ACL コンテンツおよびコミュニティ利用規約
本 ACL コンテンツおよびコミュニティ利用規約（以下「本契約」）は、お客様（単独の個人、事業体または政
府機関。以下「お客様」といいます）と、ACL SERVICES LTD. （以下「ACL」） との間で締結される契約であ
り、お客様が優れたサービス：コミュニティ リソースにアクセスして使用できる諸条件を定めています。コミ
ュニティ リソースの特定のコンポーネントは一般に公開されています。ACL、または ACL に代わるサードパー
ティは特定のコンポーネントを ACL の GRC サービス（「サービス」）および ACL のプロプライエタリ ソフ
トウェア（「ソフトウェア」）への有償サブスクリプションの一部としてお客様に提供しています。
コミュニティ リソースにアクセスまたは使用された場合には、参照によって統合されたすべての条件を含む本
契約に拘束されることに同意されたことになり、かつ、本契約を締結する権限を有することを表明されたこと
になります。このような権限がない場合、または本契約の条件に同意しない場合は、コミュニティ リソースに
アクセスしないでください。
ACL は定期的にこの契約書を更新します。このバージョンは以前のバージョンとは異なる場合があるため、コ
ミュニティ リソースにアクセスして使用する前に、本契約書をよくお読みください。 以下の「完全合意」条
項に従い、お客様に適用される本契約のバージョンはコミュニティ リソースにアクセスするときに使用するバ
ージョンです。お客様は、いつでも本契約の最新版を HTTP://WWW.ACL.COM/ABOUT-US/LEGAL/ で入手すること
ができます。
本契約書の英語版と他言語版との間に矛盾または不明確点がある場合は、英語版を優先し、これを解釈のため
の正文とします。
本契約は、以前に ACL 優れたサービス：コミュニティ リソースと呼ばれていたサービスの使用にも適用され
ます。本サービスまたは本ソフトウェアの契約は、必要に応じて、ACL 優れたサービス：コミュニティ リソー
ス利用規約を参照する場合があります。このため、ACL 優れたサービス：コミュニティ リソース利用規約のい
ずれかまたはすべての参照は、ACL コンテンツおよびコミュニティ利用規約への参照となり、ACL 優れたサー
ビス：コミュニティ リソース利用規約は、必要に応じて、本サービスまたはソフトウェアのサブスクリプショ
ンの一部として、コンテンツおよびコミュニティ サイトを通して提供されます。
1. コミュニティ リソース：本契約では、「コミュニティ リソース」は、個別または集合的に、ACL ピア コ
ミュニティ、ツールとテンプレート、トレーニングと CPE、ヘルプ文書、およびサポートを含む（ただし
これらに限定されない）、本サービスまたはソフトウェアの利用を強化するためにコンテンツおよびコミ
ュニティ サイトで ACL が提供する ACL コンテンツ、ツール、およびリソースを意味します。「コミュニ
ティ リソース」には、コミュニティ リソースのユーザー文書が含まれます。 「ユーザー ドキュメント
」は、マニュアル、トレーニング資料、およびインストール ガイドを含む（ただしこれらに限定されない
）、ACL によって提供されるサポート製品ヘルプ、技術仕様、または他のドキュメントを意味します。ACL
は独自の裁量によって、コンテンツおよびコミュニティ サイト、またはコミュニティ リソースの一部ま
たはすべてのコンポーネントを変更または中断することができます。このような修正により、このような
コンポーネントに保存されたデータまたは関連付けられたデータの損失につながる可能性があり、ACL は
それについて責任を負いません。
2. 期間と更新：コミュニティ リソースの特定のコンポーネントへのアクセスと使用は、本サービス/本ソフ
トウェアの有償サブスクリプションがあるお客様に制限されています。また、このようなアクセスは、本
サービス/本ソフトウェアが有効期限切れになったときに終了します。
3. ACL コミュニティ プロファイルとアカウント：Launchpad アカウント プロファイルは、コンテンツおよ
びコミュニティ サイト アカウント プロファイルです。Launchpad およびコンテンツおよびコミュニティ
サイト プロファイルを修正できます。プロファイルを作成するときには、氏名がコンテンツおよびコミュ
ニティ サイト プロファイルに公開表示されます。名前は、コンテンツおよびコミュニティ サイトにも表
示される場合があります。プロファイルは、組織のメンバーでな場合でも、他の Launchpad ユーザーから
検索できます。コンテンツおよびコミュニティ サイトの使用に関連付けられたパスワードの機密性を維持
することはお客様の責任です。本契約で付与された明示的なライセンスに従い、ACL は、お客様の内部業
務利用目的で、コンテンツおよびコミュニティ サイトおよびコミュニティ リソースにアクセスするため
