ホステッドサービス利用規約
（日本語訳）
本翻訳は TERMS OF USE FOR HOSTED SERVICES （Updated September 18, 2015）の参照用と
して作成され、本翻訳と英語版に矛盾が生じた場合には英語版が優先します。

最終更新：2015 年 9 月 18 日
以下は、AVAYA が提供するホステッドサービスのうち該当ホステッドサービス（以下「本件サービ
ス」）に関するその時点で最新の説明書（以下「ホステッドサービス説明書」）に詳述されるホス
テッドサービス利用規約です。本利用規約で「当社」または「AVAYA」とは、AVAYA INC.もしく
は該当する AVAYA の関連会社、または、該当する場合は AVAYA のサプライヤーもしくはライセン
サーを指します。本利用規約で「お客様」または「エンドユーザー」とは、お客様、もしくはお客
様が本件サービスのダウンロード、アクセス、または利用を代行する法人、またはお客様が自身もし
くは当該法人のために本件サービスをダウンロード、アクセス、もしくは使用する権限を付与するそ
の他の個人もしくは組織を指します。以下の本件サービスの利用規約は、当該規約に添付されるすべ
ての付属文書を含め（以下「本利用規約」）、本件サービス（本件サービスに関してお客様に提供
されるドキュメントを含みます）に対するお客様のアクセスおよび利用に適用され、お客様と当社と
の法的拘束力を持つ合意を構成するものですので、注意深くお読みください。お客様は、法的拘束力
を持つ契約を締結する法定年齢に達していることを表明します。お客様が以下の本利用規約に同意す
る場合、下部の［承諾］ボタンを選択し、チェックマークを入れてください。画面に［承諾］ボタン
が表示されない場合は、お客様が［ダウンロード］ボタン（または同等オプション）を選択する行為、
本件サービスにアクセスするか本件サービスを利用する行為、またはお客様自身およびお客様が代理
を務める組織のために本件サービスへのアクセスもしくは利用の権限を他者に付与する行為をもって、
お客様は本利用規約に同意するものとします。お客様は、法人を代表して本利用規約に同意する場合、
当該法人が本利用規約に法的に拘束されるようにする権限を有することを表明します。お客様がかか
る権限を有さない場合または本利用規約を承諾する意思がないかこれに同意しない場合は、［拒否］
ボタンを選択しチェックマークを入れ、本件サービスにアクセスしないまたはこれを利用せず、本件
サービスのアクセスまたは利用権限を他者に付与しないでください。画面に［拒否］ボタンが表示さ
れない場合は、［キャンセル］ボタン（または同等オプション）を選択してください。本利用規約は、
［承諾］ボタンを選択しチェックマークを入れた日付、［ダウンロード］ボタン（もしくは同等オプ
ション）を選択した日付、または本件サービスにアクセスしたか本件サービスを利用した日付に有効
となります。
当社は、その単独裁量で、本利用規約をいつでも通知なしに改定および更新することができます。当
社は、改定および更新の際に、http://support.avaya.com/LicenseInfo（もしくは当社が指定する承継
サイト、または AVAYA が指定するほかの手段を通じた AVAYA からの通知）に改定規約を掲示しま
す。お客様は本件サービスの利用を継続することにより、本利用規約の改定版を承諾し、同意したこ
とになります。お客様が本利用規約（随時改定された場合は、改訂版）に同意しない場合、本件サー
ビスの利用を停止してください。本契約の最新版は、それ以前のすべてのバージョンに優先します。
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最新版は http://support.avaya.com/LicenseInfo（または当社が指定する承継サイト）に掲載されてい
ます。
1. 本件サービスの利用、利用制限、支払い
（a）システム要件。本件サービスを利用するには、お客様は費用を自ら負担して、1 つまたは複数
の互換デバイス、インターネットアクセス、特定ソフトウェアを用意し利用する必要があります。ま
た、これらの更新またはアップグレードを取得する必要が生じる場合もあります。お客様が本件サー
ビスをどの程度利用できるかは、こうしたデバイス等のパフォーマンスに左右される場合があります。
お客様は、本件サービスのシステム要件が変更される場合があることと、費用を自ら負担してシステ
ム要件を満たす責任を単独で負うことについて了承および同意します。お客様は、お客様がご利用に
なっているネットワークおよびシステムが、不正な侵入や攻撃から適切に保護されていること、なら
びにお客様のデータおよびファイルが適正なコンピューティング慣行に従って定期的にバックアップ
されているよう確保する責任を負っています。
（b）登録。お客様は、本件サービスにアクセスするために、特定の登録の詳細またはその他の情報
（メールアドレスなどを含むがこれに限定されない）の提供を、本件サービスの利用またはアクセス
が許可される前に求められる場合があります。提供するすべての情報が正確、最新、完全であること、
ならびに必要に応じて登録情報を速やかに更新することは、お客様が本件サービスを利用する条件と
なります。お客様は、ほかのユーザーまたは顧客のアカウントを使用することはできません。お客様
は、お客様のアカウントまたはサブスクリプションで生じるすべてのアクティビティに対する責任を
単独で負うものとします。
（c）制限付きライセンスおよび利用範囲。当社は、本利用規約に従い、サブスクリプション期間に
おける本件サービスへのアクセスおよび本件サービスの利用に関する、非排他的、譲渡不能、サブラ
イセンス不能の制限付きライセンスをお客様に付与します。当該アクセスおよび利用はお客様の社内
の業務目的に限定されます。また、当該ライセンスには、社内の業務目的および本件サービスの利用
の一環としての使用のみに限定される、非排他的、譲渡不能、サブライセンス不能の当社コンテンツ
（後述の第 5（a）条に定義）の制限付き使用権を含みます。お客様が本件サービスおよび当社コン
テンツにアクセスし、これらを利用するためには、いかなるときも、本件サービスの契約条件に従っ
て適時に支払いをすること、および本利用規約を遵守することが条件となります。お客様による本件
サービスの利用は、本件サービスに関するお客様との契約に沿って購入されたライセンスの数および
種類によって限定されるものとします。ただし、特定の本件サービス（該当する場合）については、
フレックスライセンスを利用できる場合があります。フレックスライセンスの請求額は、契約のライ
センス水準を上回る利用実績に基づいて決まります。該当する本件サービスのライセンス、フレック
スライセンスの利用可能性（該当する場合）、価格および請求に関する情報、ならびに本件サービス
に関するその他の重要情報に関する詳細は、当社または当社の認定チャネルパートナーにお問い合わ
せください。
（d） 制限。お客様は以下のいずれかの行為について、自ら行わないこと、または他者が行うことを
許可しないことに同意します。（1）名誉毀損、中傷、脅迫、有害、嫌がらせ、下品、わいせつ、第
三者の知的所有権もしくはいずれかの人物のプライバシー権の侵害、または適用法規で違法であるか、
その恐れがある形で本件サービスを使用する。（2）いずれかの個人または組織と関係がある旨を偽
って伝えるか、これらになりすます。（3）ウイルスまたは破損データを含むファイルをアップロー
ドするか伝送する。（4）本件サービスで合法的に配布できないことを知っているか知るべき理由が
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あるファイルもしくはソフトウェアをダウンロードするか、こうした性質のコンテンツ、ソフトウェ
ア、ファイルまたはリンクを本件サービスに含める。（5）「スパム」の投稿、未承認メッセージ、
