Adobe Learning Manager 利用条件
Adobe Learning Manager 利 用 条 件 は 、 ア ド ビ （ 以 下 で 定 義 ） と お 客 様 （ 以 下 総 称 し て
「両当事者」という）の間に適用されます。お客様は、本契約が、自ら合意し署名した書面に
よる契約書と同じ効果を有することに同意するものとします。本契約は、お客様および本サー
ビスをお客様に使用させている法人（すなわち、お客様の雇用主）に対して法的強制力を有し
ます。本条件は、お客様によるアドビの Web サイトの使用または Adobe Learning Manager の e
ラーニングマネジメントソリューション、オンラインコラボレーション、および企業内トレー
ニングソリューションの各機能のサービス（以下総称して「本サービス」という）の使用を規
定し、これには、アプリケーション、コンテンツファイル（以下で定義）、スクリプト、命令
セット、および関連ドキュメンテーションが含まれます。本サービスを使用することにより、
お客様は本契約に同意したものとみなされます。お客様が本サービスに関してアドビとの間に
別の契約を交わしている場合、当該契約が本条件と矛盾する場合は、当該別契約の条件が優先
されます。以下の第 3 条に規定するように、お客様が本サービスを通じてお客様のコンテンツ
を提供する場合、お客様がかかるコンテンツについて所有するすべての権利および所有権は、
お客様が保持します。
1. 本契約書の効果。
1.1. 準拠法。お客様が北米に在住の場合、本契約はお客様と米国 Adobe Inc.との契約となり、本
サービスは米国カリフォルニア州の法律に準拠します。お客様が北米以外に在住の場合、本契
約はお客様と Adobe Systems Software Ireland Limited（アドビ システムズ ソフトウェア アイル
ランド社）との契約となり、本サービスはアイルランドの法律に準拠します。お客様には、本
条件に基づく権利とは別に、準拠法に基づく権利が認められていることがあります。当社は、
法律で禁じられている範囲において、準拠法に基づくお客様の権利を制限しようとするもので
はありません。
1.2. 利用資格。本サービスは、お客様が (a) 14 歳以上で、(b) 拘束力のある契約を結ぶことが法律
によって認められ、かつ (c) お客様に本サービスを使用させる法人によって使用を許可されてい
る限り、利用することができます。
1.3. プライバシー。お客様がアドビに提供する個人情報には、http://www.adobe.com/go/privacy_jp
に記載のプライバシーポリシーが適用されます。お客様は、本サービスを使用することにより、
当該プライバシーポリシーの条件に同意したものとみなされます。
1.4. 可用性。本サービスを説明するページには世界中でアクセスできますが、これはすべての本
サービスまたはサービス機能がお客様の国で利用できることを意味せず、本サービスを介して
利用可能なユーザー生成コンテンツが、お客様の国で合法であることを意味しません。当社は、
特定の国で特定の本サービス（または特定のサービス機能やコンテンツ）へのアクセスをブロ
ックすることがあります。お客様は、本サービスの利用が、お客様が本サービスを利用する国
で合法であることを確認する責任があります。本サービスはすべての言語に対応するものでは
ありません。
1.5. 変更内容。当社は、本サービス（その部分または機能の一部を含む）を、お客様や他の方に
対して責任を負うことなく、いつでも変更、更新または廃止することができます。ただし、変
更前にお客様に通知するように合理的な努力をします。またお客様がコンテンツをダウンロー
ドするための妥当な時間を確保します。本サービスの特定のサービス全体を終了する場合、そ
のサービスに対して前払い済みの未使用の料金は、案分して返金されます。

1.6. 定義:
(A) 「ライセンスメトリクス」とは、本サービスを利用するお客様の権利の範囲および適用され
るサブスクリプション期間を記載した、別途作成の書面（お客様とアドビの間の注文書または
オンライン注文書など）に規定された条件を意味します。ライセンスメトリクスは、参照によ
り本契約に組み込まれます。