の譲渡不可能、移転不可能な制限されたライセンスを付与します。お客様は、コミュニティ リソースに含
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まれるすべての独占通知を保持する必要があります。コンテンツおよびコミュニティ サイトの特定のコン
ポーネントへのアクセスは、Launchpad アカウントで管理および関連付けられたユーザー ID およびパス
ワードです。お客様は、アカウント情報が正確、完全、および最新であることに同意します。さらに、お
客様は、他の人またはエンティティがお客様のユーザー ID およびパスワードを使用して、Web サイトの
制限された部分にアクセスできるようにしないことに同意し、ユーザー ID およびパスワードの不正利用
を認識した場合は ACL に通知するものとします。ACL は、ACL が合理的にお客様が本契約の義務に違反し
たと確信または決定した場合に、一切の義務なく、お客様のアカウントまたはプロファイルへのアクセス
を一時停止または解除する権利を有します。
4. コンテンツの投稿とメッセージング：第 6 項（禁止された行為）に従い、コンテンツおよびコミュティ
サイトでは、プロファイル、フォーラム、ユーザー グループ、コンテンツおよびコミュニティ サイトで
提供されている他のリンクなど、さまざまな方法で、情報のメッセージング、タグ付け、および共有のた
めのプラットフォームおよびフォーラムを可能にします。共有または投稿する情報およびコンテンツは、
コンテンツおよびコミュニティ
サイトの他のユーザーまたは一般によって表示される場合があります。
ACL が製品または将来のサービスのいずれかで採用する、フォーラムまたはユーザー グループ内を含む、
コンテンツおよびコミュニティ サイトで投稿するコンテンツおよび情報は、本 ACL への契約の下で自動
的に割り当てられるものと見なされ、お客様への一切の補償なく、ACL の単独かつ排他的な財産となるも
のとします。お客様は、ACL が、ACL プライバシー ポリシーの規約に従い、お客様が提供する情報または
コンテンツにアクセス、保存、および使用できることに同意します。ACL は、お客様または第三者による
投稿またはメッセージの内容に責任を負わず、投稿を監視、編集、削除、またはフィルタリングする義務
がありません。ACL は、このようなユーザーが ACL 従業員、請負業者、または代理人である場合でも、ユ
ーザーが提出した資料を支持せず、このような資料は必ずしも ACL の見解を反映するものではありませ
ん。ACL は独自の裁量により、お客様への通知の有無にかかわらず、お客様が投稿したコンテンツまたは
情報を投稿することを拒否、修正、または削除できます。すべての投稿は公開され、機密ではないため、
ユーザーは投稿するコンテンツに関する社内ポリシーを参照する必要があります。
5. 製品アイデア：ACL ピア コミュニティを通して、ACL の製品、リソース、またはサービスのいずれかに関
連するアイデア、提案、機能要求（集合的に「アイデア」）を投稿できます。アイデアを提出または投稿
することによって、お客様は、公開が無償で、勧誘なく、制限がないことに同意します。このようなアイ
デアは、ACL への本契約の下で自動的に割り当てられると見なされ、お客様への一切の補償なく、ACL の
単独かつ排他的な財産となるものとします。ACL は非機密として自由にアイデアを使用し、全員に自由に
アイデアを公開できます。ACL はアイデアの投稿を拒否または削除する権利を有します。ACL は送信され
たアイデアを採用または使用する義務を負いません。お客様の従業員または他の組織がお客様が提出する
アイデアを保有するかその権利を有する範囲において、お客様は、お客様がその従業員または組織から、
本契約の下でアイデアを提出し、ここで規定された権利をアイデアに付与することが許可されていること
を表明します。ACL が、お客様がアイデアを投稿することを許可する（機能要求が採用されるかどうかに
関係なく）ことを考慮し、お客様は次の点に同意します。(a) お客様が、ACL ピア コミュニティでアイデ
アを投稿および配布するために必要なすべての知的財産権および他の権利を所有していることを表明およ
びすること。(b)
お客様が、知りうる範囲において、お客様によるアイデアの提出によって、お客様が
ACL によるお客様のアイデアを実装する製品、サービス、機能、またはアプリケーションの開発中に生じ
うる一切の発明に貢献する発明者とならないことを確認すること。お客様の事前の理解にかかわらず、ACL
の判断またはこのような判断を行う権限がある裁判所または政府当局によって、お客様が、お客様のアイ
デアに基づく ACL の発明に貢献する発明者となると判断される場合でも、お客様は次の点を約束します。
(i) アイデアを保護するためにすべての著作権、商標、および特許を取得する際に ACL と協力すること。
(ii) ACL に代わり、アイデアの著作権、商標、または特許を取得するために必要なすべての文書を作成す