広告、勧誘電話、チェーンレター、一斉送信メールもしくは携帯電話メールの伝送、またはその他の
類似活動に従事する。（6）違法活動を支持するか、違法行為の実行意図を協議する。（7）児童を
不適切なコンテンツにさらすか身元を特定可能な情報を求めるなどして、児童を悪用したり危害を加
えたりしようとする。（8）当社が提供するインターフェイス以外の手段で本件サービスにアクセス
するかアクセスを試みる。または本件サービスへのアクセスを防止もしくは制限するために当社が使
用する場合がある手段を回避するか回避を試みる。（9）次の（a）～（c）のいずれかに該当するそ
の他の行為に従事する。（a）いずれかの者の本件サービスの利用もしくは享受を防止、制限もしく
は阻止する行為、または当社もしくは本件サービスのユーザーを害するか責任にさらす恐れがあると
当社が判断する行為。（b）本件サービスまたは関連サーバー、ネットワーク、もしくはソフトウェ
アを妨害、混乱、無効、破損、過大な負荷をかける行為。（c）当社、または第三者の財産または情
報を破損させる行為。当該情報には、当社の秘密情報、当社のコンテンツおよびほかのユーザーのコ
ンテンツを含みますが、これらに限定されません。（10）本件サービスまたはいずれかの当社コン
テンツを複製、重複、コピー、移転、変更、ライセンス、販売、取引、または再販する。ただし、当
社が書面で明示的に別途同意する場合を除きます。（11）リバースエンジニア、逆アセンブリ、逆
コンパイル、または本件サービスからソースコードを引き出そうとする。（12）当社の書面での同
意を事前に得ることなく、本件サービスのサブスクリプションをほかの会社または組織に移転する。
（13）いずれかの企業または組織の商標、サービスマーク、商号、またはロゴを、これら商標等の
所有者もしくは認定ユーザーに関して混乱が生じる可能性が高いか、混乱を生じさせる意図を持って
本件サービスに付随して使用する。
（e）携帯サービス。本件サービスの一部または全部は、携帯デバイスを通じて利用可能またはアク
セス可能な場合があります。例えば、（1）コンテンツを本件サービスに伝送可能。（2）本件サー
ビスをブラウズ可能。（3）ダウンロードとインストール済みのアプリケーションを通じて本件サー
ビスの特定の機能にアクセス可能。携帯デバイスから本件サービスを利用またはアクセスするには、
互換携帯デバイスが必要ですが、すべての携帯デバイスが互換性を有するか有する予定であることを
当社は保証することができません。携帯デバイスから本件サービスにアクセスするか本件サービスを
利用する範囲で、適用可能なワイヤレスサービス会社の料金、データ利用料、その他の手数料が適用
される場合があります。
（f） 支払い。当社 Web 注文ポータルを通じてオンライン決済をする場合、当社はクレジットカー
ドもしくはデビットカード、または当社が承認するほかの決済手段に対して、本件サービスの手数料
を請求します。当該手数料については、本利用規約に添付する付属文書 1 の「E コマース決済に関
する補足条項」で詳述しています。
2. サブスクリプション期間、満期／終了、存続
（a）期間。本件サービスのサブスクリプションは、特定のサブスクリプション期間について（当社
が直接、または当社の認定チャネルパートナーを通じて）販売されます。本件サービスのサブスクリ
プションを注文するには承諾が必要となります。詳細については、当社または当社の認定チャネルパ
ートナーにお問い合わせください。お客様に付与される本件サービスのライセンスには本利用規約が
適用され、本件サービスのサブスクリプション期間末日まで有効となります。ただし、本利用規約の
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規定に従って、または本件サービスに関するお客様の契約条件に従って中途解約される場合を除きま
す。
（b） 満了／終了。お客様は、本件サービスのサブスクリプション期間の満了または終了（いずれか
早い方）後、直ちに、本件サービスおよび当社コンテンツの利用を全面的に停止するものとします。
当社は、お客様が本利用規約のいずれかを遵守しない場合、返金義務、信用義務、またはその他の責
任を伴わずに、本件サービス、ならびに本利用規約に基づくお客様の権利およびライセンスを直ちに
終了することができます。当該終了は、これに反する規定にかかわらず、普通法、衡平法、契約など
に基づき当社に付与されるその他の権利および救済とは別に執行することができます。
（c） 存続。利用制限、満了／終了、存続、当社の知的所有権、保証の否認、責任の限定、（本利用
規約のいずれかの条項で定める）本利用規約に基づくお客様の補償義務、フィードバック、本件サー
ビスおよび当社コンテンツの保護、雑則に関する条項、およびその性質上、終了後の存続が意図され
るその他の条項は、かかる終了または満了後も存続します。
3. お客様コンテンツ
（a）お客様は、ビジュアル、書面、音声などその性質にかかわらず、お客様（お客様の職員を含み
ます）が本件サービスの利用中に送信、表示、アップロード、投稿、公表もしくは提出したすべての
情報および通信文のコンテンツ（内容）（以下「お客様コンテンツ」）、ならびにこうした行為を
行った結果（当社または第三者への損失または損害を含みます）に対する責任を単独で負います。当
社は、お客様コンテンツに関して、お客様または第三者に対して責任を負いません。
（b）お客様は次の 2 点を常に表明します。（i）お客様はお客様コンテンツのすべての著作権および
その他の知的所有権の所有者であるか、お客様コンテンツへのアクセス、お客様コンテンツの利用、
保存、一定期間のアーカイブ、修正、表示、複製、二次著作物の作成、および配布権限を付与されて
いること。（ii）Avaya、Avaya のサプライヤー、外部委託業者に、本件サービスをサポート、管理、
運営、保守、および／または配布するために必要な範囲で、同様の行為をする権限が付与されている
こと。
（c）お客様は、費用を自ら負担して、お客様が所有する可能性のあるお客様コンテンツに付随する
知的所有権を保護および執行する責任を単独で負います。
（d）Avaya は、次のいずれかの場合を除き、10（a）条に記載の当社プライバシーポリシーに従い、
いかなる第三者ともお客様コンテンツまたは別のユーザーのコンテンツ（第 4（a）条に規定）を共
有しません。（1）Avaya がお客様コンテンツおよび別のユーザーのコンテンツを共有することにつ
き書面または電子的にお客様の同意を得ている場合。（2）法律で義務づけられる場合。（3）第三
者が Avaya の指示に従い、当該第三者との適切な契約に基づき、Avaya のためにタスク（例えば、
データ保護など）を実行するために、Avaya がお客様コンテンツまたは別のユーザーのコンテンツ
を第三者に提供する場合。
4. 別のユーザーのコンテンツ
（a） 別のユーザーのコンテンツ。当社は、ビジュアル、書面、音声などその性質にかかわらず、別
のユーザーが本件サービスの利用中に送信、表示、アップロード、投稿、公表、もしくは提出したい
ずれかの情報および通信文に関わる（1）行為または（2）コンテンツ（内容）を制御せず、かつこ
れらに対する法的または一般的責任を一切負いません。かかるコンテンツの例としては、広告やスポ
ンサーコンテンツ（これらに限定されない）が挙げられます（以下（2）を「別のユーザーのコンテ
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ンツ」と総称）。別のユーザーのコンテンツは、該当ユーザーまたは別の人物の著作権およびほか
の知的所有権によって保護されている場合があります。お客様は、別のユーザーのコンテンツについ
て、かかる別のユーザーのコンテンツの所有者がお客様と書面または電子的に別途交わした契約で具
体的に同意する場合を除き、コピー、変更、賃借、リース、販売、借用、配布したり、当該コンテン
ツの全部または一部を基に二次的著作物を制作したりしてはなりません。
