AWS サイト利用規約
最終更新日：2017 年 8 月 30 日
Amazon Web Services のサイト（「AWS サイト」）へようこそ。Amazon Web Services，Inc．および/またはその
関連会社（「AWS」または「当社」）は、以下の利用規約（「本サイト利用規約」）に従い、AWS サイトをお客様に提
供します。AWS サイトにアクセスした場合、お客様は、本サイト利用規約を受諾いただいたことになるため、当該
規約をよくお読みください。さらに、お客様は、現在または将来において当社サービス、コンテンツその他資料を
使用した場合、AWS カスタマー・アグリーメントまたはお客様が当社サービスを使用する際に適用されるその他
契約（「本契約」）の適用も受けることになります。

プライバシー
AWS での実務をご理解いただくため、AWS サイトにアクセスした際にも適用される当社のプライバシーポリシー
をご覧ください。

電気通信
お客様は、AWS サイトにアクセスし、または当社に電子メールを送信した場合、当社と電気通信を行うことになり
ます。お客様は、当社から電気通信を受信することに同意いただきます。当社は、電子メールにより、または
AWS サイトに通知を掲載して、お客様と通信を行います。お客様は、当社がお客様に対しまたはお客様と電子
的に行う全ての契約、通知、開示およびその他通信が、当該通信を書面で行うものとするいずれの法律要件も
満たしていることに同意いただきます。

著作権
テキスト、グラフィック、ロゴ、ボタンアイコン、画像、オーディオクリップ、デジタル形式でダウンロードされたもの、
データ編集物およびソフトウェアなどの AWS サイトに含まれるコンテンツは全て、AWS または当該コンテンツの
提供者の財産であり、米国および各国の著作権法により保護されています。AWS サイト上の全てのコンテンツ
の編集物は、AWS の独占的財産であり、米国および各国の著作権法により保護されています。AWS サイトにお
いて使用されるソフトウェアは全て、AWS または当該ソフトウェアのサプライヤーにその権利が帰属し、米国およ
び各国の著作権法により保護されています。

商標
“Amazon Web Services”, “AWS”, “Amazon EC2”, “EC2”, “Amazon Elastic Compute Cloud”, “Amazon
Virtual Private Cloud”, “Amazon VPC”, “Amazon SimpleDB”, “SimpleDB”, “Amazon S3”, “Amazon Simple
Storage Service”, “Amazon CloudFront”, “CloudFront”, “Amazon SQS”, “SQS”, “Amazon Simple Queue
Service”, “Amazon Simple Email Service”, “Amazon Elastic Beanstalk”, “Amazon Simple Notification
Service”, “Amazon Route 53”, “Amazon RDS”, “Amazon Relational Database”, “Amazon CloudWatch”,

“AWS Premium Support”, “AWS Import/Export”, “Amazon FPS”, “Amazon Flexible Payments Service”,
“Amazon DevPay”, “DevPay”, “Amazon Mechanical Turk”, “Mechanical Turk”, “Alexa Web Search”, “Alexa
Web Information Service”, “Alexa Top Sites”, “Alexa Site Thumbnail”, “Amazon FWS”, “Amazon
Fulfillment Web Service”, “Amazon Associates Web Service”ならびにその他 AWS グラフィック、ロゴ、ページ
ヘッダー、ボタンアイコン、スクリプトおよびサービス名は、米国その他諸国における AWS の商標、登録商標ま
たはトレードドレスです。AWS の商標およびトレードドレスは、AWS 以外の製品もしくは本サービスに関連して顧
客に混乱をきたす可能性のある使用、または AWS の名誉または信用を損なう方法での使用を行ってはなりま
せん。本サイトに表示され、AWS が所有していないその他全ての商標は、AWS と提携、関連、または支援を受
けているかにかかわらず、各権利者にその権利が帰属します。

特許
Amazon.com, Inc．またはその関連会社が所有する 1 つ以上の特許が、AWS サイトおよび AWS サイトを通じ
てアクセス可能な機能やサービスに適用されることがあります。AWS サイトの一部は、1 つ以上の特許ライセン
スに基づいて運営されていることがあります。ここをクリックして、適用される Amazon 特許および許諾特許のリス
ト（全てを網羅しているわけではありません。）をご覧ください。