ること。(iii) ACL の要請時に、ACL に対するすべての特許および特許申請の所有権を譲渡すること。
(iv) ACL の独自の裁量で、ACL が、お客様が提出したアイデアを取り入れる製品、サービス、またはアプ
リケーションを開発および販売することを選択する可能性があることを、お客様が確認すること。お客様
は、製品、サービス、またはアプリケーションでアイデアが採用されたか、採用されていないか、修正さ
れて採用されたかどうかに関係なく、このような製品、サービス、またはアプリケーションの開発および
提供に関して、ACL によって販売される製品またはサービスを使用して、ACL または誰に対しても請求を
行わないことに同意すること。(v) お客様は、ACL ピア コミュニティの運用、他社のアイデアの ACL に
よるホスティング、およびユーザー レビューの ACL によるホスティングに関して、ACL が販売する製品
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またはサービスを使用して、ACL または誰に対しても、現在または将来所有しうる知的財産請求または他
の請求を放棄すること。(vi) お客様が現在または将来に、ACL ピア コミュニティ自体（個別のアイデア
の内容を除く）の運用によって侵害されうる著作権、特許、または他の知的財産権を保有する範囲におい
て、お客様がここで、ACL に対して、時々修正される可能性がある ACL ピア コミュニティの運用に関す
るこのようなすべての権利に対する非排他的、世界的、取り消し不能、永続的、譲渡可能（吸収、合併、
または企業再編による ACL の後継者に対してのみ）な、完全に支払われた、著作権無料のサブライセンス
可能なライセンスを付与すること。(vii) お客様が、個人が ACL に所属するかどうかに関係なく、個人に
よって ACL ピア コミュニティに投稿された内容は、投稿した個人の意見のみを反映することを確認する
こと。特に、お客様は、ACL ピア コミュニティに投稿した内容のいずれも、いかなる方法においても、
ACL が採用することを約束または引き受けないこと、または ACL がアイデアまたはアイデアに関する対応
を採用しないこと、およびこのような投稿はお客様独自のリスクで信頼することを確認すること。(viii)
ACL ピア コミュニティまたは他の ACL Web ページで議論されているリリースされていないサービスまた
は機能は現在提供されてなく、期限通りまたはまったく提供されない可能性があること。お客様が ACL 製
品を購入する場合、お客様は現在提供されている機能に基づいて購入の決定を行う必要があります。ACL
は、ACL の単独の裁量で、通知なく、いつでも、製品およびサービス計画を変更する権利を留保します。
6. 禁止された行為：お客様は、次のことを行わないこと（本サービスまたは本ソフトウェアへの有償サブス
クリプションがある場合は、指名ユーザーが次のことを行わないこと）を表明および保証します。(a) コ
ミュニティ リソースの一部にアクセス、取得、複製、または監視するために、ロボット、スパイダー、ス
クレーパー、ディープリンク、または他の自動データ収集または抽出ツール、プログラム、アルゴリズム
、または手法を使用すること。(b) コミュニティ リソースを操作または検索するために、コミュニティ
リソースで提供されている検索エンジンまたは検索エージェント以外、および一般的に提供されているサ
ードパーティの Web ブラウザー（Microsoft Internet Explorer など）以外のエンジン、ソフトウェア、
ツール、エージェント、またはデバイスまたはメカニズム（ブラウザー、スパイダー、ロボット、アバタ
ー、またはインテリジェント エージェントを含むがこれらに限定されない）を使用または使用を試みるこ
と。(c) ウイルス、ワーム、トロイの木馬、または他の感染または破壊機能を含むファイル、またはコミ
ュニティ リソースの正常な動作を妨げるファイルを投稿または送信しようとすること。(d) コミュニティ
リソースおよびコミュニティ リソースの一部を構成するソフトウェアまたは方法を解読、逆コンパイル、
逆アセンブル、またはリバースエンジニアリングすること。(e) ヘイトスピーチ、脅迫である、グラフィ
ック画像を含む、暴力を宣伝する、またはいじめ、ハラスメント、差別、または脅しにつながるコンテン
ツなどの悪意があるコンテンツまたは有害なコンテンツをコンテンツおよびコミュニティ サイトおよび他
のユーザーに投稿すること。(f) スパム、迷惑メール、チェーンレター、または他の形式の勧誘を投稿ま
たは拡散すること。(g) マルチレイヤー マーケティング、ピラミッド スキーム、個人の利益、個人の宣
伝の目的でコミュニティ リソースを使用すること、または ACL またはその製品およびサービスに関連し
ないコンテンツおよび資料を宣言すること。(h) ユーザーの明示的な書面の同意なく、プロファイル情報