（b）お客様は次の 3 点を常に表明します。（1）お客様は自己のお客様および本件サービス経由で
お客様が交流または通信するほかの個人から、これら人物の別のユーザーのコンテンツへのアクセス、
別のユーザーのコンテンツの利用、保存、一定期間のアーカイブ、変更、表示、複製、二次著作物の
作成、配布権限を付与されていること。（2）当社、当社サプライヤー、下請け業者に、本件サービ
スをサポート、管理、運営、保守、および／または配布するために必要な範囲で、同様の行為をする
権限が付与されること。（3）お客様は、お客様が第 4（b）（1）または（2）条を遵守しなかった
ことが原因で Avaya が負担したあらゆる損害賠償、責任、または損失（弁護士費用および裁判費用
を含むが、これらに限定されない）に対する責任を全面的に負うこと。
5. 当社の知的所有権
（a）当社知的財産の当社による所有。当社またはそのライセンサーもしくはサプライヤーは、本件
サービス、関連ソフトウェア（存在する場合）、およびビジュアル、書面、音声などその性質にかか
わらず、本件サービスの一環として、当社によってまたは当社のために提供もしくは提示、または送
信されるすべての情報および通信文のコンテンツ（内容）（以下「当社コンテンツ」）に帰属する
すべての権利、権原、利益を所有します。お客様は、当社コンテンツをコピー、変更、賃貸、リース、
販売、借用、配布したり、当社コンテンツの全部または一部を基に二次的著作物を制作したりしては
なりません。当社は、いずれかのコンピュータプログラム（オブジェクトコード、ソースコード、ま
たはその他のの方式を含む）、ノウハウ、二次的著作物、発明、プロセス、データベース、ドキュメ
ント、トレーニング資料、その他の知的財産および知的財産の有形実施形態（以下「知的財産」と
総称）に帰属する所有権、権原、その他の権利および利益を含む（これらに限定されない）すべての
権利を留保します。知的財産は次のいずれかに該当します。（1）本件サービスの提供前に当社が所
有していた。（2）本件サービスとは別に当社が独自に開発、制作または取得する。（3）本件サー
ビスと関連するサービスを実施する間に当社が開発、制作または取得する。
（b）当社マーク。本利用規約には、当社のいずれかの商号、商標、サービスマーク、ロゴ、ドメイ
ン名、トレードドレス、またはその他の識別力のあるブランドの特徴を使用する権限をお客様に付与
しません。お客様は、当社コンテンツ、本件サービス、またはいずれかの関連ソフトウェアもしくは
サーバー（該当する場合）に添付されているか含まれている、財産権に関する表示（著作権表示また
は商標表示など）の除去、不明瞭化、または変更を行ってはなりません。
6. 権利および免責事項
（a）本件サービスにアップロード、伝送、表明、または送信されるいずれかのコンテンツおよび／
または意見は、これらを送信する個人または組織の意見および責任によるものであり、必ずしも当社
の意見を反映しているとは限りません。本件サービスを通じて伝送されるすべての情報については、
かかる情報の発信者が単独で責任を負います。当社はかかるコンテンツに関して責任を一切負いませ
ん。当社は、本件サービスの利用過程でお客様が交流する可能性のある別のユーザーの身元、または
別のユーザーが提供するデータや情報の信頼性を保証することはできません。
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（b）当社は、次の権利を留保します（ただし義務を負うわけではありません）。（1）お客様コン
テンツを含む本件サービスへのいずれかのポストのうち、本利用規約に不一致であると当社が単独の
裁量で判断するものを事前選別、拒否、フラッグ付け、フィルター、または削除する。当該素材には、
当社が知的所有権の侵害を構成するとの通知を受けたか構成すると考える理由があるものを含む。
（2）本件サービスもしくは当社コンテンツの禁止された利用、または当社が不適切、本利用規約違
反、もしくは本件サービスや当社ネットワークを中断させる恐れがあるとみなす本件サービスのその
他の利用に関して当社が適切とみなす措置を講じる（警告の発信、お客様の本件サービスへのサブス
クリプション、アカウントもしくは本件サービスの全部または一部へのいずれかのユーザーのアクセ
スの無効化もしくは終了を含むがこれらに限定されない）。本利用規約のほかの規定にかかわらず、
当社はお客様またはほかの者に対する通知または責任を伴うことなく、かかる措置を講じることがで
きます。ただし、当社はかかる措置を講じるか、本件サービスに投稿される素材またはコンテンツを
確認する義務または責任を一切負いません。したがって、当社はお客様または第三者が提供する、送
信メッセージ、通信文またはコンテンツに関する何らの作為または不作為に対する責任を一切負担し
ません。
（c）当社は、ホステッドサービス説明書に別途定める場合を除き、その単独の裁量で、（1）事前
通知なしに、本件サービスの要素、特徴、機能を変更または停止するか、（2）本件サービスを全面
的に終了することができます。ただし当社は、60 日前に通知するよう努めます（実際のタイミング
は、当社の裁量により 60 日よりも短いまたは長い場合があります）。
（d）お客様は、本件サービスの一環として、当社がお客様コンテンツおよび別のユーザーのコンテ
ンツを一定期間アーカイブする場合があること、ならびに特定期間の経過後、お客様コンテンツおよ
び別のユーザーのコンテンツを定期的に削除することがあることを了承します。詳細については、当
社または当社の認定チャネルパートナーにお問い合わせください。
（e）当社は、適用ある国際的な知的所有権法（米国デジタルミレニアム著作権法を含むが、これに
限定されない）に従った著作権または商標権侵害の申し立て通知に対応し、適切な場合、当社裁量に
より、侵害者のアカウントまたはサブスクリプションを終了する方針を掲げています。本件サービス
に関連して著作権または商標権侵害の申し立て通知を当社に送付することを希望される場合は、次の
リンク：http://support.avaya.com/AvayaCopyrightAgent（または、当社が指定する承継サイト）にア
クセスし、当社への連絡手順に従ってください。当該リンクにアクセスできない場合は、当社に電話
（908-953-2044）して、詳細をお問い合わせいただくこともできます。
（f）ホステッドサービス説明書に別途定める場合、AVAYA が書面で別途定める場合、または適用法
で義務付けられる場合を除き、お客様は本件サービスが 911（米国緊急通話用電話番号）に電話す
るため、またはほかの緊急サービスに電話するため、もしくは当該サービスを要請するために有効化
したり提供されたりするものでないこと、およびこうした利用を意図していないことを了承します。
お客様は、別のサービスを使って、911 に電話するか緊急援助を要請する必要があります。
7. 保証の否認
お客様は、ホステッドサービス説明書またはお客様のサポートサービス資格ドキュメントに詳述され
るとおり、本件サービスに関連するサポートサービスを受ける権利を有します。詳細については、当
社または当社の認定チャネルパートナーにお問い合わせください。お客様は、上記にかかわらず、か
つ適用法が許容する範囲で、本件サービスを自己の責任において利用します。本件サービス（本件サ
ービスの利用を通じて利用可能またはアクセスされる機能やコンテンツを含みます）、ならびに本件
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サービスの一環として使用またはアクセスされるソフトウェア、WEB サイト、サーバー、サブスク
リプション、アカウントは、明示であれ黙示であれいかなる種類の保証も付されずに、「現状のま
ま」提供され、本件サービスは「提供可能な範囲」で提供されます。当社、当社ライセンサー、当社