ライセンスおよびサイトへのアクセス
AWS は、AWS サイトにアクセスし、これを個人的に使用することはできるものの、AWS の明示の書面による同
意のある場合を除き、当該サイトまたはその一部をダウンロード（ページ・キャッシュを除きます。）または変更す
ることはできない限定的ライセンスをお客様に付与します。本ライセンスには、AWS サイトまたはそのコンテンツ
の再販売または商業的利用、AWS サイトまたはそのコンテンツの派生的使用、アカウント情報のダウンロードま
たはコピー、データマイニング、ロボットまたは類似のデータ収集および抽出ツールの使用は含まれません。別の
ライセンスにおいて AWS が別途定める場合を除き、AWS サイトを通じてアクセスしまたはダウンロードするソフ
トウェア、データ、文書その他資料を使用するお客様の権利は、本サイト利用規約、または AWS アカウントがあ
る場合には、本契約の適用を受けるものとします。
AWS サイトまたはその一部は、AWS の書面による明示の同意なく、複製、複写、写し、販売、再販売、アクセス
その他商業目的に使用することはできません。また、AWS の商標、ロゴその他専有情報（画像、テキスト、ペー
ジレイアウトまたはフォームを含みます。）を、明示の書面による同意なくフレームし、またはフレーミング技術を用
いてこれらを囲むことはできません。AWS の明示の書面による同意なく、AWS の名称または商標を用いたメタタ
グその他「隠しテキスト」を使用することはできません。不正使用があった場合は、AWS が付与した許可またはラ
イセンスは終了するものとします。お客様は、AWS サイトのホームページへのハイパーリンクを作成する限定的、
取消可能かつ非独占的な権利を付与されます。ただし、これは、当該リンクが、AWS またはその製品もしくはサ
ービスについて、偽りの、紛らわしい、名誉棄損となるその他不快な描写を行っていない場合に限られます。お客

様は、書面による明示の許可なく、リンクの一部に AWS のロゴその他専有グラフィックまたは商標を使用するこ
とはできません。

お客様のアカウント
お客様は、AWS サイトを使用する場合、自らの AWS アカウントおよびパスワードの秘密を保持するとともに、自
己のコンピュータへのアクセス制限について責任を負い、また、自らのアカウントまたはパスワードの使用時に生
じた全ての活動について責任を負うことに同意します。AWS は、独自の裁量により、サービスを拒否し、アカウン
トを終了し、コンテンツを削除または編集することができるものとします。

レビュー、コメント、通信その他コンテンツ
閲覧者は、その内容が違法、わいせつ、脅迫する、名誉を毀損する、プライバシーを侵害する、知的財産権を侵
害する、第三者にとって有害もしくは不愉快なものではなく、ソフトウェアウィルス、政治運動、商業勧誘、チェーン
レター、大量メールまたはあらゆる形態の「スパム」により構成されたものでなく、またこれらを含まない限りにお
いて、レビュー、コメントその他コンテンツを掲示し、また、提案、アイデア、コメント、質問その他情報を提供するこ
とができるものとします。虚偽の電子メールアドレスを使用したり、個人や事業体へのなりすましや、その他カード
やコンテンツの出所を誤認させたりすることはできません。AWS は、当該コンテンツを削除または編集することは
できます（ただし、かかる義務を負うものではありません。）が、掲載されたコンテンツを定期的に見直しているわ
けではありません。お客様は、コンテンツを掲載し、または資料を提供する場合は、当社による別段の指示がな
い限り、当該コンテンツを、全世界中のあらゆる媒体において使用し、複製し、変更し、翻案し、発行し、翻訳し、
かかるコンテンツの派生物を作成し、配布しおよび表示する非独占的、無償の、永久的、取消不能の、かつ、完
全にサブライセンス可能な権利を AWS に付与するものとします。お客様は、AWS およびサブライセンシーの要
望に応じて、当該コンテンツに関連して自ら提供した名称を使用する権利をこれらに付与するものとします。
お客様および第三者は、特定のソフトウェア（マシンイメージを含みます。）、データ、テキスト、オーディオ、ビデオ、
画像その他コンテンツ（「第三者コンテンツ」）を AWS サイトのコミュニティエリアにアップロードすることが認めら
れることがあります。お客様は、（a）AWS が第三者コンテンツをテストしまたはスクリーニングしていないこと、
（b）お客様は、もっぱら自らのリスクにおいて、第三者コンテンツを使用すること、および（c）第三者コンテンツは、
当該コンテンツを掲載した者が定める別個のライセンス条件が適用されることがあることを確認するものとします。

お客様は、第三者コンテンツを含む、自ら掲載したコンテンツに対する全ての権利を有しまたはこれを管理してい
ること、当該コンテンツが正確であること、自ら提供したコンテンツを使用することにより、本方針に違反すること
はなく、また、いずれの個人や事業体にも損害が及ばないこと、ならびに自ら提供したコンテンツに起因する全て
の申立てについて AWS に補償することを表明し、これを保証するものとします。AWS は、あらゆる行為またはコ

ンテンツを監視し、編集または削除することはできるものの、その義務を負うものではありません。AWS は、お客
様または第三者が掲載したコンテンツについて一切責任を負いまたはこれを引き受けることはありません。