などの他のユーザーのコンテンツまたは個人情報を収集または開示すること。(i) ユーザーのログイン情
報を勧誘するか、別のユーザーに属するアカウントにアクセスすること、またはアクセスしようとするこ
と。(j) 虚偽のアカウントを作成するか、ユーザーではない個人または別のユーザーになりすますこと。
(l) 第三者の知的財産権を侵害するコンテンツまたは素材を投稿すること。
7. ツールとテンプレート：ACL は、コンテンツおよびコミュニティ サイトで、ACL によって作成されたか、
サードパーティから ACL によってライセンス供与された特定のツールまたはテンプレートをお客様に提供
できます。このようなツールおよびテンプレートは、有償サブスクリプション ユーザーのみに提供されて
います。このようなツールとテンプレートを提供することで、ACL は専門的な助言を提供せず、このよう
なツールまたはテンプレートの正確性を保証しません。ACL
は、サードパーティのコンテンツまたは情
報、またはこのようなツールおよびテンプレートの使用または信頼の結果としての損害について責任を負
いません。サードパーティを通して ACL によって提供されたコンテンツ、ツール、またはテンプレートを
使用するときには、お客様は、このようなコンテンツ、ツール、またはテンプレートに適用される追加の
規約、条件、または制限に準拠することに同意します。お客様は、ACL によって提供されたサードパーテ
ィのツールおよびテンプレートに関連する規約および条件の違反から生じるか、それに関連する一切の請
求、損害、経費、および費用（合理的な弁護士費用を含む）に対して、ACL およびその執行役員、取締役
、および従業員を補償、防御、および無害に保つことに同意します。
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8. ScriptHub、事前作成されたスクリプト、およびライセンスの付与：本契約では「事前作成されたスクリプ
ト」は、個別および集合的に、本ソフトウェアで排他的に使用するために ScriptHub からダウンロードで
きる、未修正の形式の、提供されたスクリプトまたはアナリティクスを意味します。「事前作成されたス
クリプト」には、事前作成されたスクリプトの付属のユーザー ドキュメントが含まれます。「事前作成さ
れたスクリプト」には、ACL Essentials またはプロフェッショナル サービス契約で ACL によって開発さ
れたカスタム スクリプトは含まれません。再作成されたスクリプトへのアクセスと使用は、本サービス/
本ソフトウェアの有償サブスクリプション期間に制限され、再作成されたスクリプトのライセンスは、本
サービス/本ソフトウェアの有償サブスクリプション期間が終了するか、利用規約または本サービス/本ソ
フトウェアのライセンスが供与されるソフトウェア使用許諾契約に従って終了します。 本契約の諸条件に
従い、ACL は、（本契約書において別段の定めがない限り）全世界での、非独占的、移転不能かつ譲渡不
能な権利、サブスクリプション期間中に社内業務目的で、提供された事前作成されたスクリプトをインス
トール、アクセス、修正ならびに使用するライセンスを付与します。 事前作成されたスクリプトは「現状
有姿」で提供され、ACL
はこのような事前作成されたスクリプトに瑕疵がないことを保証しません。ACL
は、事前作成されたスクリプトのテクニカル サポートを提供しません。
9. インスピレーション、アナリティクス コンテンツ、およびライセンスの付与：本契約では、「アナリティ
クス コンテンツ」は、個別および集合的に、インスピレーションで使用するために提供されている、未修
正の形式の、提供されたアナリティクス アイデアおよびコンテンツを意味します。「アナリティクス コ
ンテンツ」には、提供される場合、アナリティクス コンテンツの付属ユーザー ドキュメントが含まれま
す。本契約の諸条件に従い、ACL は、（本契約書において別段の定めがない限り）全世界での、非独占的
、移転不能かつ譲渡不能な権利、サブスクリプション期間中に社内業務目的で、アナリティクス コンテン
ツにアクセス、修正ならびに使用するライセンスを付与します。
10. バックアップ コピー：事前作成されたスクリプトの複製については、バックアップおよび保管を目的とす
る場合に限り、妥当な個数を作成することができます。ただし、事前作成されたスクリプトの原本上にあ
る著作権その他の財産権表示すべてを複製することを条件とします。
11. 第三者による使用：ACL は、お客様にとって第三者に相当するサービス プロバイダー、独立請負業者、コ
ンサルタントおよび受託業者が本契約の条件に従って、事前作成されたスクリプトおよびアナリティクス
コンテンツを含むコミュニティ リソースを使用することを承認します。ただし、その場合には、これらの
第三者が本契約の条件の遵守に同意し、かつ、お客様の利益および事業のみを目的としてコミュニティ リ
ソースを使用することを条件とします。