サプライヤーは、商品性、特定目的への適合性、権限、または権利非侵害に関する黙示的な保証また
は法定の保証を含むあらゆる保証を否認します。当社または当社ライセンサーもしくは当社サプライ
ヤーは、前文の一般性を損なうことなく、次のいずれの事項も保証しません。（A）お客様による本
件サービスの利用がお客様の要求を満たすこと。（B）お客様が本件サービスを中断することなく、
適時に、安全でエラーまたはウイルスなしに利用すること。（C）お客様が本件サービスの利用を通
じて取得するあらゆる情報が正確で信用できるものであること。（D）本件サービスの一環としてお
客様に提供されるソフトウェア（該当する場合）の動作または機能の不具合が是正されること。
（E）本件サービスはいずれかの特定デバイスを使って動作するか当該デバイスに互換性があること。
当社または当社ライセンサーもしくは当社サプライヤーは、本件サービスの利用を原因とする損害に
対して一切責任を負いません。当該損害の例としては、本件サービスを通じたコンテンツ、資料、ま
たはデータのダウンロードもしくは使用、またはこれらへのアクセスを原因とするデバイスの破損、
もしくはデータの喪失を含みますがこれらに限定されません。お客様は、自己の責任において、かか
るコンテンツ、資料またはデータをダウンロードするか、これらにアクセスします。当社は、書面で
別途合意する場合または適用法で義務付けられる場合を除き、ユーザーの情報もしくはコンテンツ、
またはユーザー間の通信を保持する責任を負いません。
8.責任の制限。
当社、当社の関連会社、ライセンサー、再販業者、サプライヤー、またはこれらの取締役、役員、従
業員もしくは代理人は、人身傷害の申し立てまたは故意の不当行為を除き、かつ適用法で許容される
範囲で、（A）あらゆる付随的、特別、懲罰的、法定、間接的または結果的損害賠償、（B）あらゆ
る逸失利益、収益もしくはデータ喪失、通話料金詐欺、または代替品調達コストの補填（COST OF
COVER）、代替品コストもしくはサービス提供コスト、あるいは（C）本利用規約に基づき生じる
あらゆる直接的損害賠償で、申し立ての起因日直前の 12 か月間に Avaya が受領したサブスクリプ
ション料金を超過する部分に対して責任を負いません。かかる責任は、これらの者が申し立ての可能
性を通知されていたか、知り得る別の理由があったか、実際に知っていたかどうか、または限定的救
済がその本質的目的を果たしたかどうかにかかわりません。責任の制限は、いかなる理由であれ、ま
た契約違反、不正行為（過失を含むがそれに限らない）、エクィティ、その他であるかを問わず、い
かなる責任理論にもとづく損害にも適用されます。
9. 補償
お客様は、（a）お客様による本件サービスの利用、（b）本件サービスに関連するお客様と他者と
の交流もしくは紛争、（c）本利用規約のいずれかの条件の違反、または（d）お客様による本件サ
ービスの利用もしくはお客様による本利用規約の違反に関連していずれかの人物もしくは組織の知的
所有権もしくはほかの権利の侵害もしくは違反に起因または関連するすべての第三者の訴え、申し立
て、要求、法律行為、法手続き、訴訟、および責任、損害賠償、和解、ペナルティ、罰金、損失、経
費、ならびに／または費用（弁護士費用および訴訟費用を含むが、これらに限定されない）に関して、
当社（当社関連会社を含む）および各社の役員、取締役、従業員、コンサルタント、代理人、サプラ
イヤー、ライセンサー、ならびに当社認定チャネルパートナーを補償し、防御し、免責します。
10. プライバシー、個人情報保護、セキュリティ
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（a）プライバシー。当社の個人情報保護方針は、http://investors.avaya.com/governance/data_privacy
（または当社が指定する承継サイト）に掲載されていますが、当社にご請求いただくこともできます。
当社は、本件サービスの提供、管理、運営、および／またはサポートの一環として、お客様、お客様
の職員、または本件サービスを通じてお客様が通信または交流するユーザーに関する個人データを使
用または処理する場合があります。お客様は、携帯デバイスから本件サービスを利用する、または本
件サービスにアクセスすることで、該当ユーザーによる本件サービスの利用に関する特定の情報また
は個人データが当社に伝達される場合があることに同意します。当社は個人データおよび情報を、本
件サービスに関するサポートの提供など（これらに限定されない）、本件サービスに関する伝達、管
理、および／または運営目的で使用し、お客様は本利用規約に記載するお客様データの使用に同意し
ます。当社は、前文の一般性を制限することなく、お客様の居住国以外に拠点を置く場合がある本件
サービスの関連サービスを当社に提供する第三者プロバイダおよび委託企業に、特定のお客様データ
（お客様の氏名、住所、当社がサポートするサブスクライバーの人数など）を提供する場合がありま
す。当社は、お客様の費用負担で、必要に応じてお客様と妥当な範囲で協力しながら、該当する本件
サービスに関連する注文に各当事者が記載する当社の住所にリクエストを送付することで、個人デー
タの所有者がかかる個人データの誤りを修正または削除したり、正当な根拠に基づきかかるデータの
処理に反対したりできるようにします。
お客様は、法的に強制可能なプライバシーに関する通知を、お客様またはお客様の職員と通信するか
本件サービスを通じて交流するすべてのユーザーに提供する全面的な責任を負います。かかるプライ
バシーに関する通知には、少なくとも、（a）かかるユーザーのデータを使用して行う事柄、（b）
かかるユーザーのデータの使用目的、（c）かかるユーザーのデータにアクセスする可能性のある人
物（例えば、当社または当社の下請け業者が本件サービスの提供、管理、運営、および／またはサポ
ートの一環としてアクセスするなど）、（d）適用されるプライバシー法規によって義務付けられる
その他の要素に対処する通知が含まれるものとします。お客様は、お客様が本件サービスを通じて連
絡または交流しているユーザーに対して、特定の法規に違反する可能性のある慎重に取り扱うべき情
報（例えば、個人的な健康に関する情報や、クレジットカード情報、社会保障番号、または銀行口座
情報など個人の身元を特定可能な情報など）を本件サービスを通じて共有することをお客様が望まな
い旨を通知する全責任も負うものとします。お客様は、適用されるすべてのプライバシー法規を含め
（当該法規に限定されない）、適用される法律をすべて遵守する全面的な責任を負います。
（b）個人情報保護およびセキュリティ。本件サービスに使用されるユーザー名およびパスワードは
個人の使用に限定されます。お客様は、お客様のユーザー名およびパスワード（該当する場合）に責
任を負い、これらの情報をいかなる第三者にも開示してはなりません。パスワードが不正に使用され
ると、重大なセキュリティ上のリスクが発生します。当社は、3 つの異なる種類の文字を使った推測
されにくいパスワードを使用し、定期的にパスワードを変更し、同じパスワードの使い回しを避ける
ことをお勧めしています。パスワードに関する情報は機密扱いとしてください。お客様は、お客様の
ユーザーネーム、パスワード、アカウント、サブスクリプションの不正使用または侵害に気付いたら
直ちに当社に通知することに同意するものとします。当社は、技術の進歩状況および何らかの措置の
導入費用を考慮したうえで、（1）個人データの未承認または違法な処理、および個人データの不測
の喪失、破壊、もしくは破損に対し、適切な技術的および組織的措置を講じ、（i）かかる未承認も
しくは違法な処理または不測の喪失、破壊、もしくは破損が原因で生じる恐れのある危害、および
（ii）保護されるデータの性質に適したセキュリティ水準を確保し、（2）こうした措置に確実に従
うための合理的な手順を踏みます。
