McAfee クラウドサービス契約書
McAfee（以下で定義する）及び顧客（契約内容確認書に記載）は、本契約書に記載された規定に合意するものと
します。顧客が契約書の規定に同意しない場合は、本クラウドサービスにアクセス、または使用しないでくだ
さい。顧客はクラウドサービスにアクセス、または使用する前に、契約内容確認書で特定されたクラウドサー
ビスをキャンセルする旨をただちにMcAfeeに通知する必要があります。
お客様は、当社のクラウドサービスにアクセス、または使用することにより、顧客に代わり本契約に記載され
た規定に同意するものとみなされ、さらに顧客を本契約書に拘束するための完全な権限があることを表明し、
保証するものとみなされます。
1.

使用の権利および制限。
a. クラウドサービスにアクセスおよび使用する権利。本契約の規定に従い、McAfeeは契約内容確認書に
記載されているクラウドサービスにアクセスかつ使用する、非独占的で、譲渡不可能な、全世界で
の権利を、使用許諾期間中に契約内容確認書で特定された製品使用権を上限とし、顧客の内部事業
にのみ使用する目的で、顧客に許諾します。クラウドサービスの許諾使用の範囲は、契約内容
確認書に特定された製品使用権（例：ユーザー数）に依存し、契約内容確認書の該当する日付の
http://www.mcafee.com/us/resources/legal/mcafee-product-entitlement-definitions.pdf に記載されている製品使用権定義
に従います。クラウドサービスへのアクセス権を継続するには、顧客は、該当するクラウドサービスの有
効なサブスクリプション、またはクラウドサービスの有効なサポート契約を保有しなければなりません。
McAfeeが特に指定しない限り、McAfeeから特定のソフトウェアを通してアクセスするように設計されている
クラウドサービスは、当該ソフトウェアを通じてのみアクセスできます。McAfeeが顧客にソフトウェアを
提 供 す る 限 り 、 全 業 務 用 ソ フ ト ウ ェ ア は http://www.mcafee.com/us/about/legal/end-user-license-agreements.aspx
において表示されているMcAfeeエンドユーザー使用許諾契約書 （「EULA」）の影響を受けます。EULAの規
定は、いかなるソフトウェアに関して本サブスクリプション契約を補足するものとし、EULAと本サブス
クリプション契約間の矛盾、または不一致は、（1）ソフトウェアに関することについてはEULAを優先、
（2）クラウドサービスまたはその他の事案に関することについては本サブスクリプション契約を優先
して解決するものとします。クラウドサービスに関連して提供されたいかなるソフトウェアは、該当す
る使用許諾期間が終了した時点で、アンインストールし破棄されなければなりません。
b.

管理者。顧客と第三者（「管理者」）が顧客の情報テクノロジーリソースを管理する契約を締結した場
合、顧客は以下の条件で当該管理者が顧客の代理としてクラウドサービスを使用するようにできます。
（a）管理者はクラウドサービスを顧客の内部事業にのみ使用する、（b）管理者は本契約の順守に合意
する、
（c）顧客がMcAfeeに、管理者が顧客に代わってクラウドサービスを使用する旨を書面で通知する、

c.

（d）顧客は管理者によるクラウドサービスの全使用の責任を負う。
ユーザーサブスクリプション。ユーザーベースのサブスクリプションは、2人以上の個人ユーザーで共
有または使用することができませんが、クラウドサービスが終了済み、またはクラウドサービスを使用

d.

していない元のユーザーに代わる新しいユーザーに再譲渡することができます。
子会社。顧客は本契約の規定に準じてその子会社にクラウドサービスの使用を許可できますが、当該法
主体が顧客の子会社資格を有する期間に限り、さらに以下の条件を満たす必要があります。（1）各子
会社が本契約の規定に従うことに同意する、および（2）顧客が、各子会社による本契約の順守および
違反の全責任を負う。

e.

禁止事項。顧客及び第三者は以下の事項を行わないものとします。（1）クラウドサービスをいかなる
第三者に、ライセンス許諾、サブライセンス許諾、アクセス、使用、販売、再販売、転送、譲渡、分配、
または商業利用させる、（2）クラウドサービスを第三者が中継できるHTTPサーバーまたはウェブトラ
フィックプロキシとして使用する、（3）クラウドサービスまたはいかなるそのコンポーネントの変更、
デコンパイル、リバースエンジニアリング、コピー、（4） クラウドサービスと競合するいかなる製品
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またはサービスの製作またはサポートを目的としたアクセスまたは使用、（5）クラウドサービスを使
用した不正な活動、（6）クラウドサービスへの不正なアクセスの試み、いかなるサービス攻撃、また
はMcAfeeとそのクラウドサービスやその他の提供に即座の、重大な、継続的な損害を引き起こす行為の
従事、（7）個人または事業体との提携の詐称、（8）McAfeeによる書面の許可なく、利用可能性、セキュ
リティ、性能、機能、またはその他いかなるベンチマーキングの監視、または競争目的のためにクラウ
ドサービスのアクセスまたは使用、（9）クラウドサービスを使用してマルウェアを感染または流行さ
せる、（10）適用される法律または規制に違反する用途にクラウドサービスを使用する、一切の個人ま

f.

たは事業体の権利を侵害する、または本契約に違反する（各（1）から（10）を「禁止された使用」と呼
びます）。McAfee独自の裁量により、禁止された使用は本契約の重大な違反とします。
留保する権利。クラウドサービスは、McAfeeの厳重な機密情報です。McAfee（またはそのライセンサー）
は、本クラウドサービスにより生じ、および付随する、すべての知的財産権を含むがこれに限定されな
い、すべての権利、所有権、利益を独占的に保有かつ留保するものとし、顧客は本契約で許諾された用
途を除き、それを行使しないものとします。本契約は売買契約ではなく、本クラウドサービスに関する
あらゆる所有権、知的財産権、またはオーナーシップに関する権利 は、本契約によって顧客に譲渡され
るものではありません。本クラウドサービスの開発で用いられた、本クラウドサービスに組み込まれた
あらゆる着想、メソッド、アルゴリズム、数式、プロセスと概念、および将来実施されるあらゆるアッ
プデートとアップグレード、およびその他のあらゆる改善内容、改定、訂正、バグ修正、ホットフィッ
クス、パッチ、修正、調整、リリース、DAT、署名セットとアップグレード、および本クラウドサービ
スに対して行われる付随するか属するポリシー、データベースとその他のアップデート、および上記の
派生物や上記のコピーはすべてMcAfeeの企業秘密および所有財産であり、McAfeeにとって大きな商業的
価値を有するものであることを顧客は確認し、合意するものとします。

g.