(B) 「レポート」とは、本サービスによって生成され、お客様のデータのグラフまたは数値を表
示したものを意味し、アドビ独自のデザイン、外観、および操作感が含まれていることがあり
ます。
(C)「登録ユーザー」とは、お客様の従業員もしくは非正規雇用者または第三者請負業者であっ
て、固有のパスワードとログイン名を使用して、非営利目的で本サービスを使用、参加、およ
び対話することをお客様によって許可された方のみを意味し、その人数はライセンスメトリク
スで許可されたライセンス数を上限とします。各登録ユーザーは、その個人に割り当てられた 1
つのログイン名を使って、シングルアクセスポイント経由で本サービスにアクセスできます。
(D) 「センシティブな個人データ」とは、本利用条件に関連する適切なプライバシー保護法ま
たはデータ保護法で定義された意味を有するか、または適用法で使用される類似の用語（「セ
ンシティブな個人情報」など）に対して定義された意味を有し、そのような該当する法律が存
在しない場合は、財務情報（金融口座情報など）、性的嗜好の情報、医療情報または健康情報、
および児童保護法に基づいて保護される児童の個人情報（米国児童オンラインプライバシー保
護法に定義された個人情報など）を意味します。
(E)「サブスクリプション期間」とは、お客様が本サービスの支払いや使用に関して選択し、ラ
イセンスメトリクスに記載されている期間を意味します。
2.サービスの使用。
2.1. ライセンス。お客様がこれらの条件と法律に従うことを条件として、アドビはお客様に対し、
サブスクリプション期間中、譲渡不能で非独占的な、全世界での実施を認める以下のライセン
スを付与します。
(A) 該当するインターフェースを通じて本サービスにアクセスして使用する権利
(B) 登録ユーザーに本サービスへのアクセスを許可する権利
(C) お客様の事業内でレポートを使用し配布する権利
このライセンスは、お客様が内部業務のために非営利目的で本サービスを使用する場合に関し
てのみ有効です。
2.2.アドビの知的財産。本サービスに関するすべての権利、権原および権益は、アドビ（および
アドビにライセンスを付与しているライセンサー）のみが引き続き所有します。アドビは、本
契約に基づいて付与されないすべての権利を留保します。
2.3. ストレージ。本サービスによってストレージが提供される場合も、お客様はご自身のコン
テンツを引き続き定期的にバックアップすることをお勧めします。アドビは、ファイルサイズ、
ストレージスペース、処理能力の制限などの技術的制限をお客様のコンテンツに対して適切な
範囲で設定する場合があります。お客様がご自身のアカウントに対する保管スペース限度内に
なるまでに、アドビが本サービスを保留する場合があります。

2.4. ユーザーが作成したコンテンツ。アドビは、ユーザーが作成して提供するコンテンツをホ
ストする場合があります。本サービスにアクセスした場合に、お客様にとって不快または不愉
快なコンテンツに遭遇する可能性があります。その場合、お客様が利用できる唯一の救済方法
は、単純にそのコンテンツの閲覧をやめることです。「レポート」ボタンがある場合は、その
ボタンをクリックしてそのコンテンツをアドビにレポートすることができます。
2.5. コンテンツファイル。「コンテンツファイル」とは、ストック画像や音声など、アドビ提
供のサンプルファイルを意味します。コンテンツファイルに関するドキュメントや具体的なラ
イセンスに別段の記載がない限り、お客様はこれらのコンテンツファイルの使用、表示、変更、
複製および配布を行うことができます。ただし、スタンドアローンベース（つまりコンテンツ
ファイルが配布される製品の価値の主要部分を占める場合）では、コンテンツファイルを配布
することはできません。お客様は、コンテンツファイルまたはその二次的著作物に関して、い
かなる商標権も主張できません。
2.6.お客様は、本サービスにおけるアドビの所有権を保護するために必要なあらゆる措置を講じ
るものとします。お客様は、権限を付与されて本サービスを使用している登録ユーザーのみが、
本サービスの使用が許可されている期間に限り、かかる登録ユーザーを拘束し、かつ法的強制
力を有する標準のエンドユーザー契約または本サービスに適用される利用条件（以下「エンド