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お客様は、本件サービスまたは本件サービスに関連して提供される設備を利用して、セキュリティを
危険にさらすか、システムリソースおよび／またはアカウントに不当に干渉することが禁じられてい
ます。セキュリティを危険にさらすようなツール（例えば、パスワード推測プログラム、クラッキン
グツール、ネットワーク探索ツール）の使用または配布は固く禁じられています。お客様がシステム
セキュリティ違反に関与するようになった場合、当社はセキュリティインシデントの解決を促進する
ために、お客様に関する詳しい情報をほかのサイトのシステム管理人に開示する権利を留保します。
当社は、本利用規約の違反の疑いを調査する権利を留保します。
当社は、本利用規約に違反すると考えられるいずれかのメッセージもしくはコンテンツの投稿者、ま
たは資料を公表もしくはその他の方法で利用可能にした者の身元開示を当社に依頼または指示する捜
査当局または裁判所命令に対して、全面的に協力する権利を留保します。お客様は、本件サービスを
通じて連絡または交流する可能性のあるユーザーに、当社に帰属する前述の権利について通知する責
任を全面的に負います。お客様は、本契約を承諾することにより、調査中もしくは調査の結果として
講じられた何らかの措置に起因するいずれかの申し立て、および／または当社もしくは捜査当局によ
る調査の結果として講じられる措置から、当社を免責し無害に保ちます。
11. フィードバック
当社は、本件サービスについてのお客様のコメント、提案、またはフィードバック（以下「フィー
ドバック」と総称）を歓迎します。お客様が当社または当社の認定チャネルパートナーに提供する
こうしたフィードバックはすべて当社の財産となります。お客様は、フィードバックに付随するすべ
ての知的所有権が当社に移転および譲渡されることに同意します。お客様は、かかる移転および譲渡
に関して、全面的に当社に協力することに同意します。当社は、お客様またはいずれかの第三者に金
銭的対価または何らかの種類のその他の対価を負うことなしに、かかるフィードバックを当社が自由
に選択する形態で使用することができます。
12. 外部リンクおよび第三者サービス
本件サービスは、当社に帰属しない Web サイト、コンテンツ、またはリソースへのハイパーリンク
を含むか、当社が保守や制御を担当しない第三者のサービス（以下「外部サービスおよびサイト」
と総称）と連結または連動する場合があります。お客様は、かかる外部サービスおよびサイトを自己
の責任において利用します。お客様は、外部サービスおよびサイトの利用可能性、セキュリティ、ま
たはいかなる側面に対しても当社が一切責任を負わないことを了承し、同意します。当社は、かかる
外部サービスおよびサイトで提供されるいずれかの広告、製品、リソースもしくは第三者サービス、
または外部サービスおよびサイトそのものを推薦しません。当社は、かかる外部サービスおよびサイ
トに関連して生じた損失または損害に対して責任を負いません。これには、かかる外部サービスおよ
びサイトの利用可能性、またはこれらを通じて入手可能な広告、製品、もしくはその他の資料の完全
性、正確性、もしくは存在が含まれますが、これらに限定されません。
13. 本件サービスおよび当社コンテンツの保護
お客様は、お客様の社内業務目的（状況および本件サービスに応じた、本利用規約に従ったユーザー
との連絡または交流など）に限定して本件サービスを利用することができますが、本件サービスおよ
び当社コンテンツが当社、当社のサプライヤー、当社のライセンサーの秘密情報であり、当社、当社
のサプライヤー、当社のライセンサーの営業秘密を含むことを了承します。お客様は、秘密情報とし
ての性質を持つ自己の情報を保護する場合と同等以上の注意を払って、本件サービスおよび当社コン
テンツを常に保護および維持し、当社、当社のサプライヤー、当社のライセンサーの営業秘密を保護
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するために常に妥当なセキュリティ対策を導入することに同意します。当社は、不測のまたは違法な
喪失、アクセスまたは開示に対するお客様コンテンツの保護に関してお客様を支援するための妥当な
措置を導入します。ただし、完全に安全である、または「ハッカーを防止」する E コマースソリュ
ーション、オンラインサービス、Web サイト、データベースまたはシステムは存在しません。お客
様は、お客様の職員または秘密情報を未承認の開示または誤用から保護するための妥当な措置を取る
責任も負います。
14. ソフトウェアライセンス条件および更新
（a）本件サービスに応じて、本件サービスにはソフトウェア部分（お客様がソフトウェアをダウン
ロードする）が含まれる場合があります。本件サービスのソフトウェア部分（後続の（b）に記載す
るアップデートを含む）は、次のいずれかに従い、お客様の注文日付でライセンスを付与されるもの
とします。（1）当社が該当するソフトウェアのライセンスをお客様に付与した原契約。（2）お客
様が本件サービスのソフトウェア部分をダウンロードまたはインストールする際にお客様に提示され
る条件。（3）かかるライセンスが存在しない場合は、Avaya グローバルソフトウェアライセンス条
件。掲載場所：http://support.avaya.com/LicenseInfo（または当社が指定する承継サイト）。当該ラ
イセンスは、本利用規約および該当するホステッドサービス説明書の条件に従って、お客様のサブス
クリプション期間にわたり、本件サービスの活用を唯一の目的として付与されます。
（b）お客様がサブスクライブする本件サービスによっては、ソフトウェアは随時、当社からのアッ
プデートを自動的にダウンロードおよびインストールする場合があります（該当する場合）。お客様
は、お客様による本件サービスの利用の一環として、かかるアップデートを速やかにダウンロードお
よびインストールできるようにすることに同意します。
15. 記録
（a）一部の本件サービスは、記録および／または監視を伴う場合があります。こうした本件サービ
スについて、本件サービスにアップロードされた、または本件サービスを何らかの形で通過する情報
は、書面、ビジュアル、もしくは口頭の通信内容またはその他の電子手段を含めて、品質保証、解析、
および／またはトレーニング目的により記録または監視される場合があります。本件サービスへのア
クセスまたは本件サービスの利用により、お客様はかかる記録、監視、使用に同意します。お客様は、
本件サービスにアップロードされた、または本件サービスを何らかの形で通過する情報が、書面、ビ
ジュアル、もしくは口頭の通信内容またはその他の電子手段を含めて、品質保証、解析、および／ま
たはトレーニング目的により記録または監視される場合がある旨を、お客様が本件サービスを通じて
交流または連絡する人物に知らせる責任も負います。
（b）会議の記録。お客様がサブスクライブしている本件サービスに会議が該当する場合、お客様は、
一部の州法により、会議が記録される場合に、その旨を会議の参加者全員に会議の開始前に知らせる
よう義務付けられていることを了承します。お客様は、お客様がこの通知に対する責任を単独で負う
こと、およびお客様がかかる会議を記録する意図を持つ場合、または会議の記録を要請した参加者が
いる場合は、適用法に従ってかかる記録が実施されることを了承し、同意します。当社は、かかる通
知が行われない場合、またはお客様が適用法を遵守しない場合、お客様またはお客様の記録される会
議の参加者に対して法的責任を一切負いません。
16. 雑則
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（a） 法令の遵守。お客様は、本件サービス、および本件サービスの作業成果物またはコンテンツへ
のアクセス時ならびに／または利用時に、輸出法および輸入法ならびに／または規制を含む（ただし、