12. ドキュメントと電子配信：すべてのユーザー ドキュメントはオンラインでのみ提供され、ACL はコミュニ
ティ リソース経由でユーザー ドキュメントまたは他の項目のハードコピーを提供する義務を負わないも
のとします。お客様は、本契約に従ってご自身の組織内部で使用するため、ユーザー文書（マニュアル、
インストール ガイドなど）を印刷し、妥当な部数の複製を作成することを認められます。ただし、ユーザ
ー文書の原本上にある著作権その他の財産権の表示すべてを複製することを条件とします。
13. 料金：コミュニティ リソースの特定のコンポーネントへのアクセスと使用は、本サービス/本ソフトウェ
アの有償サブスクリプションがあるお客様に制限されています。本サービス/本ソフトウェアのサブスクリ
プション料金の滞納期間が 30 日を超えた場合には、ACL は、その他の権利および救済手段を制限するこ
となく、滞納全額が支払われるまで、コミュニティ リソースへのアクセスおよびその使用を停止させるこ
とができます。
14. コミュニティ リソースの所有権：本契約で明示的に規定されている場合を除き、すべての事前作成された
スクリプトおよびアナリティクス コンテンツ、アイデア、またはトレーニング コンテンツ、およびACL
アカデミーで提供されている資料を含むコミュニティ リソースにおけるすべての権原、所有権および知的
財産権は、ACL に帰属するほか、ACL のライセンサーのうち、本契約の第三者受益者である者（当該ライ
センサーの所有権に本契約が関係するため）にも帰属します。コミュニティ リソースは著作権法および国
際著作権条約によって保護されており、ACL は、コミュニティ リソースの不正使用を防止するため、その
内部に一定の手段を組み込むことができます。お客様により発生した著作権侵害については、お客様に責
任を負っていただきます。
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15. 知的財産および制限：ACL は、本契約で明示的に許諾されないすべての関連する知的財産権を含めて、コ
ミュニティ リソースのすべての権利、権原、および権益を留保します。上記の一般性を制限することなく
、お客様は、コミュニティ リソースに営業秘密が含まれることを認めるほか、適用法に従い、以下のいず
れも行わないことに同意します。（a）コミュニティ リソースを複製すること（本契約で認められている
場合、または独自の社内業務目的の場合は除きます）。（b）本サービスを修正、改変、翻訳すること、ま
たはすべてまたは一部を再印刷または複製すること（本契約で認められている場合は除きます）。（c）コ
ミュニティ リソースのコンテンツおよび関連資料を組織外または営利目的の許可されていないサービス（
ACL Academic Network の認定教授を除く、ACL アカデミーのコンテンツを使用して他のユーザー向けにト
レーニングを行うことなど）を実行するための資料として使用すること。（d）コミュニティ リソースと
機能的に互換または競合する著作物をコミュニティ リソースを使用して開発するか、コミュニティ リソ
ースから派生物を作成すること（コミュニティ リソースによって認められているレポートその他のタスク
をコミュニティ リソースを使用して作成することは、コミュニティ リソースの派生成果物とは見なされ
ません）。（e）ACL の書面による承諾を事前に得ることなく、第三者にコミュニティ リソースをリース
、賃貸、貸与、販売、配布すること（タイムシェアリング方式でコミュニティ リソースを使用すること、
サービス ビューロー目的でコミュニティ リソースを使用すること、または報酬生成サービスを直接もし
くは間接的に組織外または第三者に提供するためにコミュニティ リソースを使用することを含みます）。
（コミュニティ リソースに関し、ACL が複製保護または使用上の保護に対して用いるセキュリティ機構を
回避または除去するために設計された設備、装置、ソフトウェア、またはその他の手段を用いること。（g
）コミュニティ リソースを他のソフトウェア（オープン ソース ソフトウェアを含みます）と組み合わせ
ること。この場合、組み合わせるソフトウェアには、GNU General Public License その他のライセンス（
組み合わせたプログラムまたはコミュニティ リソースおよびそのソース コードが自由に利用可能となる
ように作成されることが要件）が適用されます。（h) コミュニティ リソース上で実行したベンチマーク
テストの結果を含め、コミュニティ リソースのパフォーマンス情報または分析を公式に公表または開示す
ること。（i）適用される法律や規制に違反するあらゆる方法でコミュニティ リソースを使用すること。
16. 正当な理由による解除：相手方当事者が、（a）本契約または本サービス/本ソフトウェアが提供される契
約の条項に対する重大な違反があった場合、かつ （b）解除を求める当事者から書面にてその旨の通知を