ユーザー契約」という）に従ってのみ使用できるように万全を期すものとします。かかるエン
ドユーザー契約には、(i)本契約に記載されている条件と実質的に同等で、かつアドビの利益を
それらの条件以上に保護し、(ii) 適用法の下で許容される範囲内で、アドビまたはそのサプライ
ヤー側の保証義務またはその他の賠償責任を否定する条件を含めるものとします。登録ユーザ
ーによる本条件に定めるすべての作為、不作為、違反は、その時点でお客様が責任を負うもの
とします。
2.7.登録ユーザーの個人情報に関するお客様の責任。アドビとお客様との間においては、本サー
ビスに関連して使用または提出された登録ユーザーの情報すべてについて、お客様が全面的な
責任を負い、アドビは何ら責任を負わないものとします。お客様は、登録ユーザーの情報に適
用されるあらゆるデータ保護法令およびプライバシー保護法令を遵守するものとします。登録
ユーザーの情報へのアクセス、利用または開示については、お客様が登録ユーザーから同意を
得てこれを維持するものとします。お客様は、アドビが本サービスを提供できるようにするた
めに必要な承認を登録ユーザーから得るものとします。お客様は、かかる登録ユーザーの情報
に関するいかなる行為または不作為について、登録ユーザーにより申立てられたアドビへの請
求、訴訟、または司法手続きからアドビを保護および補償し、アドビが損害を被らないように
します。お客様は、本サービスを使用して、登録ユーザーのセンシティブな個人データを収集、
処理、または保存しないことに同意します。お客様は、アドビまたはアドビの第三者プロバイ
ダーに対しセンシティブな個人データを送信、開示、または利用できる状態にしないことに同
意します。
2.8.登録ユーザーへの電子メール。本サービスに関連する登録ユーザー宛ての電子メールは、通
常、アドビではなくお客様から送信されます。該当する場合、アドビは、お客様からのご依頼
に応じて、お客様の名前でお客様の代理人として、登録ユーザーに電子メールを送信すること
があります。かかる電子メールとそのコンテンツについては、お客様の全責任となります。
2.9.オンラインサービスの使用。お客様は本サービスを利用して、アドビまたはその関連会社が
維持する API 等の Web サイト、もしくは第三者が提供するサービス（以下総称して、「オンラ
インサービス」という）にアクセスできます。かかるオンラインサービスの使用には追加の条

件が適用される場合があります。アドビ、その関連会社、または第三者が別個の契約により明
確に同意した場合を除き、オンラインサービスの使用はお客様の責任で行うものとします。
2.10.その他のライセンスタイプ。
(A) NFR 版。アドビは本サービスを、「体験版」、「評価版」、「非再販用」などに（以下総称
して「 NFR 版」という）指定する場合があります。お客様は、アドビが NFR 版提供時に述べた
期間および目的のみに、NFR 版を使用できます。お客様は、NFR 版を使って作成したいかなる
資料も、非商業的目的以外に使用してはなりません。
(B) プレリリース版。本サービスは、プレリリース版またはベータ版（以下、「プレリリース版」
という）に指定される場合があります。プレリリース版は、最終製品ではなく、システムエラ
ーなどの不具合やデータの損失を引き起こすバグが含まれている可能性があります。アドビは、
プレリリース版を販売しない選択をする場合があります。アドビから要請があった場合、ある
いはアドビがプレリリース版の商用版をリリースした場合、お客様はすみやかにプレリリース
版の使用を中止し、すべてのコピーを破壊しなければなりません。アドビがお客様と締結した、
プレリリース版を支配する別個の契約はすべて、プレリリース版に関して本条で設定された条
項に優先します。
(C) 教育版。アドビが本サービスを教育機関ユーザー用に指定した場合（「教育版」）、
http://www.adobe.com/go/edu_purchasing_jp に記載の資格要件を満たすお客様のみが教育版を利
用できます。また、お客様が教育機関ユーザーとしての資格を認められる国でのみ、教育版を
インストールし、使用することができます。お客様が欧州経済地域にお住まいの場合、上記の