これらに限定されない）すべての適用法規を遵守します。保護対象保健情報（PHI）および医療保険
の携行性と責任に関する法律（HIPAA）の規制を遵守するには、特定のセキュリティ対策および機
能を充足している必要がありますが、本件サービスはこれを完全に充足しているわけではありません。
お客様は、本件サービスが必要な充足レベルを達成している使用事例にのみ、本件サービスが適用さ
れるようにする必要があります。
（b）輸入／輸出法令の遵守。お客様は、本件サービス、および本件サービスの作業成果物またはコ
ンテンツへのアクセス時または利用時に、ワッセナー協約加盟国の輸出／輸入管理法および規制に違
反した、当社コンテンツの輸出もしくは再輸出、および／または移転を行いません。お客様は、サー
ビス、製品、テクノロジーの受領が禁止されている、または受領が違反となる個人または事業体のい
かなる政府リストにも記載されていないことを表明するものとします。特定の国または事業体との売
買または金融取引にかかわる、なんらかの制限行為、禁止行為を含む活動のサポートまたは関与を禁
止します。イラン、シリア、北朝鮮、キューバ、スーダンなどの禁止国家またはこれらの国を拠点と
する事業体の支援、または取引への参加は禁止されます。
（c） リスクの高い活動。本件サービスは、耐障害性（fault-tolerant）がなく、サービスの履行不能
により死亡事故、人身傷害または深刻な物損事故運用が生じる可能性があるため、フェールセーフ機
能（fail-safe performance）の搭載が不可欠な環境での使用（以下、「リスクの高い活動」）を想定
して設計または製造されていません。お客様は、リスクの高い活動において、本件サービスの利用リ
スクを負います。
（d） 準拠法、仲裁、差止救済、期限。本利用規約、および本利用規約に起因もしくは関連する紛争、
請求もしくは論争 （本利用規約の締結、解釈、違反もしくは終了を含みますが、これに限定されな
い（以下「紛争」）、または紛争が本利用規約に基づく仲裁の対象となるか否かに関する問題につい
ては、カリフォルニア州法に準拠します。ただし、抵触法に関する原則および国際物品売買契約に関
する国連条約を除きます。
紛争は、以下の規定に従って解決されるものとします。紛争を提起する当事者は、相手方当事者に書
面による紛争の通知を行うものとします。両当事者は、紛争解決の権限を有する両当事者の指定代表
者間の協議によって、紛争通知の送達から 30 日以内、または両当事者が合意した 30 日を超える期
間内に当該紛争を解決するために誠実に努力するものとします。米国以外の場所で生じた紛争、また
は米国以外の場所でなされたと主張されている違反に基づく紛争が、前述の手続きに基づき前述の期
間内に解決できない場合、当該紛争は、いずれかの当事者の要求に基づき、拘束力を有する最終的な
仲裁手続により確定的に解決されます。当該仲裁手続は、両当事者が選任する 1 名の仲裁人、また
は（合意できない場合は）国際商業会議所の（その時点の）会長が選任する 1 名の仲裁人により国
際商業会議所の仲裁規則に従って実施されます。ただし、すべての請求（交差請求と反訴を含みま
す）が提起された時点で、いずれかの当事者による他のいずれかまたはすべての当事者に対する請求、
交差請求および反訴の総額が 100 万米ドルを超える場合、仲裁手続は、国際商業会議所の仲裁規則
に従って選任された 3 名の仲裁人からなる仲裁委員会により、国際商業会議所の仲裁規則に従って
実施されます。仲裁は、両当事者が合意する場所、または（合意できない場合は）仲裁人が命令する
場所において英語により実施されます。仲裁人は、本利用規約の制限の範囲内で補填的損害賠償を命
じる権限のみを有し、懲罰的損害賠償を命じることはできません。仲裁人は、本利用規約の条件を限
定、拡大または変更する権限を有しません。仲裁人による裁定は、最終的かつ当事者全員を拘束する
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ものであり、当事者またはその資産に対して管轄権を持つ裁判所に登録することができます。両当事
者は、仲裁人への報酬を均等に分担しますが、各自の弁護士への報酬や仲裁に関連するその他の費用
については各当事者の負担とします。両当事者、その代表者、他の参加者および仲裁人は、法が認め
る最大の範囲で、仲裁の存在、内容、結果を極秘に保つものとします。適用法を遵守するために、仲
裁の存在、内容、結果を開示する必要がある場合、開示の範囲は制限されるものとします。例えば、
適用法により仲裁の裁定額の開示のみが義務付けられる場合、裁定額の基礎となる見解や論理的根拠
を開示することはできません。
一方の当事者による相手方に対する紛争が米国で生じたか、米国でなされたと主張されている違反に
基づく場合において、当該紛争が前述の手続きに基づき前述の期間内に解決できないときは、いずれ
の当事者も、カリフォルニア州サンタクララ郡の高等裁判所、またはカリフォルニア州北部地区連邦
地方裁判所においてのみ訴訟または法的手続を提起することができます。米国以外の場所で生じた紛
争、または米国以外の場所でなされたと主張されている違反に基づく紛争の仲裁に関して、上記に別
段の定めがある場合を除き、本利用規約の各当事者は、あらゆる訴訟および手続きの目的上、前述の
裁判所（それぞれの控訴裁判所を含みます）の専属的管轄権に同意するものとします。
本項の仲裁に関する規定は、差止命令または衡平法に基づく他の命令をもってその遵守を強制できる
ことと、そのような命令を得るために何らかの保証金または担保が必要となることはないことについ
て、両当事者は合意するものとします。本項のいかなる規定も、いずれかの当事者が、いずれかの時
点で、自己の権利（仲裁に係属中の権利を含みます）を保護するために、管轄裁判所に仮の救済手段
を求めることを妨げるものとは解釈されません。仮の救済手段には、暫定的禁止命令および仮差止命
令が含まれますが、これに限定されません。前記に加えて、かつ前記にもかかわらず、Avaya は、
いかなる時点でも、Avaya の知的財産およびその秘密情報または財産情報（営業秘密を含みますが、
これに限りません）を保護するために、管轄裁判所からの即時の差止命令による救済を求めることを
含め、必要な法的措置を講じる権利を有するものとします。
お客様は当社に紛争がある場合、請求発生後 2 年以内に、本条に従って紛争を提起する必要があり
ます。
（e）別のユーザーとの紛争。お客様は、本件サービスの別のユーザーとの交流に対する責任を単独
で負います。当社は、本件サービスの別のユーザーとの交流、またはお客様とかかるユーザー間で生
じ得る紛争に関して責任を一切負いません。当社は、お客様と本件サービスの別のユーザーとの間の
紛争に関与する権利を留保しますが、関与する義務はありません。
（f）不可抗力。当社は、自己が合理的に制御可能な範囲を超える事象による遅延または障害が生じ
た場合、本件サービスの機能または動作不能を含め、履行遅延または履行不能に対して責任を負いま
せん。かかる事象の例としては、火災、洪水、天災、爆発、戦争、敵対勢力の衝突、ストライキ、禁
輸、労働争議、政府要件、内乱、民間または軍事の権威、サービスもしくは材料、輸送またはホステ
ッド設備の確保不能が挙げられますが、これらに限定されません。
（g）英語による契約。両当事者は、本利用規約、およびすべての通知を含む、本利用規約に関係す
るその他すべてのドキュメントを英語でのみ作成したこと、または作成することが両当事者の希望で
あることについて認めるものとします。Les parties aux présentes confirment leur volonté que cette
convention, de même que tous les documents, y compris tout avis, qui s'y rattachent, soient rédigés
en langue anglaise.