顧客データを使用する権利。顧客は McAfeeに対して（1）McAfeeによる該当する使用許諾期間中のクラウ
ドサービスおよびテクニカルサポートの顧客への提供、（2）クラウドサービスおよびその他のセキュ
リティ関連製品の保守または改良、（3）改善されたスパム保護（顧客がコンソールで利用可能なオプ
ションを使用してオプトアウトしない限り）などの、脅威保護ソリューションの内部検査、（4）本契
約の管理、および（5）https://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspxで参照可能なMcAfeeプライバシーポリ
シーで設定されている目的のために必要だとみなされる範囲で顧客データにアクセスし使用する、限定
的で、非排他的な、ロイヤリティフリーの権利を許諾します。加えて、顧客は集計され、匿名化され、
または仮名化された顧客データ（顧客または個人の特定が不可能）をより大きな一連の統計（企業、ア

2.

クセス数、成功率などの統計）の一部としてMcAfeeが使用、または共有することに同意し、当該データ
が機密情報を構成しないことを確認し、同意します。
顧客の義務。
a. 顧客アクセス。顧客は、顧客のクラウドサービス、およびサポートアカウント下で発生するすべての
活動に責任を負います。顧客は、クラウドサービスを提供するのに必要な、あるいは顧客がクラウド
サービスを使用するのに必要なすべての情報および支援を McAfee に提供します。以下の場合、顧客は
即座にMcAfeeに通知します。（1）許可されていないアカウントの使用またはその他のセキュリティ違
反の疑い、（2）クラウドサービス、文書、または顧客データの許可されていない使用、コピー、また
は配布。
b.

顧客データ。顧客は、本契約で意図された通り、クラウドサービス及びMcAfeeにデータを提供するため
に、ユーザーからあらゆる必要な権利と許可を得なければなりません。顧客は、以下を表明し、保証
します。（1）顧客データを McAfee に提供するための法的権利と該当する同意を得ている、（2）顧客
データの処理および顧客データのMcAfeeへの転送ためのすべての該当する法律を遵守している、および
（3）顧客データの十分なバックアップを保持している。顧客は、すべての顧客データの正確さ、品質、
整合性、合法性、信頼性、および適切さに単独で責任を負います。クラウドサービスは、顧客が提供
した顧客データに依存し、McAfeeは、顧客データのコンテンツに責任を負いません。McAfeeは、顧客デー
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タを訂正または修正するいかなる義務も負いません。本契約で記載がある場合を除き、顧客は、顧客
データのすべての権利、所有権、および利権を留保します。
c.

d.

3.

システム管理者。必要に応じて、顧客は、顧客のシステム管理者にMcAfeeの連絡先情報を提供します。
顧客のシステム管理者は、クラウドサービスの設定および管理に必要な情報を提供する権限を持って
います（「システム管理者」）。購入したクラウドサービスによっては、McAfeeは顧客に、システム管
理者だけがアクセス可能な、管理ツールへの機密アクセスコードを提供します。
アップデート情報。顧客は、McAfeeが顧客のアカウントを管理するのに必要となる場合、最新の完全な

アカウントのユーザーの情報を提供することに同意します。
e. 依存。
顧客は、
顧客がMcAfeeに提供したすべての情報にMcAfeeが依存する可能性があることに同意します。
技術サポートサービス。当時最新のMcAfee技術サポートおよび保守約款がクラウドサービスに適用されます。
McAfee技術サポートおよび保守約款は、参照により組み込まれ、https://support.mcafee.com/terms にて確認でき
ます。McAfee技術サポートおよび保守約款は、随時アップデートされる場合がありますが、McAfeeは、該当
する使用許諾期間中に技術サポートおよび保守の性能、機能、利用可能性のレベルを著しく下げることはし
ません。

4.
5.

サービスレベルに関する合意。McAfeeは、https://trust.mcafee.com/saas_sla.pdf に記載されたサービスレベルに関
する合意の規定に従ってクラウドサービスを提供します。
期間、終了、使用許諾期間。
a. 期間本契約の期間は、本契約に準じて終了するまで継続します。
b.

終了。
1. 現在有効な使用許諾期間でない場合、いずれの当事者も、相手方当事者に通知後に本契約を終了さ
せることができます。
2.

相手方当事者が本契約の重大な違反を侵し、違反を記載した書面による通知の受領から五（5）営業
日以内に当該違反を矯正しなかった場合、いずれの当事者も相手方当事者への通知後すぐに正当
な理由で本契約を終了できます。ただし、McAfeeが禁止された使用を認識した場合、矯正する機会
を与えることなくただちに本契約を終了、またはクラウドサービスへのアクセスを停止することが
できることを条件とします。さらに、顧客が期限内に負債を支払えない場合（負債が、信頼性また
は額に対し善意に基づいた反対でない限り）
、
または書面にて支払いができない旨を通知した場合、
McAfeeは本契約を終了することができます。

3.

顧客がコントロール（支配権）の変更の対象となる場合、McAfeeが支配権の変更後も本契約の継続
を書面により同意しない限り、McAfeeは、いつでも独自の裁量で、顧客に終了通知を与えることで、
本契約を終了することができます。顧客は支配権の変更の発効日の少なくとも 30 日前に留保中の
支配権の変更をMcAfeeに通知する必要があります。双方の当事者はMcAfeeが支配権の変更通知を受
領した日から本契約の終了までの期間は本契約の下での双方の義務を引き続き果たす必要がありま
す。顧客の「コントロール（支配権）の変更」は、顧客がMcAfeeとの間で本契約を締結した時点で
支配権を掌握していた人物および事業体以外の人物または事業体が、顧客の支配権を取得した場合
に発生したとみなされます。

4.

c.

本契約の終了とともに、すべての使用許諾期間も終了します。特定のサービスの使用許諾期間の終
了後、顧客はMcAfeeに当該サービス向けの顧客データを保持する義務がないことに同意します。顧
客データはMcAfeeの記録および情報管理の一部として適用法に準じて回復不能な方法で削除されま

す。顧客データがサービスにより保管されている範囲で、その顧客データの回復の責任を負うのは
顧客だけです。
使用許諾期間。各クラウドサービスの当初使用許諾期間は、契約内容確認書に記載されています（「当
初使用許諾期間」）。当初使用許諾期間後、以下に記載されたMcAfeeの生産終了ポリシーに従い、クラ
ウドサービスのサブスクリプションは自動的に当初使用許諾期間と同等の期間で更新されます（各「更
新期間」）。ただし、いずれの当事者（または顧客に代わるチャネルパートナー）が、相手方当事者に
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更新しない旨を当時最新の当初使用許諾期間または更新期間が終了する少なくとも30日前に通知した場
合を除きます。
d.