「国」という言葉は、「欧州経済地域」を意味します。
3. お客様のコンテンツ。
3.1 所有権。お客様は、お客様のコンテンツに対する権限と所有権をすべて保持します。お客様
のコンテンツに対して、アドビは所有権を主張しません。アドビが本サービスを提供し、登録
ユーザーがお客様のコンテンツを利用できるようにするためには、お客様が必要に応じて要請
して、お客様のコンテンツをアドビのサーバーに保存する必要があります。アドビでは、ファ
イルサイズ、ストレージスペース、処理能力の制限など、技術的制限をお客様のコンテンツに
対して適正な範囲で設定する場合があります。業界標準のウイルス検出ソフトウェアを使って
コンテンツからウイルスが検出された場合、お客様は、商業的に合理的な範囲で、本サービス
へのそのコンテンツのアップロードを阻止する責任を負うものとします。
3.2. サービスを運用するためのお客様のコンテンツに対するライセンス。アドビは、本サービ
スを運用および有効にするために、お客様のコンテンツに対するお客様からの特定のライセン
スが必要です。お客様が本サービスにコンテンツをアップロードするとき、ユーザー主導のア
クション（個人的に保存することを選択した場合、コンテンツを他のユーザーと共有すること
を選んだ場合など）に応じて必要なように、そのコンテンツを使用、複製、公開表示、配布、
変更（たとえばお客様のコンテンツを立派に見せるため）、公開で実行、翻訳するために、お
客様はアドビに、非排他的、世界規模の、ロイヤリティ無料の、サブライセンス可能な、譲渡
可能なライセンスを付与するものとします。本ライセンスは、本サービスの運用または改善の
みを目的としています。
3.3.アドビのアクセス権。アドビは、本サービスを実行するために合理的に必要な場合を除き、
お客様のいかなるコンテンツにもアクセス、表示、またはリッスンしません。本サービスの実
行に合理的に必要なアクションには、右記があります（ただしこれらに限定されません）：(a)

サポートリクエストへの対応、(b) 詐欺、セキュリティ、違法な、または技術的な問題を検出、
防止、または対処、(c) 本条件を適用する。
3.4.お客様のコンテンツの共有。
(A) 共有。本サービスは、お客様が作成するコースやコンテンツを登録ユーザーが受け取り、使
用し、その結果および改良を、調査や共有できるという特徴を有します。「共有」とは、本サ
ービスの使用を通じて、登録ユーザーの電子メール送信、掲載、伝送、アップロード、または
利用を可能にすることを意味します。お客様はお客様が共有するコンテンツについて全責任を
負うため、共有対象とするコンテンツの選択については、慎重に検討してください。
(B) アクセスレベル。アドビは、他のユーザーがお客様のコンテンツで何をするかを、監視も管
理もしません。お客様には、お客様のコンテンツに課される制限を決定する責任、およびお客
様のコンテンツへのアクセスに適切なレベルのアクセス権を適用する責任があります。お客様
がお客様のコンテンツに適用するアクセスレベルを設定しないと、最も許可範囲の広いデフォ
ルトのレベルに自動設定される場合があります。他の登録ユーザーにお客様のコンテンツを共
有する方法を知らせること、およびお客様のコンテンツへのアクセスまたは共有に関連する設
定を調整することは、お客様の責任です。
(C) コメント。本サービスではお客様がコンテンツにコメントを付けることができます。コメン
トは匿名ではなく、他の登録ユーザーが閲覧できます。お客様のコメントは、お客様、他のユ
ーザー、またはアドビが削除できます。
3.5.ライセンスの終了。お客様は、本サービスからお客様のコンテンツを削除することにより、
いつでもお客様のコンテンツに対するこのライセンスを取り消してアドビの権利を終了させる
ことができます。ただし、アドビの日常的なバックアップの一部として、お客様のコンテンツ
の一部のコピーが保持されることがあります。
3.6. フィードバック。お客様がアドビにアイディア、提案、提言（以下「フィードバック」と
いう）を提供する義務は一切ありません。ただしお客様がアドビにフィードバックを送信する
場合、お客様はアドビに非独占的、全世界的、無償のライセンスを付与します。このライセン