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（h）その他。本条に反する規定（お客様と当社との間の別の契約を含むが、これに限定されない）
にかかわらず、本利用規約、本件サービスに関してお客様に提供されるホステッドサービス説明書、
お客様が当社と交わす場合があるその他の適用可能な契約との間に矛盾がある場合、優先順位が高い
順に、本利用規約、本件サービスに関してお客様に提供されるホステッドサービス説明書（当該ホス
テッドサービス説明書に別途明記される場合を除く）、お客様が当社と交わす場合があるその他の適
用可能な契約となります。本利用規約のいずれかの条項が、裁判所の決定により履行不能または無効
と判断された場合でも、本利用規約全体は履行不能または無効なものとはならず、当該条項は、準拠
法の範囲内で当該条項の制定目的が最大限達成できるような条項に変更され解釈されます。いずれか
の当事者が、本利用規約に基づく自己の何らかの権利（他方の当事者による違反または不履行の場合
に本利用規約を終了する権利を含むがこれに限定されない）を主張しない行為は、本利用規約の条件
に従って本利用規約の各条項を執行する当該当事者の権利の放棄とはみなされません。お客様は、本
契約または本件サービスの利用の結果として、お客様と当社との間に合弁事業、パートナーシップ、
雇用、または代理関係が存在していないことに同意します。
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利用規約の
付属文書 1
E コマース決済に関する補足条項
本件サービスの利用規約（以下「本利用規約」）、およびお客様による本件サービスの購入および
利用に関するその時点で最新のホステッドサービス説明書に加え、本 E コマース決済に関する補足
条項の条件（以下「E コマース決済条件」）は、本件サービスに関する支払いが E コマース手法を
通じて利用可能な場合に適用されます。本 E コマース決済条件で使用される大文字で始まる用語の
うち、別途定義されていないものは、本利用規約においてこれらの用語に帰属する意味を持つものと
します。
1. 請求、支払い遅延、支払いを巡る紛争、価格改定。
（a）請求。当社は、ホステッドサービス説明書または Avaya が提供するほかのドキュメントに定め
る本件サービスの料金を、お客様のクレジットカードもしくはデビットカード、または当社が承認す
るほかの決済手段に請求します。当該料金には、適用されるサブスクリプション料金およびお客様ア
カウントに関連するその他の料金が含まれます。お客様は、クレジットカード、デビットカード、ま
たはほかの決済方法に関連してお客様が負担するすべての手数料を支払うことに同意します。購入も
しくはトランザクション、または当社および本件サービスとのほかの金銭的やり取りに関連してお客
様が提供するすべての情報は、真実、正確かつ完全である必要があります。本件サービスのすべての
料金は返金不能です。
（b）支払い遅延。当社は、支払い期限を超過した金額が全額支払われるまで、支払いが遅延してい
る本件サービスのライセンスおよび提供を一時停止することができます。支払い遅延額には、1 か月
当たり 1.5% または適用法の定める最大許容率のいずれか低い率の支払い遅延料が適用されます。お
客様は、妥当な弁護士費用および延滞金の回収に付随するその他の費用を当社に弁済します。
（c）支払いを巡る紛争。お客様は、本件サービスの請求に関して、当社の請求日から 15 日以内に
書面で紛争を提起する必要があります。提起しない場合、お客様は該当の請求について紛争を提起す
る権利または償還請求を進める権利を放棄することになります。当社は、お客様に本件サービスを提
供する前に、信用承認を求める権利を留保します。
（d）価格改定。価格改定の発効後、お客様は本件サービスの利用を継続することで、改定料金を承
諾したことになります。改定料金は、料金改定の掲示後における次回請求期間の初日付けで適用され
ます。お客様は、銀行手数料、税金、関税、賦課金、クレジットカード以外の決済方法に付随するそ
の他の費用および手数料を全額支払います。お客様は、ご利用のクレジットカード会社が算定または
計算するすべての請求、料金、利息を支払います。
2. 税金。
お客様が最新の免税証明書を当社に提供する場合を除き、お客様は法的義務を負うすべての税金に対
する責任を単独で負います。かかる税金の例としては、売上税、物品税、または本件サービスに賦課
される可能性のあるその他の税金および手数料が挙げられますがこれらに限定されません。ただし、
次の税金を除きます。（i）当社の純所得を課税標準、税額計算の基礎または課税の基準とする税金。
（ii）フランチャイズ税、事業税、または資本税の性質を持つ税金（かかる税金が当社の資本株式の
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価額、額面額、または純資産額を基準とするか、これらによって計算され、かつ本契約に関連しない
トランザクションまたは活動の結果として、当社にかかる税金の納税義務が生じる課税法域によって
課される場合）。 お客様は、本条に基づき納税義務を負う場合または源泉徴収を行う場合には、か
かる税金および追加額（適宜）を納付して、かかるすべての納付額または源泉徴収額を控除した本付
属文書に基づく当社の正味受領額が、かかる税金または源泉徴収が存在しなかったと仮定した場合に
本契約に基づき当社が受領する権利のある金額と等しくなるようにします。
3. プロモーション用トライアルサブスクリプション。
当社は、無料トライアルやその他のプロモーション用サブスクリプションを特定の顧客に随時提供し
ます。当該サブスクリプションには、プロモーション用製品およびサービスに別途記載される場合を
除き、本 E コマース決済条件が適用されます。お客様は、トライアル期間の終了日前に、いつでも
サブスクリプションをキャンセルすることができます。お客様のサブスクリプションは、お客様がキ
ャンセルを選択する場合を除き、トライアル期間の終了時に自動的に更新され、お客様のクレジット
カードまたはデビットカードに対する請求をもって初回期間が始まります。
4. 按分料金、存続。
（a） 按分料金。お客様がサブスクリプション期間の途中で本件サービスを申し込んだ場合、当社は、
本件サービスの開始時にサブスクリプション料金の按分額を、適用されるホステッドサービス説明書
に詳述するとおり、お客様に請求することができます（例えば、お客様が初回月の途中に本件サービ
スを申し込んだ場合、初回月のサブスクリプション料金が按分されます）。当社が別途書面で定める
場合を除き、本件サービスのサブスクリプション期間の満了または終了（いずれか早い方）をもって、
当社は満了または終了の発効日に基づき、該当する本件サービスのサブスクリプション料金の按分額
をお客様に請求します。
（b） 存続。請求、支払い遅延、満了／終了、存続に関する規定、およびその性質上、終了後も存続
が意図されるその他の規定は、かかる満了または終了後も存続します。
5. その他。
本条に反する規定（お客様と当社との間の別の契約を含むが、これに限定されない）にかかわらず、
本 E コマース決済条件、本利用規約、いずれかのホステッドサービス説明書、お客様が当社と交わ
す場合があるその他の適用可能な契約との間に明確な矛盾がある場合、その優先順位は、本 E コマ
ース決済条件、本利用規約、いずれかのホステッドサービス説明書（当該ホステッドサービス説明書
に別途明記される場合を除く）、お客様が当社と交わす場合があるその他の適用可能な契約となりま
