびに、YouTube、その親会社及び関係会社の
役員、取締役、従業員及び代理人を、(i)お客様のYouTubeウェブサイトの利用及びこれへのアクセス、(ii)お客
様による本サービス条件の違反、(iii)お客様による第三者の権利の侵害(あらゆる著作権、財産権又はプライバ
シー権を含みますが、これに限られません。)、又は、(iv)お客様の本ユーザー投稿のいずれかが第三者に対して
損害を及ぼしたとのクレームから発生した、全ての請求、損害、義務、損失、債務、費用又は負債及び経費(弁
護士報酬を含みますが、これに限られません。)について、防御し、補償し、損害を与えないことに合意しま
す。この防御及び補償の義務は、本サービス条件及びお客様によるYouTubeウェブサイトの利用の終了にかか
わらず、引き続き有効であるものとします。

12. 本サービス条件を受諾する能力お客様は、お客様が20歳以上の成人であること、又は法的に効力のある親
若しくは後見人の同意を有すること、並びに本サービス条件に定める条項、条件、義務、確約、表明及び保証を
締結し、本サービス条件に従い、これを遵守する完全な資格及び能力を有することを確認します。いずれの場合
も、YouTubeウェブサイトは13歳未満の子供による利用を意図していませんので、お客様は、お客様が13歳以
上であることを確認します。あなたが13歳未満の場合、YouTubeウェブサイトを利用しないで下さい。あな
たに、より適しているサイトが他にも沢山あります。あなたにそのサイトが適しているか、ご両親に相談しま
しょう。

13. 譲   渡お客様は、本サービス条件並びにこれに基づく権利及びライセンスを移転又は譲渡することができま
せんが、YouTubeは、これらを制限なく譲渡することができます。

14. 一   般お客様は、(i)YouTubeウェブサイトが、カリフォルニア州のみを拠点とするとみなされること、及び
(ii)YouTubeウェブサイトが、カリフォルニア州以外の法域で、特別又は一般的であるとを問わず、YouTubeに
対して人的管轄権を生じさせない、受動的なウェブサイトとみなされることに合意します。

本サービス条件は、カリフォルニア州の抵触法の原則を顧慮することなく、カリフォルニア州内の実体法に準拠
します。
全面的又は部分的にYouTubeウェブサイトから生じる、お客様とYouTubeとの間のクレーム又は紛争は、カリ
フォルニア州サンマテオ郡所在の管轄権ある裁判所により専属的に判断されるものとします。

本サービス条件は、http://jp.youtube.com/t/privacyにあるプライバシーに関する注記及びその他本ウェブサ
イト上にYouTubeが公表する法的な通知と共に、YouTubeウェブサイトに関する、お客様とYouTubeとの間の
完全な合意を構成します。

本サービス条件の特定の規定が管轄権を有する裁判所により無効とみなされた場合であっても、当該規定の無効
は、本サービス条件の他の規定の有効性に影響しないものとし、当該規定以外の規定は完全な効力を維持しま
す。

本サービス条件の条件を放棄することがあっても、当該条件又はその他の条件のさらなる又は継続的な放棄とは
みなされず、YouTubeが本サービス条件に基づく権利又は規定を主張しなかったことは、当該権利又は規定の
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放棄を構成しないものとします。

YouTubeは、いつでも通知なく本サービス条件を修正する権利を留保し、お客様には本サービス条件の変更点
を確認する責任があります。お客様による本サービス条件の修正後のYouTubeウェブサイトの利用は、改訂さ
れた条件へのお客様の同意及び受諾を意味します。

お客様及びYouTubeは、YouTubeウェブサイトから生じる又はこれと関連する訴訟原因は、当該訴訟原因が生
じてから一年以内に開始されなければならないことに合意します。そうでない場合は、当該訴訟原因は永久に禁
じられ、かかる訴訟原因に基づく法的手続きを行うことはできないものとします。