受け取ってから 30 日以内に、違反を是正しなかったか、または解除を求める当事者の合理的な納得を得
られるように是正に向けた具体的な進展を示さなかったときは、直ちに本契約およびお客様の本サービス/
本ソフトウェアのサブスクリプション（該当する場合）を解除することができます。さらに、お客様が本
サービスにおける ACL またはそのライセンサーの知的財産権を侵害した場合（本契約書の第 14 項「所有
権」、または第 15 項「知的財産権および制限」を含むがこれらに限定されない）、ACL は、本契約を直
ちに解除することができます。
17. 満了または解除の効果：本サービスおよび本ソフトウェアには無効化メカニズムがあり、ACL は本サービ
スおよび本ソフトウェアのアクセスを防止できます。これにより、お客様は、ScriptHubおよびインスピレ
ーション、およびそれによって提供されているリソースを含む、コミュニティ リソースの特定のコンポー
ネントにアクセスまたは使用できなくなります。本サービス/本ソフトウェアのサブスクリプションが期限
切れになった場合、または第 16 項に基づき本契約が解除された場合（お客様による解除を除く）、ACL
は本サービス/本ソフトウェアへのお客様のアクセスと使用を終了し、コミュニティ リソースの特定のコ
ンポーネントへのアクセスと使用はそれに応じて終了します。 コンテンツおよびコミュニティ サイトの
フォーラムまたはユーザー グループ内で投稿されたコンテンツまたはメッセージは、サブスクリプション
期間中またはサブスクリプション期間の終了または解除後でも、ACL の独自の裁量によってアーカイブま
たは削除される場合があります。ACL はこのような情報のアーカイブされたコピーを保持する義務を負い
ません。フォーラムおよびユーザー グループは、全体として、いつでも ACL の独自の裁量により、アー
カイブまたは削除される場合があります。
18. 免責条項：コミュニティ リソースコミュニティ リソースは「現状のまま」で提供され、エラーの不存在
は保証されません。お客様には、コミュニティ リソースの品質、性能、信頼性、正確性および使用結果に
関するすべての危険を受け入れていただくことになります。法律による別段の制限がある場合を除き、ACL
およびそのライセンサーは、明示と黙示の如何、制定法その他によるかを問わず、コミュニティ リソース
に関するその他すべての表明、保証、または条件（特定目的適合性、商品性、耐久性、権利非侵害、満足
のゆくまたは商品として適格な品質に関する保証を含みます）を排除します。コミュニティ リソースのコ
ンテンツは教育および参照専用であり、法的、会計的、またはその他の専門的な助言ではありません。コ
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ミュニティ リソースは、すべての適切な手続き、テスト、または統制を規定するものであるか、含まれな
い他の手続き、テスト、または統制が適切ではない可能性があることを示唆するものであると見なされる
べきではありません。ACL は、コミュニティ リソースの使用が成功した結果を保証すると主張しません。
ACL は、お客様または第三者に対して、コミュニティ リソースのサポートまたはメンテナンスをする義務
を負わないものとします。お客様またはエンド ユーザーは、特定の状況を専門的に判断し、適切な手続き
、テスト、または統制を決定する責任を負います。ACL、ACL
のライセンサー、これら各自の従業員、役
員、取締役、請負業者、販売店または代理人からの口頭または書面による情報または助言は、上述した明
示的保証の範囲を拡大するものではなく、新たな表明、保証または条件を設けるものでもありません。サ
ードパーティ製ソフトウェアのうち、コミュニティ リソース と連動するが単独で動作するものに起因し
て損害が生じた場合、ACL はこれについて責任を負いません。そのようなサードパーティ製ソフトウェア
は、別個の契約に従ってお客様に使用許諾されています。一部の法域では、黙示の保証の排除が認められ
ず、上記の排除がお客様に適用されない場合があります。その場合、あらゆる黙示の保証は、本サービス
のサブスクリプションをアクティブ化した日から 90 日間に制限されます。
第三者の Web サイトまたはコンテンツへのコンテンツおよびコミュニティ サイトのリンクは、便宜性の
目的でのみ提供されています。ACL は、第三者の Web サイトで提供されているコンテンツ、製品、および
サービスを支持または管理せず、そのようなものについて一切の表明または保証を行いません。お客様は
、第三者の Web サイトの情報の正確性の検証、このような第三者の Web サイトまたはコンテンツの利用
規約の遵守、およびこのような Web サイトのプライバシー ポリシーを確認および理解する責任を負いま
す。
ACL は、いつでも通知なく、次のことを行う権利を留保します。(1) 何らかの理由で、コンテンツおよび
コミュニティ サイトまたはその一部の運用またはそれらへのアクセスを修正、一時停止、または終了する