スは、サブライセンス可能で譲渡可能であり、本フィードバックを使用、販売、作成、販売申
し出、インポート、再製、公開表示、配布、変更、および公開実行するためのものです。
4. アカウント情報。本サービスにアクセスし使用するには、お客様と各登録ユーザーがログイ
ン ID とパスワードを作成する必要があります。お客様は、お客様のアカウントを通じて発生す
るすべての活動に責任があります。お客様のアカウントの無許可の使用に気付いた場合、直ち
にカスタマーサポートに通知してください。お客様は、(a) お客様のアカウント情報を共有して
はならず（許可されたアカウント管理者を除く）、(b) 他の人のアカウントを使用してはなり
ません。（最少人数の）アカウント管理者は、アカウント情報を使用して、本サービスの使用
およびアクセスを管理することができます。
5. Adobe Learning Manager for Desktop。Adobe Learning Manager for Desktop ソフトウェアは、本
サービスの一部として利用可能です。本ソフトウェアをダウンロードして使用することにより、
お客様は本サービスの使用に適用されるすべての利用条件に拘束されることに同意したものと
みなされます。

6.ユーザーの行動基準。

6.1.責任ある使用。アドビコミュニティは多くの場合、一定程度の礼儀とプロ意識が期待される
ユーザーで構成されます。お客様は、本サービスを責任を持って使用する必要があります。
6.2.不正使用。本サービスの一部としてアドビが提供する本サービスまたはコンテンツを不正使
用してはなりません。禁止される行為の例は、以下のとおりです。
(A) 書面上の許可のない、本サービス、ソフトウェア、またはコンテンツの、コピー、変更、ホ
スト、ストリーム、サブライセンス、リース、販売、または再販すること
(B) 他のユーザーがお客様のアカウント情報を使用して本サービス、またはコンテンツを使用で
きるようにするか、使用を許可すること
(C) 本サービスに含まれているコンテンツを使用して、何らかのデータベースを構築すること
(D) アドビが提供または許可したインターフェース以外の手段で、本サービスにアクセスし、ま
たはアクセスを試みること
(E) 本サービスの特定の使用の防止策として導入されているアクセス制限や使用制限をすり抜け
ること
(F) コンテンツを共有したり、他者の知的財産権を侵害する行為を行うこと（「知的財産権」は、
著作権、著作者人格権、商標、トレードドレス、特許、営業秘密、不正競争、プライバシー権、
パブリシティ権、その他財産権を意味する）
(G) 違法、有害、脅迫的、侮辱的、不法行為、中傷的、名誉毀損、低俗、猥褻、冒涜的、プライ
バシー侵害、または悪意的なコンテンツをアップロードまたは共有すること
(H) いずれかの個人または団体になりすます、またはいずれかの個人または団体との関係を偽る、
またはその他の形で関係を不正確に伝えること
(I) 本サービス、またはハードウェアを無効にしようとする、または損なおうとする、または破
壊しようとすること
(J) 他のユーザーが本サービスを使用することを、中断させる、妨害する、または阻止すること
（他のユーザーへのストーカー行為、威圧行為、または嫌がらせ行為、もしくは、他のユーザ
ーを煽動して暴力を振わせる行為、未成年者への危害行為など）
(K) チェーンレター、ジャンクメール、ねずみ講、スパム、またはその他の迷惑メッセージに関
わる行為を行うこと
(L) 本サービスに何らかの製品またはサービスの広告を掲載すること
(M) 本サービスに関連して、何らかのデータマイニングまたは類似のデータ収集方法、および
データ抽出方法を使用すること
(N) 適用法（該当する場合は、COPPA、HIPPA を含む）に違反すること
(O) システム、データ、情報、または他者の財産に損害を与え、有害な妨害を行い、密かに傍受
し、窃取する可能性のあるウイルス、トロイの木馬、ワーム、時限爆弾型ウイルス、またはそ
の他類似のソフトウェア、データ、またはプログラムを含むコンテンツをアップロードするこ
と、または
(P) 本サービスに関連する所有権通知を削除、隠ぺい、または改変すること。

7. 料金と支払い。