生産終了。顧客のクラウドサービスとその機能のアクセス及び使用に関する権利は、
https://www.mcafee.com/us/resources/misc/support-policy-product-support-eol.pdfで参照できるMcAfeeの生産終了ポ
リシーに従うものとします。クラウドサービスまたはそのいかなる機能の生産終了日に（生産終了ポ
リシーに記載の通り）、当該のクラウドサービスまたは機能の顧客のアクセス及び使用する権利は、
終了します。

e.

サービスの停止。McAfeeは以下の場合にクラウドサービスを停止する場合があります。（a）McAfeeが禁
止された使用の事実または疑いのある使用を防ぎ、または終了させるために必要であるとみなした場合、
または（b）以下の場合の顧客への通知時：（1）顧客が本契約の重大な違反を犯した、（2）McAfeeがチャ
ネルパートナーから顧客が本契約（顧客とチャネルパートナーとの契約を含む）の重大な違反を犯して
いるという通知を受領した、（3）McAfeeが顧客のアカウントでクラウドサービスを通して転送または処
理されているデータ量が平均利用より著しく大きい、
または顧客またはその他顧客に対するクラウドサー
ビスの低下を引き起こす場合があると判断した、または（4）セキュリティ、およびホスト環境または
顧客データの整合性に脅威がある場合。クラウドサービスの停止は、停止の前または停止中に生じる、

f.
6.

顧客の料金の支払い義務を含む権利または責任を損なうことがないものとします。
存続。セクション 1、5-14、及び 16- 17は、本契約の終了後も存続するものとします。

支払、税金、監査。
a. 支払顧客がチャネルパートナーを介してライセンス許諾製品を購入する場合（そこでは支払いの義務は
チャネルパートナーと顧客間でのみ生じるものとします）を除き、顧客はインボイスの日付から30日以
内に契約内容確認書に定められた料金をMcAfeeに支払います。支払いの遅れには、月当たり1.5％の金利
か法律で許可される最高の金利のいずれか低い方を適用します。すべての支払いの義務は、取り消し不
能かつ払い戻し不能です。顧客がインボイスを正しくないと考える場合、顧客は、調整または入金を受
ける資格を得るために、インボイスの日付から30日以内に書面にてMcAfeeに連絡する必要があります。
更新期間の料金は、McAfeeが顧客に30日以上前に料金の増額を書面によリ通知した場合を除き、当初の
b.

使用許諾期間中に有効な料金と同一になります。
取引税。顧客は、売上税および使用税、付加価値税、関税、輸出関税、関税を含むがそれに限定されな
い、適用される取引税、およびその他の政府が課す取引手数料（および関連する利息または罰金）で、
本契約の下で顧客に支払い義務がある金額を支払うものとします（「取引税」）。顧客が使用許諾製品
をチャネルパートナーを通じて購入した場合、取引税に関する義務はチャネルパートナーおよび顧客の
限定的な責任になりますが、それ以外の場合McAfeeはインボイスにMcAfeeが適用法の下で顧客から徴収
する必要がある取引税を別途記載します。顧客はインボイスの支払期限の少なくとも 15 営業日前に取引
税免除の証明をMcAfeeに提供するものとします。McAfeeが必要な取引税を顧客から徴収しなかったが後

c.

日当該取引税を税務当局に支払う必要が生じた場合、
顧客はMcAfeeに当該取引税を速やかに返金します。
適時に徴収し支払い出来なかったことがMcAfeeの過失でなかった場合、累積罰金または利息も含みます。
源泉徴収税。顧客からの支払金額は税務当局により課される現在および将来の税金を控除しない金額と
します。顧客が使用許諾製品をチャネルパートナーを通じて購入した場合、源泉徴収税（以下に定義）
に関する義務はチャネルパートナーおよび顧客の限定的な責任になりますが、顧客が適用法により本契
約（「源泉徴収税」）の下でMcAfeeに支払う金額から所得税を控除または源泉徴収する必要がある場合
は、顧客がこの租税を支払い、源泉徴収税を該当する税務当局に支払い済である証明を顧客がMcAfeeに
提出した上で、McAfeeに残りの正味金額を支払います。顧客は源泉徴収する（源泉徴収税の金額および
法的根拠の詳細を含む）意図を本契約に基づく支払い期限の少なくとも15営業日前にMcAfeeに対し書面
で通知し、McAfeeが源泉徴収税を減額することに協力することとします。McAfeeが顧客に、関連する税
務当局が発行した低い源泉徴収税率の有効かつ公式な文書を提供する場合は、顧客は低い料率を適用す
るものとします。
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d.
e.

所得税。各当事者は自社の所得税または合計収入に基づく税金に責任を有します。
監査 McAfeeは自社の費用負担で、顧客の本契約に対するコンプライアンスを監査する権利を有します。
顧客は上記監査をすみやかに完了するため合理的に必要な範囲でMcAfeeに全記録と情報を提供するもの
とします。監査により、顧客がMcAfee、またはチャネルパートナーに支払うべき金額があることが明ら
かになった場合は、顧客は、支払い期限の過ぎた支払いに対して支払うべき金利を含む、かかる料金不
足の金額を速やかに送金します。顧客は、McAfeeが、かかる監査結果をチャネルパートナーに開示する
ことに同意します。

7.

機密性。
a.

一般。本契約に関連して、各当事者は互いの機密情報および資料を受領し、ないしはこれらをアクセ
スすることがあります。本契約で使用されている「機密情報」とは、以下の情報を意味します。
（a）開示する当事者により開示時点で「機密」または類似の表現で指定され、口頭の情報または視覚
情報の場合は、開示する当事者により書面で開示の15日以内に機密であると確認される情報、
または
（b）
受領する当事者が開示をとりまく状況の下で機密であると合理的にみなした情報。反対に、機密情報
は以下の情報を含みません。（1）受領する当事者が以前に既知であった情報、（2）類似の制限のない
第三者から受領した情報、（3）承認されていない開示をせずとも、他の方法で公に利用可能な情報、
または利用可能になる情報、または（4）他方の当事者の機密情報を使用することなく、受領する当事
者が独自に開発した情報。顧客は、McAfeeの価格設定、クラウドサービスのアクセスコード、使用許諾
製品に関連する非公開情報、およびMcAfeeの知的財産権は、McAfeeの機密情報であることに同意します。
当事者間では、受領する当事者に開示される機密情報を所有するのは開示する当事者です。各当事者
は所有する他方の当事者の機密情報の不正な使用または開示を防ぐための合理的な措置（少なくとも
自社の機密情報を保護するためにとる措置と同様）をとることとします。いずれの当事者も（a）他方
の当事者の機密情報を本契約の期間中およびその後機密情報が競合上重要である限りではあるが、い
かなる場合でも本契約の終了から 7 年未満の間、いかなる第三者に開示せず、または（b）本契約の下
での義務の履行または権利の行使を除き、他方の当事者の機密情報を使用しません。しかし、当事者
は以下の場合に機密情報を他方の当事者に開示する場合があります。（1）本項の規定と同様に厳しい
機密義務の下で、必要最小限の人にだけ知らせるという原則のもと従業員、請負業者または代理人、
および（2）法律の求めにより開示する場合で、受領する当事者ができる限り早く通知し、開示する当
事者による開示の制限または防止の努力に協力する場合。

b.