こと、(2) コンテンツおよびコミュニティ サイト、またはその一部、ならびに適用されるポリシーおよび
条件を修正または変更すること、(3) 定期または不定期メンテナンス、エラー修正、または他の変更が必
要なときに、コンテンツおよびコミュニティ サイト、またはその一部の運用を中断すること。
19. 相互間の責任の限定：
19.1. 以下については、両当事者ならびにそのライセンサーおよび関係会社（これら各自の従業員、役員、取
締役、請負業者、代理店および代理人を含みます）は、お互いに責任を負わないものとします。発生の
態様、責任法理（契約、不法行為その他）を問わず、お客様によるコミュニティ リソースの使用もしく
は使用不能、または本契約によって意図する取引に起因もしくは関連する間接損害、特別損害、付随的
損害、派生的損害、懲戒的損害または懲罰的損害賠償（逸失利益もしくは逸失収益、事業中断、事業情
報の喪失またはデータの破損もしくは喪失、または代替品もしくは代替サービスの費用を含みますが、
これらに限られません）。そのような損害の可能性について知らされていた場合も責任を負いません。
一部の法域では、付随的または派生的損害の排除または制限が認められず、上記の制限および排除の一
部がお客様に適用されない場合があります。
19.2. 両当事者、およびそのライセンサーと関係会社（これらの各自の従業員、役員、取締役、請負業者、代
理店および代理人を含みます）は、損害請求が最初に行われたサブスクリプション期間中にお客様が本
サービス/本ソフトウェアに実際に支払った料金を超える合計金額となるすべての直接的な損害を含む（
ただしこれに限定されない）一切の種類の損害についてお互いに責任を負わないものとします。
19.3. 第19.2 項の責任制限は、以下のいずれにも適用されません。（a）本契約に基づき当事者が侵害につき
補償する義務。（b）お客様がコミュニティ リソースに関して ACL の知的財産権を侵害した場合（第
15 項「知的財産権および制限制限」に対する違反を含みますが、これに限られません）。（c）当事者
の重大な過失または意図的な違法行為。（d）人身の死傷に対する責任。
20. 通告：本契約に基づいて相手方当事者に対して行うことが要求または許可される通知は、書面によるもの
とし、ACL Services Ltd. に対しては、http://www.acl.com/about-us/contact-us/ に記載されている住
所（法務部宛て）、本サービス/本ソフトウェアのサブスクリプションを購入または更新した時点、または
インスピレーション用に ACL でアカウントを作成した時点でお客様に対しては該当する注文書または請求
書に記載されている住所に送付されます。いずれの当事者も、通知用の住所を随時変更することができ、
その場合には書面の通知によるものとします。この通知は、ファックス、普通郵便または電子メールによ
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り送付することができます（ただし、配達不能、配信不能または受取人不在を示す自動応答その他の応答
を受け取らなかった場合に限ります）。その他の目的による通知は、直接手渡し、国際速達便、書留郵便
または確認済みの電子メールで行われるものとします（ただし、電子メールによる通知は、本契約の条項
「正当な理由による解除」または 「紛争解決」において要求される通知に対しては適用されません）。配
達は、直接手渡しまたは国際速達便による場合は受領時に有効と見なされ、書留郵便による場合は送付後
5 営業日が経過した時点で有効と見なされ、電子メールによる配信の場合は受信の確認をもって有効と見
なされます（ただし、配達不能、配信不能または受取人不在を示す自動応答その他の応答を受け取らなか
った場合に限ります）。
21. 準拠法：お客様の所在地が米国にある場合には、本契約は米国のニューヨーク州法に準拠し、同法に従っ
て解釈されます。お客様の所在地がヨーロッパ、中東またはアフリカにある場合には、本契約は英国法に
準拠し、同法に従って解釈されます。お客様の所在地がアジア（中東以外）にある場合には、本契約はシ
ンガポール法に準拠し、同法に従って解釈されます。お客様の所在地が上記以外の国または地域にある場
合には、本契約はカナダの連邦法およびブリティッシュ コロンビア州法に準拠し、同法に従って解釈され
ます。国際動産売買契約に関する国際連合条約の適用は明示的に排除されます。
22. 紛争解決：本項は、コミュニティ リソースの使用から生じた、または本ソフトウェアに関連するすべての
紛争の解決に適用されます。まず、両当事者は 60 日以内に、和解の権限を持ち、かつその事態の処理に
対して直接的な責任を負わない双方の上級管理職による交渉により、論争または請求をそれぞれ誠意を持
って解決することを試みます。紛争当事者は相手方当事者に対し、本契約の通告条項に従い、書面にて論
争または請求を通告します。相手方当事者は、その通告を受け取り後、20 日間以内に返答を提示します。