7.1. 税金および第三者料金。お客様は、適用される税金および適用されるあらゆるサードパーテ
ィ料金（固定電話料金、携帯電話料金、ISP 料金、データプラン料、クレジットカード手数料、
外国為替手数料などを含む）を支払う必要があります。アドビにはこれらの料金を支払う責任
はありません。アドビが、これらのお客様負担の料金を徴収するための手続きを取る場合があ
ります。これらの徴収に掛かる費用はすべてお客様負担となります。
7.2. クレジットカード情報。お客様の支払い方法の更新がアドビに通知されない場合、お客様
のサービスの中断を避けるために、アドビは、お客様のカードプロバイダーがサポートしてい
るプログラムに参加してお客様の支払情報を更新を試みることがあり、お客様には、アドビが、
取得した更新情報を使用したお客様のアカウントへの請求を継続することを、許可していただ
きます。
8.お客様の保証および補償義務。
8.1. 保証。本サービスにお客様のコンテンツをアップロードすることにより、お客様は、(a)お
客様のコンテンツを使用および共有するために必要なすべてのライセンスと許可、(b)これらの
条件でライセンスを付与するために必要な権限をお客様が保有していることに同意するものと
します。
8.2. 補償 . お客様は、お客様のコンテンツ、お客様による本サービスの利用、またはお客様によ
る本条件への違反によって発生する、またはこれに関連する、あらゆる申立て、要求、損失、
または損害（合理的な弁護士費用を含む）について、アドビおよびその子会社、関連会社、役
員、代理人、従業員、パートナー、およびライセンサーを免責するものとします。
9. 保証の免責。
9.1.本サービスは「現状有姿」で提供されます。当社は、法律で認められる最大限度まで、権利
侵害の不存在、商品性および特定目的に対する適合性に関する黙示の保証を含め、明示、黙示
を問わずあらゆる保証の存在を否認します。アドビは、本サービス内のコンテンツについて、
コミットメントしません。このほか、アドビは (a) 本サービスがお客様の要件を満たすこと、
常時利用可能であること、中断しないこと、タイムリーであること、安全であることおよびエ
ラーがないこと、(b) 本サービスの利用によりもたらされうる結果の効果、正確性および信頼
性、(c) 本サービスの質がお客様の期待に沿うものであること、ならびに (d) 本サービスに含ま
れるエラーまたは欠陥が是正されることについて、一切の保証を否認します。
9.2.アドビは、お客様が本サービスを使用された結果としてのあらゆる行為に対して、明確に
責任を否認します。お客様は、ご自身の裁量とリスクで本サービスを使用およびアクセスし、
何らかのサービスを使用およびアクセスすることから発生する、使用しているコンピューター
システムのあらゆる損傷またはデータ損失は、お客様のみに責任があります。
10. 責任の制限。
10.1.アドビには、(a) 予見可能性とは無関係に、効用、データ、営業上の信用、または利益の喪
失、(b) 一切の特別損害、付随的損害、間接的損害、派生的損害、または懲罰的損害（アドビ
がこれらの損害の可能性について知らされていた場合であっても）について、お客様または誰
に対しても法的責任はなく、これには (x) 予見の可能性とは無関係に、効用、データ、または
利益の喪失によるもの、(y) 契約または保証への違反、過失またはその他の不法行為を含む責任
の法理に基づくもの、または (z) お客様の本サービスの使用やアクセスに起因もしくは関連し

て発生したすべての申立てを含みます。本条件に記載の事項はいずれも、重過失、アドビ（ま
たはアドビ社員）による故意の違反行為、または死亡もしくは傷害に対するアドビの責任を制
限および除外するものではありません。
10.2.本条件から生じる、または本条件に関連するあらゆる事柄に対するアドビの責任の総額は、
100 米ドルまたは当該責任を生じさせる事柄の発生前 3 ヶ月間にお客様が本サービスにアクセ
スするために支払った総額を限度とします。この限度は、賠償責任がこの金額を超える可能性
についてアドビが通知を受けていた場合でも、また救済を限定する基本的目的を欠いている場
合でも適用されます。
10.3.このセクション 9 の限度額および免除は、法律で認められる最大範囲まで適用されます。