フィードバック。McAfeeがMcAfeeおよびその関連会社の製品およびサービスに関する顧客により提供さ
れた推奨およびフィードバックを、通知、支払いまたは顧客からの同意なく使用する無制限の権利を
有すること、および当該推奨およびフィードバックは顧客ではなく、McAfeeの機密情報として扱われる
ことに顧客は同意します。

8.

データ保護。ソフトウェア、クラウドサービスまたはサポートは、自然人を特定できる 1 つ以上のデータ要
素を含むアプリケーションおよびツールを活用して顧客データを収集する場合があります
（
「個人データ」
）。
a.

一般。McAfeeは、https://www.mcafee.com/us/about/legal/privacy.aspx に記載されたプライバシーポリシー及び
適用される法律に従って、個人データを収集、処理、コピー、バックアップ、保管、移送、及び使用
（総じて「処理」）します。処理は米国、欧州、またはその他の国または管轄、つまり顧客またはユー
ザー自身の居住国以外である国で行われる場合があります。McAfeeは自社が処理する個人データがMcAfee
の監督または管理下にある間は、未承認のアクセスおよび誤用から保護するために技術的、組織的お
よび管理的なセキュリティ措置を実装することとします。McAfeeは社員が許可なく個人データを処理す
ることを制限し、機密、データ保護およびデータセキュリティに関して、社員に適切な義務を課すこ
ととします。第三者がMcAfeeに対し個人データへのアクセスや修正をリクエストする場合、McAfeeは当
該リクエストを拒否し、第三者に個人データを顧客に直接リクエストするように指示し、第三者に顧
客の連絡先情報を提供するものとします。法執行機関または第三者への個人データの開示を余儀なく
される場合、McAfeeは当該アクセスを許諾する前に顧客にアクセスリクエストについての合理的な通知
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をするように努め、顧客が保全命令またはその他の適切な措置をとれるようにします。当該通知が法
的に禁止されている場合、McAfeeは、McAfee自身が所有する機密情報が依頼された場合と同様に、個人
データを不当な開示から保護するための合理的な措置をとるものとします。McAfeeは本契約の下で自社
が処理する個人データの未承認のアクセスまたは誤用に気づいた場合は不当な遅延なく顧客に通知し、
影響を緩和し損失を最小限に抑えるための合理的なステップをとるものとします。
b.

EU転送と標準契約条項。本契約の目的のため、個人データに関しては、顧客およびMcAfeeはMcAfee
がデータプロセッサであり顧客はデータ管理者であることに同意します。欧州経済地域およびスイス
（「EU転送」）に設立された顧客（標準契約条項では「データエクスポーター」）から発生する個人デー
タについては、標準契約条項が欧州経済地域外のMcAfee（標準契約条項では「データインポーター」と
みなされます）による処理に適用されます。「標準契約条項」とは、欧州経済地域内のデータ管理者か
ら第三国に設立されたプロセッサーへの個人データの転送を意味します。EUデータ保護指令 95/46/EC
（「指
令」）または指令に代わる法律（または第三国内のデータプロセッサーへの転送についての新しい標準
契約条項を承認する代理のまたは後任の決定）。標準契約条項は以下のリンク先の欧州委員会のウェブ
サイトで確認できます: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm。標準契
約条項は、McAfeeがEU／US Privacy Shield で認定された、またはMcAfeeが Processor Binding Corporate Rules や
欧州経済地域外への個人データの合法な転送（指示書に定義）のための一般に認められているその他
のコンプライアンス基準を採用する場合、上記をMcAfeeが顧客に通知後、適用を停止されるものとしま
す。標準契約条項と本契約との間で矛盾がある場合は、標準契約条項が優先します。顧客は使用許諾
製品を使用するため、またはMcAfeeになんらかの個人を特定可能な情報を開示するために、規制、制定
法、その他の法律、または顧客の内部ポリシーまたはガイドラインで求められるプライバシー関連の
権利および許可を保護する責任を単独で負います。

c.

サブプロセッサ。本契約及びMcAfeeのプライバシーポリシーのデータ使用の許可に準じて、個人データ
はベンダー、サプライヤー およびパートナー（「サブプロセッサ」）を含む第三者と共有される場合
があります。McAfeeはサブプロセッサの個人データへのアクセスをパフォーマンスに必要な範囲に限定
し、本契約に定められている義務と同等の個人データの保護を求める書面による契約締結の義務を課
します。

d.

クッキー。McAfeeは、クッキーを使用し、ユーザーセッション情報、アクセスコード、およびアプリケー
ション設定を保存して、サイトナビゲーションプロセスを容易にする場合があります。

9.

パートナーのアクセス。顧客は、クラウドサービスがチャネルパートナーを通して購入される場合、チャネ
ルパートナーは以下へのアクセスを有することに同意します。（1）顧客データ、および（2）顧客のアカウ
ントのシステム管理で、アカウントおよび適用されるポリシーを設定する機能を含む。

10. 知的財産権。
a.

所有権。クラウドサービスは、McAfeeの厳重な機密情報であり、McAfeeまたはその使用許諾者の唯一お
よび独占的な所有物です。McAfeeまたはその使用許諾者は、クラウドサービス及びそのいかなる派生物
のあらゆる権利、権原および利益の単独の所有権を留保します。かかる所有権にはすべての知的財産
権が含まれます。顧客は、顧客自身およびその子会社の代わりに、顧客およびその子会社はMcAfeeの知
的財産権に矛盾する行為は一切行わないことに同意します。

b.