す。
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利用規約の
付属文書 2
Google に関する補足条項

本利用規約の付属文書 2 GOOGLE に関する補足条項（以下「GOOGLE に関する補足条項」）は、
お 客 様 が GOOGLE ク ラ ウ ド （ CUSTOMER ENGAGEMENT ONAVAYA ™ （ POWERED BY
GOOGLE CLOUD PLATFORM）など）で構築またはホステッドされるいずれかの本件サービスを
利用またはこれにアクセスする場合のみ、本利用規約に補足して適用されます。お客様が利用また
はアクセスしている本件サービスが GOOGLE クラウドで構築またはホステッドされているかどう
かに関する質問は、AVAYA（AVAYA から購入している場合）またはお客様の認定チャネルパート
ナーにお問い合わせください。
本 Google に関する補足条項で使用される大文字で始まる用語のうち、上記本利用規約で定義済みで
ないものは、Google の Cloud Platform License Agreement （以下「GCPLA」、掲載サイト：
https://developers.google.com/cloud/terms/（または Google が指定する承継リンク）の「Definitions
（ 定 義 ） 」 セ ク シ ョ ン で 定 め る 意 味 を 持 ち ま す 。 こ ち ら の リ ン ク
https://developers.google.com/cloud/terms/で GCPLA を見つけられない場合、または本 Google に関
する補足条項に掲げる次の URL リンクのいずれかが機能しない場合は、Avaya に連絡して支援を求
めてください。「Google のサービス」とは、本 Google に関する補足条項で使用される場合、
GCPLA で定義する「Services」と同じ意味を持ちます。本 Google に関する補足条項で言及される
GCPLA からの定義、URL リンクまたは用語は、言及することにより本 Google に関する補足条項に
組み込まれます。
お客様は、GOOGLE クラウドで構築またはホステッドされる本件サービスを利用するまたはこれに
アクセスすることにより、本利用規約およびその時点で最新の該当サービスに関するホステッドサ
ービス説明書に加え、次の条件のすべてに同意することになります。GOOGLE は、本 GOOGLE に
関する補足条項の URL リンクのいずれについても、その裁量でいつでも更新することができます。
お客様は、その時点で最新の URL リンクに従う責任を負います。お客様は、本 GOOGLE に関する
補足条項のいずれかの条件に同意しない場合、GOOGLE クラウドで構築またはホステッドされる本
件サービスを利用する、またはこれにアクセスすることができません。
1. 本付属文書に基づく Google Services の利用は、Google クラウドで構築またはホステッドされる
本件サービスの、お客様による利用のみに関連するものでなければなりません。
2. お 客 様 は 、 （ a ） Google の Acceptable Use Policy （ 以 下 「 AUP 」 、 掲 載 URL ：
https://cloud.google.com/cloud/terms/aup、または Google が指定する承継リンク）、（b）Google
の Service Specific Terms、掲載 URL：https://developers.google.com/cloud/terms/service-terms、ま
たは Google が指定する承継リンク）、（c）GCPLA の「Restrictions（制約）」セクションの制約
事項を完全に遵守することに同意します。その一部は、Google の Service Specific Terms で詳しく
対処される場合があります。
3. お客様は、本件サービスを通じてお客様が伝送または送信するいずれかのコンテンツまたはデー
タが Google クラウドでホステッドおよび保存されること、および本件サービスを通じてお客様が伝
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送または送信するいずれかのコンテンツまたはデータは、Google クラウドでホステッドまたは構築
される本件サービスをお客様に提供する一環として、Avaya、その関連会社および第三者（Google
や本件サービスにサポートを提供する下請け業者など）によって利用可能となり、使用、監視、およ
びアクセスされることを了承および同意します。かかる情報またはコンテンツに対する Google の使
用権に関する詳細については、GCPLA の「Use of Customer Data（顧客データの使用）」セクショ
ンをご覧ください。お客様は、本利用規約のプライバシーセクションで定めるプライバシーに関する
お客様の義務に加え、本第 3 条に定めるかかるコンテンツまたはデータへのアクセス、監視、使用、
開示を可能にするために、本件サービスのユーザー、またはお客様が本件サービスを使用して交流す
るユーザーから、プライバシーに関連する必要な同意を取得し、確保し続ける責任を負います。
4. 本利用規約第 9 条の補償に加え、お客様は、（i）お客様（もしくはお客様のために行動する人
物）が本 Google に関する補足条項のいずれかの条件を遵守しない場合（本 Google に関する補足条
項に定めるいずれかの URL リンクを含みますが、これに限定されません）、および／または（ii）
Google クラウドでの本件サービスを通じてお客様によって、もしくはお客様のために提供、伝送、
送信および／または表示されるコンテンツ、データ、もしくは情報に起因するか関連する範囲で、い
ずれかの法手続きでの補償責任に対して、Google、Avaya、各社の関連会社、各社の役員、取締役、
従業員、コンサルタント、代理人、Avaya の認定チャネルパートナー（以下個別に「被補償当事
者」および総称して「被補償当事者等」）を防御し、補償し、免責するものとします。「補償責
任」とは、（i）免責当事者が承認した調停額、および（ii）管轄裁判所が被免責当事者（等）に対し
て最終的に言い渡した損害賠償、手数料、費用を指します。
5.お客様は、Google のために何らかの責任を引き受ける際、（代理人、パートナー等として）
Google のために行動する旨を主張しません。お客様は、Google のために表明または保証を一切し
ません。
6.Google ブランドの特徴に含まれる、およびこれに付随するすべての所有権、権原、知的所有権は
Google にとどまります。
7.本条に反する規定（お客様と当社との間の別の契約を含むが、これに限定されない）にかかわらず、
本 Google に関する補足条項、本利用規約、Google クラウドでの本件サービスに関するホステッド
サービス説明書、お客様が当社と交わす場合があるその他の適用可能な契約との間に明確な矛盾があ
る場合、優先順位が高い順に、本 Google に関する補足条項、本利用規約、Google クラウドでの本
件サービスに関するホステッドサービス説明書（当該ホステッドサービス説明書に別途明記される場
合を除きます）、お客様が当社と交わす場合があるその他の適用可能な契約となります。
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