11.契約の終了
11.1.お客様による終了。お客様は本サービスの使用をいつでも中止することができます。お客様
のアカウントを解約しても、未払いの料金を支払う義務が解消されることはありません。
11.2.アドビによる終了。正当な理由以外によりアドビが本契約を終了する場合、アドビはお客
様から提供いただいている電子メールアドレス宛てに、少なくとも終了日の 30 日前までにお客
様に通知するよう、相応の努力を行います。当該通知にはお客様のコンテンツの回収方法も記
載されます。以下の場合、アドビはいつでもお客様との間で本条件（および本サービスへのア
クセス権）を終了することができます。
(A). お客様が本契約の規定に違反した（またはお客様が本契約に従う意思がないか、従うこと
ができないことを明らかに示す行動をした）場合。
(B). お客様が本サービスに対する料金を適時に支払わなかった場合。
(C). 法によりアドビが本契約を終了することが義務付けられた場合（例えば、お客様に対する
本サービスの提供が違法である、または違法となった場合）。
(D). アドビが、本サービスの全体または一部を中止することを選択した場合（法律の変更によ
り、お客様の地域で本サービス提供を継続することが難しくなった場合など）。
(E). お客様のアカウントが長期間使用されなかった場合。
11.3.グループ管理者による終了本サービスのグループ管理者は、本サービスへの登録ユーザー
のアクセスをいつでも終了できます。
11.4. 存続。お客様が許諾した永続ライセンス、お客様の補償義務、アドビの免責事項または責
任の制限、および紛争解決条項は、本条件の満了または終了後も存続します。本サービスの満
了時または終了時に、機能の一部または全部が事前に通知することなく動作を停止します。
12. 調査。
12.1. スクリーニング。アドビは本サービスにアップロードされたすべてのコンテンツをレビュ
ーしませんが、利用可能な技術やプロセスを用いて特定の種類の違法なコンテンツ（たとえば、
児童ポルノ）またはその他の不正な動作（スパムやフィッシング詐欺を示すパターンの活動、
成人向けコンテンツがアダルトウォールの外に掲載されていることを示すキーワードなど）
をスクリーニングすることがあります。

12.2. 情報開示アドビは以下の場合に、お客様またはお客様の本サービスの使用に関する情報に
アクセスまたは使用することがあります。(a)法的に必要になったとき（有効な召喚状や令状を
アドビが受け取ったときなど）。(b)お客様のカスタマーサービスサポートへの依頼に対応する
ため。(c)アドビ独自の裁量で、アドビ、そのユーザー、または公衆の権利、財産、または個人
的安全を保護するために必要なとき。
13. 輸出規制法。本サービス、コンテンツ、およびお客様によるサービスやコンテンツの使用は、
米国および国際的な（輸入、輸出、および本サービス、コンテンツの使用を規制する）法律、
制限、および規制の対象となります。お客様は、当該の法律、制限、および規制のすべてを順
守することに同意するものとします。
14. 紛争の解決。
14.1. 処理。お客様に何らかの懸念や紛争が発生した場合、お客様は、まずアドビに問い合わせ
て、紛争の非公式な解決を試みることに同意するものとします。提出後 30 日以内に紛争が解決
されない場合、お客様またはアドビは、本条件、本サービスに関する申立てを、最終的で拘束
力のある仲裁によって、解決する必要があります（お客様の申立てにとって適切な場合に少額
裁判所で申立てを主張する場合を除く）。
14.2. ルール。アメリカ大陸に在住の場合、仲裁は、カリフォルニア州サンタクララ郡の JAMS に
よって、包括的な仲裁規則と手順に基づいて行われます。オーストラリア、ニュージーランド、
日本、中国本土、香港特別行政区、マカオ特別行政区、台湾（中華民国）、韓国共和国、イン
ド、スリランカ、バングラデシュ、ネパール、または東南アジア諸国連合（ASEAN）加盟国に
在住の場合、仲裁は、シンガポールのシンガポール国際仲裁センター（SIAC）でその仲裁規則
の下で行われます。この仲裁規則は参照によって、本条に組み込まれていると考えられます。