留保する権利。顧客は、クラウドサービスのすべての権利、所有権、利益、またはいかなる関連する
知的財産権を行使しないものとします。ただし、本契約で顧客に与えられた限定的な使用権利の及ぶ
範囲は除くものとします。本契約は売買契約ではなく、本クラウドサービスに関するあらゆる所有権、
知的財産権、またはオーナーシップに関する権利 は、本契約によって顧客に譲渡されるものではあり
ません。本クラウドサービスの開発で用いられたか、本クラウドサービスに組み込まれたあらゆる着
想、メソッド、アルゴリズム、数式、プロセスと概念、およびクラウドサービスに対して行われるか
付随するか属するその他のあらゆる改善内容、改定、訂正、修正、機能強化、リリース、DAT、署名セッ

135124476.1

トとその他のアップデート、および上記の派生物や上記のコピーはすべてMcAfeeの企業秘密および所有
財産であることを顧客は確認し、合意するものとします。
11. 除外、免責事項。
a.

免責事項の保証。
すべてのクラウドサービス、サポート、その他のアイテムは顧客に「現状のまま」お
よび「一切買主の責任で」提供され、McAfee は一切の表明および保証はしません。
さらに、取引の過程、
履行の過程、または取引での使用から生じた、または商品性の黙示保証、品質、特定目的への適合性、
権原、非侵害、またはシステム統合を含むがそれに限定されない口頭または書面による、明示的また
は黙示的なあらゆる表明、保証、および条件の責任を負いません。McAfeeは以下のいずれも表明または
保証しません。また、表明、保証の免責はこれらに限られません。（1）いかなるクラウドサービスも
中断なく動作し、フェイルセーフであり、またはエラーがないこと、
（2）いかなるクラウドサービス、
結果、アドバイス、レポートまたはデータにもエラーがなく特 定 の 法 律 に 準 拠 し て い る こ と 、
（3）顧客が達する可能性のあるあらゆる事業結果、（4）ありとあらゆるシステムの脆弱性または弱点
が発見されること、または（5）セキュリティ脅威またはその他の可能性のあるリスクに対する完全な
保護。顧客は本項 10（除外、免責事項）と矛盾するいかなる表明またはその他の宣言を行わず、矛盾
する行為または不作為を保証しません。

b.

ハイリスクシステムでの使用について。本クラウドサービスは、ハイリスク システム上での使用にお
ける信頼性を念頭に設計、開発、試験、企画されておらず、またハイリスクシステム上においては正
常に作動しない可能性があります。他の条項を一切制限することなく、ソフトウェアに組み込まれた
ハイリスクシステムの使用により生ずる、または、使用に関連する、あらゆる責務、損害、義務、リ
スク、費用、損害、報奨、違約金、調停、判決、罰金、または経費 (弁護士の依頼にかかる報酬を含む)
を被疑し、訴求し、請求し、主張する全ての請求、訴訟、要求および手続についてMcAfeeは一切の責任
を負わず、顧客はMcAfeeおよびその関連会社ならびに代表が被害を被らないようにし、免責するものと
します。これは、（1）ハイリスクシステムにフェイルセーフ機能またはフォールトトレラント機能を
配備することにより損害を防ぎ得た場合、または（2）ハイリスクシステムの機能が本クラウドサービ
スの機能に依存する、または他のソフトウェアの障害がハイリスクシステムの障害を引き起こしたと
する訴求、被疑、主張に基づいている場合を含みますが、これに限りません。ここでいう「ハイリス
クシステム」とは、デバイスまたはシステムの障害が死亡、人的傷害または財産への致命的な損害に
直結し得ると合理的に予測可能な場合に、安全な状態を維持するために、フェイルセーフまたはフォー
ルトトレラント機能などの追加の安全機能を必要とするデバイスまたはシステムを指します。フェイ
ルセーフ機能を搭載したデバイスまたはシステムは、万が一障害が生じた場合には、破壊されずに安
全な状態に復帰するか、不具合を防ぐために作動するセカンダリシステムを搭載しているか、または
万が一不具合が生じた場合にバックアップとして動作する可能性があります。フォールトトレラント
機能を搭載したデバイスまたはシステムは、
万が一障害が発生した場合には処理を完全に中止せずに、
時として機能が制限された状態で、本来の操作を続行することがあります。ハイリスクシステムの使
用は、重要インフラ、工場、製造設備、生命の維持に直結するデバイス、航空機、列車、船舶または
車両においてナビゲーションまたは通信を担うシステム、航空管制システム、武器システム、原子力
施設、発電所、医療システム・施設、および輸送設備になどにおいて必要ですが、それらに限定され
るものではありません。

c.

第三者。本クラウドサービスサービスには、独立したサードパーティー製品が含まれることがあり、
マルウェアの定義またはURLのフィルターおよびアルゴリズムを含む、特定の機能の実行のためにそれ
らに依存する場合があります。McAfeeはこのサードパーティー製品の作動やこのサードパーティー製品
によって供給される情報に対して一切の保証を行いません。
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d.

インターネットの遅延。クラウドサービスは、インターネットの使用および電子的通信に固有の制限、
遅延、およびその他の問題を受ける場合があります。McAfeeはこれらの遅延、送信不具合、またこれら
の問題によって被ったデータの損失や破損に対して一切の責任を負いません。

e.

セキュリティ。インターネットを介したいかなるデータの伝送も安全であると保証できません。McAfee
は、McAfeeの管理外でインターネットまたはネットワークまたはシステムを通した、何らかの通信の傍
受または妨害に責任を負いません。顧客は、ネットワーク、サーバー、アプリケーション、およびア
クセスコードの維持に責任を負います。

12. 賠償責任の制限。
a.

間接的損害に係る免責事項。いかなる状況下においても、McAfeeまたはその使用許諾者はいかなる間接
的、特殊、偶発的、懲罰的、例外的、結果的、または契約外のあらゆる種類の損害、または利益の損
失、評価の損失、個人的な給与、コンピュータやシステムの故障や誤作動、代替クラウドサービスを
取得する費用、業務の停止、アクセス拒否またはダウンタイム、システムまたはサービスの停止また
は中断、またはデータ、情報、システムの損失、障害、盗難に一切の責任を負いません。さらに、い
かなる状況下でもMcAfeeまたはその使用許諾者は、クラウドサービスがフェイルセーフでない、
中断またはエラーなく動作しない、あらゆるセキュリティ侵害またはすべての考えられうるセキュリ
ティ侵害、クラウドサービスまたはソフトウェアのウイルス、感染、ワームまたは類似の悪質なコー
ドにより引き起こされた誤作動、悪質なコードまたはその他の脆弱性やエラーを防げない疑いまたは
申し立てから生じるいかなる損害にも、本契約により提供される排他的救済がその基本的な目的を達
成できない場合でも、いずれかの当事者がかかる存在の可能性または潜在性を通知されていた場合で
も、あらゆる場合で、法理および予見性を問わず、責任を負いません。かかる制限はMcAfeeの賠償義務、
McAfeeの重大な過失または意図的な違法行為、または適用法により禁止されている範囲での制限に適用
されません。

b.