この通告と返答には、当事者の見解の要旨、証拠の要旨、ならびにその見解を支持する論拠、および当事
者を代表する役員の氏名を含めます。両役員は論争または請求を解決するため、紛争当事者の通告の後 30
日以内に、双方に都合の良い時間と場所で会合し、また、その後も合理的に必要と思われればその都度会
合を行います。紛争当事者の通告後 60 日以内に論争ないし請求が解決しなかった場合、その論争ないし
請求は仲裁により解決します。差し止めによる救済またはその他の暫定的救済についての当事者の権利に
従い、またその制限によらず、両当事者は、知的財産および商業用技術の契約に関する紛争の解決に十分
な経験を積んだ 1 人の仲裁人の立ち会いのもと、拘束力のある仲裁により紛争が解決されることに同意し
ます。お客様の所在地が米国に存在する場合、米国ニューヨーク州において、米国仲裁協会の商事仲裁規
則に従って仲裁が行われます。お客様の所在地がヨーロッパ、中東またはアフリカに存在する場合には、
英国ロンドンにおいて、ロンドン国際仲裁裁判所（LCIA）の規則に従って仲裁が行われます。お客様の所
在地がアジア（中東以外）に存在する場合には、シンガポールにおいて、シンガポール国際仲裁裁判所（
SIAC）の規則に従って仲裁が行われます。お客様の所在地が上記以外の国または地域にある場合には、カ
ナダ B.C. 州バンクーバーにおいて、ブリティッシュ コロンビア国際商事仲裁センターの国際商事仲裁手
続規則に従って仲裁が行われます。仲裁の言語は英語とします。
23. 権利放棄および分離：本契約上の権利の放棄は、義務を負う当事者の正式に授権された代表者が署名した
書面によらない限り、効力を有しません。契約違反または不履行に起因する過去または現在の権利を放棄
した場合でも、本契約に基づいて生じる将来の権利が放棄されたとは見なされません。本契約のいずれか
の条項が強行不能と判断された場合でも、その条項は、強行不能な部分を除去するために必要な範囲にお
いて、解釈、制限、もしくは修正されるか、または必要に応じて分離されるものとし、その他の条項は有
効に存続するものとします。
24. 完全合意： 本契約書は、コミュニティ リソースに関する両当事者間の合意をすべて含むものであり、口
頭と書面の如何を問わず、コミュニティ リソースに関する両当事者間の以前の協議事項または合意事項に
取って代わります。
25. 譲渡および発効：お客様は、ACL に書面通知した上で、本契約上の権利を以下のいずれかに譲渡すること
ができます。（a）子会社もしくは関連会社、または（b）合併、資産の買取りおよび債務引受け、買収、
組織変更その他による後継企業。ただし、その子会社、関連会社または後継企業が本契約に拘束されるこ
とに同意することを条件とします。前条項に加え、譲受人が ACL の競合ではなく、お客様が本サービス/
本ソフトウェアの使用を停止し、本サービス/本ソフトウェアの使用状況が購入されたライセンスの指定ユ
ーザー数を超過していない場合にのみ、お客様は本契約を譲渡できるものとします。お客様または ACL は
その譲渡の理由によって本契約の秘密保持の規定に違反しないものとします。本契約は、両当事者、それ
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ら各自の法律上の代理人、承継者、遺言執行者、相続人および認められた譲受人のために効力を生じ、か
つこれらの者を拘束します。
26. 使用状況の監視：お客様は、ACL が、コンテンツおよびコミュニティ サイト、ならびにコミュニティ リ
ソースのパフォーマンスをテストおよび評価し、ACL のシステムの運用および整合性を保護することを目
的として、コミュニティ リソースの使用について随時、確認および監視（各ユーザーの行動の分析を含み
ます）できることを了承し、これに同意します。ACL は、お客様によるコンテンツおよびコミュニティ サ
イトの利用に関する技術的な情報（例：セッション時間、デバイス タイプ、オペレーティング システ
ム）などを含む（ただしこれらに限定されない）、技術データおよび関連情報を収集し、このような情報
がお客様個人を特定できない形式である場合にかぎり、調査、開発、およびサービスの改善目的でこの情
報を使用できるものとします。また、本契約のいずれも、ACL がそのようにする権利を防止または制限す
るものと解釈されません。
27. プライバシー：ACL のプライバシー ポリシー（http://www.acl.com/about-us/legal/）は、ACL が制限に
基づき、顧客データを除くお客様に関する情報を収集、使用、および開示する方法を規定します。ACL の
プライバシー ポリシーは、このような情報を安全に保持するために ACL が導入した対策についても規定
します。
最終更新日 2017 年 3 月 10 日。
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