それ以外の場合、仲裁は、ロンドンの London Court of International Arbitration（LCIA）で LCIA 仲
裁規則の下で行われます。仲裁は、お客様およびアドビの両方が選択する仲裁人 1 名により行
われます。仲裁は英語で行われますが、母国語が英語でない証人は、英語への同時通訳によっ
て証人の母国語で証言することができます（費用はその証人を申請する当事者の負担としま
す）。仲裁判断に基づく確定判決は、両当事者に対して裁判管轄権を有する裁判所であればい
ずれにも登録を求めることができ、かつ、かかる裁判所による強制執行が可能であるものとし
ます。
14.3. 集団代表訴訟権の放棄。お客様はアドビとの紛争を、個人ベースでのみ解決することがで
き、集団代表訴訟、統合訴訟、または代表訴訟の原告として申立てを起こすことはできません。
14.4. 差止による救済。上記規定に関わらず、お客様または他者が本契約に違反して本サービス
またはコンテンツへの不正なアクセスまたは使用を行った場合、お客様は、アドビがあらゆる
法域において差止救済（またはこれに相当する緊急の法的救済）を求めることができることに
同意するものとします。
15. 修正報告。サブスクリプション期間中、お客様が取得ライセンス数を超えて本サービスを使
用（または取得ライセンス数以上の登録ユーザーに本サービスの使用とアクセスを許可）した
場合、お客様はそのような数の変更についてアドビにレポートし、その時点で最新のサブスク
リプション期間が終了する 30 日前までに、超過したデプロイ分に適用されるライセンス料を支
払います。サブスクリプション期間中、本サービスのデプロイメントが減少した結果、マイナ
スの数で修正報告が行われた場合、お客様は、クレジットまたは返金を受け取ることができず、
その時点でライセンス付与されている本サービス数は削減されません。

16. 変更内容. アドビは、例えば法律の変更またはアドビのサービス変更を反映するため、本サ
ービスに適用される本条件を変更することがあります。定期的に本条件をご確認ください。ア
ドビは、本条件への変更の通知を、このページに掲載します。改訂の発効後も引き続き本サー
ビスを利用し、またはこれにアクセスした場合には、お客様は、当該改定後の条件に拘束され
ることに同意したものとみなされます。
17. 雑則。
17.1. 英語版。本契約書の条項を解釈または理解するにあたっては、その英語版を使用します。
17.2.アドビへの通知。お客様からアドビへの通知は、次の住所にお送りください。345 Park
Avenue, San Jose, California 95110-2704, Attention: General Counsel
17.3. お客様への通知。アドビは、本サービス内の電子メール、郵便、またはその他法的に受け
入れられる手段で通知することがあります。
17.4. 完全なる合意。本条件はお客様とアドビ間の本サービスに関する完全な合意を構成するも
のであり、本サービスに関するお客様とアドビ間のこれ以前の合意事項に代わるものです。
17.5. 譲渡禁止。本条件または本条件に基づくお客様の権利および義務の一部または全部を、ア
ドビからの書面による同意なく、譲渡またはその他の方法で移転することはできません。アド
ビは、本契約に基づくアドビの権利を第三者に譲渡することができます。
17.6. 可分性。本契約の特定の条項が強制不能の場合、当該条項の強制不能は他の条項に影響を
与えません。
17.7. 権利放棄の否定。本契約内のいずれかの条項をアドビが強制または実行しなかった場合も、
当該条項の権利放棄とはなりません。
18. DMCA。アドビは他者の知的財産権を尊重し、お客様にも他者の知的財産権を尊重すること
を期待します。お客様は、常にデジタルミレニアム著作権法（以下「DMCA」という）を遵守
するものとします。アドビは、DMCA と一貫性のある著作権侵害の明確な通知に対応いたしま
す。アドビの IP テイクダウンポリシーおよび取り扱いの詳細については、こちらをご覧くださ
い。http://www.adobe.com/jp/legal/dmca.html
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