著作権侵害に対する申立て
AWS は他人の知的財産を尊重します。お客様の著作物が著作権侵害にあたる方法で複製されたと思われる場
合には、当社の著作権侵害の申立て通知および手続に従うものとします。

保証の否認および責任の制限
AWS サイトならびに本サイトに含まれるまたはその他本サイトを通じてお客様に提供される全ての情報、コンテ
ンツ、資料、製品（あらゆるソフトウェアを含みます。）およびサービスは、本契約に別段の定めのない限り、AWS
が「現状有姿で」、かつ、「提供可能な限度において」提供します。本サイトの運営、または AWS サイトに含まれ
る、もしくは AWS サイトを通じてお客様に提供される情報、コンテンツ、資料、製品（ソフトウェアを含みます。）も
しくはサービスについては、AWS は、書面による別段の定めのない限り、明示または黙示の一切の表明または
保証を行いません。お客様は、もっぱら自らのリスク負担において、本サイトを使用することに明示的に同意いた
だきます。準拠法により許容される最大限において、AWS は、商品性および特定目的への適合性の黙示の保
証を含みますがこれらに限定されない、あらゆる明示または黙示の保証を否認します。AWS は、本サイト、AWS
サイトに含まれるまたは当該サイトを通じてお客様に提供される情報、コンテンツ、資料、製品（あらゆるソフトウェ
アを含みます。）またはサービス、そのサーバ、AWS が送信した電子メールにウイルスその他有害なコンポーネ
ントが含まれていないことを保証するものではありません。AWS は、本契約に別段の定めのない限り、AWS サ
イトの使用、または AWS サイトに含まれるもしくは当該サイトを通じてお客様に提供された情報、コンテンツ、資
料、製品（ソフトウェアを含みます。）もしくはサービスに起因して生じた、直接的、間接的、付随的、懲罰的および
派生的損害を含みますがこれらに限定されないあらゆる損害について責任を負いません。黙示の保証の制限ま
たは一定の損害の排除もしくは制限を認めていない州法もあります。これらの法律がお客様に適用される場合、
上記の免責事項、除外事項または制限事項の一部または全部がお客様に適用されず、お客様は別途権利を有
することがあります。

準拠法
お客様は、AWS サイトにアクセスした場合、法の抵触の原則にかかわらず、本サイト利用規約はワシントン州法
に準拠し、同法が、お客様と AWS 間において生ずる可能性のあるあらゆる紛争に適用されることに同意いただ
きます。

紛争
お客様による AWS サイトへのアクセスまたは AWS によりもしくは AWS サイトを通じて提供されるサービスに何
らかの関連性のある紛争であって、1 名以上の当事者のために請求のあった救済の請求額の総額が 7,500 ドル

を超える場合、ワシントン州キング郡の州裁判所または連邦裁判所においてこれを解決するものとし、お客様は
当該裁判所の専属的裁判管轄権および裁判地に同意するものとします。

サイト規則、変更および可分性
AWS サイトに関する当社のその他規則をご覧ください。これらの規則は、お客様による AWS サイトへのアクセ
スについても適用されます。当社は、AWS サイト、規則および本サイト利用規約をいつでも変更することができま
す。これらの条件のいずれかが、無効または理由の如何を問わず執行不能とみなされた場合、当該条件は分離
可能とみなされ、これにより、残存条件の有効性および執行可能性に影響が及ぶことはありません。

当社の住所
Amazon Web Services, Inc.
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108-1226
http://aws.amazon.com

著作権侵害の申立通知および手続
お客様の著作物が、著作権侵害にあたる方法で複製されたと思われる場合は、当社の著作権代理人に以下に
定める情報を書面で提供してください。これは、もっぱら、お客様の著作物の権利侵害があったことを AWS に通
知するための手続きであることにご留意ください。


著作権者の代理人として行為する権限のある者の電子署名または物理的署名



お客様が権利侵害があったと主張する著作物の説明



お客様が権利侵害が生じていると主張する資料の本サイト上の在処の説明



お客様の住所、電話番号および電子メールアドレス



紛争の生じている使用が、著作権保有者、その代理人または法律により許可されたものではないと誠実に
考える旨のお客様による陳述



お客様の通知に記載する上記情報は正確であり、お客様は著作権保有者であるか、著作権保有者の代理
人として行為する権限がある旨の、偽証罪の罰則のもとでなされたお客様による陳述

著作権侵害の申立通知についての AWS の著作権代理人の連絡先は、次のとおりとします。
Copyright Agent/Amazon Web Services
Amazon.com Legal Department
P.O. Box 81226
Seattle, WA 98108
電話：(206) 266-4064
ファックス：(206) 266-7010
電子メール：abuse@amazonaws.com
宅配業者の住所：
Copyright Agent/Amazon Web Services
Amazon.com Legal Department
410 Terry Avenue North
Seattle, WA 98109-5210
USA