賠償金額の上限。損害の申し立てが契約、不法行為 または その他の法理論に基づいているかに関わら
ず、本契約または本契約の関連項目の下でのMcAfeeまたはその使用許諾者に対する債務の合計はいかな
る場合でも、本契約の下で申し立ての原因となった事象の直前十二（12）か月間に支払われた料金、本
契約の下でかかる債務者から支払われた全金額を引いた金額を超えないものとします。かかる制限は
McAfeeの賠償義務、McAfeeの重大な過失または意図的な違法行為、または適用法により禁止されている
範囲での制限に適用されません。

c.

リスク分担。本契約で特に記載されている負債の除外および制限により、本契約の下でのリスクは当
事者間で分担されます。リスクの一部が不明または特定不能なリスクであることもあります。除外お
よび制限は本契約を締結する当事者間の実質的な誘因であり、当事者は上記を考慮して本契約を締結
するかどうかを判断します。各当事者はかかる除外および制限に明示的に同意し、それらがない場合、
クラウド サービスまたはソフトウェアに課金される料金が高くなるか、本契約では提供されない場合

があることに同意します。
13. 顧客補償義務。顧客は、直接的か間接的かを問わず、以下から発生、または以下に関連する、すべての請求、
法的責任、損失、罰金、罰則、費用および経費（妥当な弁護士手数料を含む）から、またはこれらに対して、
McAfeeを補償し、防御し、迷惑をかけないことに同意します。（1）顧客の本契約の違反、（2）顧客が顧客
データに関連するすべての必要な同意を得なかったことを含む、顧客データ、（3）現在有効または今後課
せられる、本クラウドサービスから発生する税金（McAfeeの収益に基づく税金を除く）、（4）顧客による
クラウドサービスの使用に起因する第三者による請求 （14項に基づき、McAfeeが提供したソフトウェアまた
はサービスが第三者の知的財産権を侵害しているという請求を除く（McAfeeの免責条項））、および
（5）顧客データまたは顧客の本クラウドサービスの使用に関して、召喚状、裁判所の命令、またはその他
の公式な政府からの問い合わせに対応するために McAfeeに要求される合理的な費用および弁護士費用。
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14. McAfeeの免責条項。
a.

総則。McAfee は、顧客に対する訴訟または法的措置において、（1）申し立てが直接的な特許の侵害ま
たは著作権の侵害、あるいは McAfee の企業秘密の不正流用に対するものであり、（2）申し立てが
（a）本クラウドサービス単独に対して、または（b）本クラウドサービスとの組み合わせに対するもの
である場合は、顧客を補償し、独自の裁量に基づき顧客を無害に保ちます。

b.

制限事項。この同意書の他の条項に関わらず、（1）顧客からMcAfeeに提供された技術やデザイン、
（2）McAfee以外の物による本クラウドサービスへの改訂やプログラミング、（3）本クラウドサービス
の一部や全部の懐疑的な実装等に関してMcAfeeは顧客に対しいかなる補償や防御を提供しません。

c.

賠償手続。McAfeeの免責条項は、顧客がMcAfeeに速やかに書面による申し立て通知を送付すること、
顧客がMcAfeeに対し、弁護および申し立ての解決の管理と実施を単独で行う権利を無条件に提供するこ
とが条件となります。顧客は全面的に適宜McAfeeと協力し、合理的に要求される権限、情報、支援をMcAfee
に提供する必要があります。McAfeeは、McAfeeの事前の書面による同意なしに、顧客に発生した費用、
経費、補償金に対する責任は負いません。

d.

救済措置。オプションとして、McAfeeは、独自の裁量に基づき、弁護および補償請求の解決を管理し実
施します。McAfeeは、独自の裁量により自社の費用負担で、以下を行うことがあります。（a）顧客に本
クラウドサービスを引き続き使用する権利を斡旋、（b）影響を受けたクラウドサービスを、非侵害ク
ラウドサービスと交換、（c）影響を受けたクラウドサービスを修正し非侵害にする、または（d）影響
を受けたクラウドサービスの全インスタンスを削除し影響を受けたクラウドサービスを使用しないとい
う書面による表明や約束を受領した場合、McAfeeは顧客が影響を受けたクラウドサービスに対して支払っ

e.

た金額の、適用される使用許諾期間に比例する金額を顧客に返金。
唯一の救済方法本項によって提供される保証 14項（McAfeeの免責条項）には、本クラウドサービスによ
る、特許または著作権侵害の申し立て、または企業秘密の不正流用に対する McAfeeの全体的な義務およ
び責任、顧客の排他的救済策を記載しています。この免責条項は顧客の個人的なものであり、第三者に
割り当て、委譲できません。

15. ベータ製品、製品評価、無料サービスについて
a. 一般的に、顧客が本クラウドサービスの評価（評価製品）や無料サービスに署名参加した場合は本項
15を適用し相反するこの同意書のその他の条項に対し優先するものとします。McAfeeは評価製品または
無料サービスに対するサポートを提供する義務を負いません。顧客は、評価製品および無料サービスが
システムまたはその他の不具合、セキュリティ侵害、
中断およびデータ紛失をもたらす恐れのあるエラー、
欠陥またはその他の問題を含んでいる可能性があることを認識します。第 4項で述べられているサービ
ス水準や 14項で述べられているMcAfeeの保証義務は評価製品や無料サービスに対しては適用されません。
評価製品や無料サービスは顧客に「現状のまま」でのみ提供され、McAfeeは無料サービスに関連するす
べての義務を負わず、一切の保証をしません。顧客は評価製品および無料サービスを使用する全リスク
を負います。法的な損害賠償責任の排除が不可能であっても限定することが可能な場合は、McAfeeなら
びにその使用許諾者の賠償責任は、合計で五十（50）米ドル（または関連する現地通貨での相当額）に
限定されるものとします。さらに、McAfeeは無料サービスが将来誰に対しても発表または利用可能にな
ることを約束または保証していないこと、McAfeeは無料サービスを発表または導入する明示的ないし黙
示的義務が顧客に対して一切ないこと、かつMcAfeeは無料サービスに類似または無料サービスに適合す
る製品の発表、あるいは評価製品や無料サービスへのアップデートを導入する義務が一切ないことに顧
客は同意します。
b.
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評価期間。顧客による評価製品の使用は、McAfeeの書面による合意がない限り三十（30）日を限度とし、
その期間中顧客は評価製品の使用権を購入するかどうか決定する顧客内部での評価の目的だけのために
評価製品を使用するものとします。

c.

無料サービス。McAfeeは無料サービスの最終的な製品を発表する義務を負わないものとします。顧客
は、無料サービスで観察された、普通でない、予定外の、または異常な事象を McAfee に報告します。無
料サービスへのアクセスや使用は無料サービスの評価目的のために行うものとします。無料サービスに
ついては、本契約の条項に従い、使用許諾期間は McAfeeが当該無料サービスを顧客に提供する限り継続
されます。McAfeeは、顧客の無料サービスの有料購読の開始前、期間中、または終了後に顧客への無料
サービスの提供を選択することが可能であり、かつあらゆる使用は、無料サービスが顧客に利用可能で
ある限り効力を有する本契約の条項に準拠します。無料サービスに関して提供されるあらゆるアップデー
トまたはエンドユーザーアシスタンスはMcAfeeの独自の裁量により提供されるものであり、いつでも中
断できます。必要に応じて、McAfeeの独自の裁量により、特定の無料サービスまたは無料サービスの特
定の機能を中断できます（「無料サービスの終了」）。無料サービスは、McAfeeの生産終了ポリシーか
ら明示的に除外されています。その代わり、McAfeeは無料サービスの終了三十（30）日前までに事前通
知を行えるよう、商業上合理的な努力を行います。McAfeeは無料サービスに対するサポートを顧客に提
供する義務を負いません。McAfeeは無料サービスを通じて送信または収集された顧客データまたはその
他の顧客情報を保持する義務を一切負いません。McAfeeは、自己の裁量により顧客に事前通知すること
なく、そうした顧客データおよびその他の顧客情報を削除できます。

16. 総則。
a. 権利放棄。当事者による本契約の条項の施行における不履行または遅延は、如何なる時でも本契約の
かかる条項またはその他の条項を試行する権利の放棄とはみなされません。本契約の条項の権利放棄

b.

は書面により、権利放棄する条項を記載し、権利放棄に同意する当事者の署名がない限り有効ではあ
りません。
準拠法と紛争処理条項。準拠法、紛争解決 本契約および、国際私法の原則に関わらず、米国およびニュー
ヨーク州の法律に準拠するものとします。国際物品売買契約に関する国際連合条約（1980）は本契約の
当事者には適用されません。本契約から生じるまたは関連する紛争は以下のように解決するものとしま
す。いずれかの当事者が、紛争の詳細な説明を含む紛争の通知を、関連する付属資料とともに提出する。
各当事者の上級管理職が紛争の解決に努める。両当事者が紛争通知から30日以内に紛争を解決しない場
合は、いずれかの当事者が仲裁依頼の通知を提出する。当事者はかかる仲裁者と紛争の解決に努める。
両当事者が仲裁依頼から60日以内に紛争を解決しない場合は、いずれかの当事者が訴訟を開始する。本
項に記載の紛争解決プロセスは、依頼された救済策に指し止めによる救済またはその他の非金銭的救済
が含まれる場合には、企業秘密の不正流用または機密義務の侵害には適用されません。米国およびニュー
ヨーク連邦裁判所は、この同意書に係るあらゆる紛争に対し専属管轄権を有するものとします。当事者
は上記法定での対人管轄権および裁判地に同意します。依頼された救済策に指し止めによる救済または
その他の非金銭的救済が含まれる場合には、企業秘密の不正流用または機密義務の侵害が双方の当事者
に管轄権を有する任意の裁判所に申し立てできます。本項で特定された裁判所において他方の当事者に
対する判決を受けた当事者は、両方の当事者に管轄権を有する任意の裁判所においてその判決を執行で

c.

きます。
通知。
本契約の下でのMcAfeeに対するすべての法的通知は以下の宛先である必要があります。“Attention: Legal
Department” 5000 Headquarters Dr., Plano, TX 75024. 顧客へのすべての法的通知は、クラウドサービス購入時ま
たは登録時に顧客が提供した登録情報に指定された、McAfeeが保有するファイルの連絡先情報を使用し
て送付されます。通知の受領をもって発効とします。McAfeeが最新の連絡先情報を保有していることを
確認することは、顧客の義務です。顧客は、システム管理者が指定した電子メールアドレスで、顧客の
クラウドサービスの受領に関連するMcAfeeの電子メールを受け取ることに同意します。McAfeeは、本契
約に基づき発生する（法的通知以外の）すべての通知、声明、およびその他の通信を電子メール、クラ
ウドサービスへの掲載、またはその他の電子伝送を介して、顧客に提供することができます。
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d.

条件の変更。McAfeeは、随時、本契約の条件を変更する権利を保持しており、更新したバージョンを以
下のウェブサイトに掲載した時点で有効になります。http://www.mcafee.com/us/about/legal/saas-terms.aspx。顧
客は、本契約の定期的な見直しの責任を負います。本クラウドサービスに係る同意は更新される場合が
ありますがMcAfeeは、通達なしに購読期間中における本クラウドサービスのパフォーマンス、機能、セ
キュリティ、利用性の大幅な水準の低下を行わないものとします。かかる変更後のソフトウェアまたク

e.

ラウドはサービスの継続的使用は、顧客の変更への同意を構成するものとします。
譲渡。顧客はMcAfeeへの事前の書面による許可なしに、契約、法の作用等により本契約を譲渡できませ
ん。McAfeeの書面による同意なしで、顧客による本契約のあらゆる権利、義務、または責任を含む本契
約を譲渡しようとする試みは、本契約の重大な違反であり無効です。McAfeeは本契約を独自の裁量で譲
渡する場合があります。企業の譲渡に関する前述の制限により、本契約は、両当事者とその各継承者お

f.

よび譲受人を法的に拘束し、当事者の利益のために効力を生ずるものとします。
コンプライアンス。各当事者は本契約の下での権利および義務に関する事業を実施するにあたってあら
ゆる適用法を遵守するものとします。上記には適切なプライバシーおよび輸出管理法規制、米国海外汚
職行為防止法、その他の適切な汚職防止法を含むがそれらに限定されません。顧客は、使用許諾製品ま
たはテクニカルデータ（またはその一部）または使用許諾製品から製造されたプロセスまたはサービス
を、適用法によりかかる輸出または輸送が禁止された国に、必要な場合はアメリカ合衆国商務省産業安
全保障局の許可なしに、間接または非間接的に、輸出または輸送しないもとのします。商務省またはそ
の他の適切な政府法主体がかかる輸出または輸送の管轄権を有します。顧客は使用許諾製品を防衛、軍
事、情報、核、または宇宙品目や活動、またはミサイルテクノロジーなどの以下に一覧されているもの
を含むがそれに限定されない品目の、設計、開発、エンジニアリング、製造、生成、組み立て、テスト、
修理、保守、操作、非軍事化、破壊、処理、使用、設定、適合または改造に使用しないもとのします。
（a）ワッセナーアレンジメントの機微リストおよび/または軍需品リスト、（b）武器国際取引に関する
規則（「ITAR」）合衆国武器リスト（「USML」、22 C.F.R. pt. 121）、または米国により承認されている限
り、（c）欧州連合の共通軍需品リスト。規則または特定の使用許諾による管理。顧客はMcAfeeに対しい
かなる防衛、軍事、諜報、核、または宇宙品目や活動に直接関連する機密情報を討議、開示、または公
表しないもとのします。顧客は使用許諾製品または関連する技術情報または資料を (1) 米国が禁輸措置を
とっている国、または (2) 米国政府またはその他の適切な政府が発行する輸出拒否リストに記載の人物ま
たは法主体に転送、再販売、輸出または再輸出しないものとします。顧客は、米国商務省またはその他
の機関や政府のいずれもが顧客の輸出特権を一時停止、取り消しまたは拒否していないことを表明し保
証し、顧客はいかなる使用許諾製品も、輸出特権が一時停止、取り消しまたは拒否されている人物また
は法主体に提供しないことを表明し保証します。McAfeeの製品は米国および欧州連合を含むがそれに限
定されないその他の適切な機関から、輸出または輸入前、またはその他の国での使用制限に関する認可
が必要な場合があります。輸出管理法のコンプライアンスに関する追加情報は
http://www.mcafee.com/us/about/export-compliance.aspxにおいて表示されています。

g.

米国政府の エンド ユーザーへの通知。本クラウドサービスは、DFARセクション227.7202およびFARセク
ション12.212に基づき、適宜「商用コンピューターソフトウェア」および「商用コンピューターソフト
ウェアドキュメント」と見なされます。米国政府による本クラウドサービスのあらゆる使用、修正、複

h.

製、リリース、実行、表示または開示には、本契約の規定のみが適用されるものとし、本契約により明
示的に許可されない限り、禁止されるものとします。
不可抗力。McAfeeは、合理的な管理を超えた自然力またはその他の原因による、遅延、履行の失敗、損

i.

害、損失もしくは破壊、または装置の誤動作、またはその影響に責任を負いません。
完全合意条項。本契約は、当事者間の完全な合意を示すものであり、口頭または書面のいずれかによる
本契約の内容に関するその他すべての伝達、表明、または宣伝より明示的に優先されます。しかし、本
契約は、その終了を含み、当事者間で署名された機密保持契約には影響せず、機密保持契約はその規定
により有効に存続し別契約として有効です。履行の過程、取引の過程、取引の慣習と本契約のいずれか
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の条項との矛盾が生じても、本契約の明文が常に優先します。本契約の条項は発注書、確認書、請求書、
または本契約に関連して顧客により発行されたその他の書面に生ずる差異、矛盾、または追加条項に優
j.

先します。
契約の分離。裁判所が本契約のあらゆる条項または一部を適用法の下で無効または法的執行上無力とみ
なした場合、当事者はかかる裁判所が条項ないしはその一部を有効ないしは執行可能とするよう最低限
を修正するものと考えます。有効または執行可能に修正できない場合は、裁判所が条項ないしはその一
部を分離し、分離部分に限っての削除を行うものと考えます。本項の下での本契約の条項または一部の

k.

変更または削除は、
本契約の残りの部分の有効性または法的強制力に影響せず、
有効に存続し有効です。
救済措置。本契約の違反時にいずれかの当事者に利用可能なあらゆる救済策は累積的であり同時または
個別に実行可能です。さらに、1つの救済策を実行することで、他の救済策を除外しかかる救済策を選

l.

択したとはみなされません。
関係。本契約により設定されるMcAfeeと顧客の関係は独立契約者としての関係であり、本契約に以下は
含まれません。（1）いずれかの当事者に他方の当事者の日常業務を指示し管理する権力、（2）双方の
当事者をパートナー、ジョイントベンチャー、共同所有者または共同または共通事業の参加者としてみ
なすこと、または（3）いずれかの当事者が他方の当事者の代理として義務を作成し担う許可。本契約
による関係は非独占的であり、いずれかの当事者が第三者となんらかの契約を締結することを妨げるも
のではありません。各当事者は以下を承知し同意するものとします。（1）他方の当事者は自社の製品
およびサービス向けのテクノロジー、ソフトウェア、ハードウェアおよびデータを開発または取得する
場合があり、かかる当事者により開発または取得された既存または予定される製品おおびサービスは、
本契約の機密情報または使用許諾製品に類似または同一のアイデアやコンセプトを含む可能性があるこ
と、および（2）本契約を締結することにより当事者は他方の当事者への義務なしで製品を開発または

取得することを妨げられないこと。
m. 優先順位。契約内容確認書と購読同意書間で矛盾が生じた場合で契約内容確認書に特段の明示がない場
n.

合は、購読同意書が契約内容確認書に優先するものとします。
第三者。本契約におけるあらゆる保証責任の排除および救済および損害の制限でMcAfeeに適用されるも
の（補償責任の排除および義務の制限も含むがそれに限定されない）はMcAfeeの関連会社、第三者サプ
ライヤーおよび第三者受益者としての使用許諾者にも適用されます。ただし、本項16.（n）で明示する
場合を除き、本契約の下でMcAfeeまたは顧客のいずれかからあらゆる第三者の義務または利益または権
利をもたらすと、両方の当事者は意図せず、本契約のいかなる条項もそのように解釈されません。

o.

コミュニティフォーラム。都合のよい時に、https://community.mcafee.com/community/business/data/cloud-visibility
にある Cloud Visibility - Community Edition ページにて顧客は無料サービスに関するアイデアや技術的知見を交
換できます。McAfeeは本サイトに掲載される情報の一切を承認または保証するものではなく、いかなる

情報の使用も顧客自身のリスクにおいて行われるものです。
17. 定義。本契約の解釈上、以下の定義が適用されます。
a.
b.
c.
d.
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「契約書」は、本サブスクリプション契約書、該当する補足条件、契約内容確認書、および参照により
具体的に組み込まれる、McAfee Web サイト上で入手できる一切の資料を意味します。
「チャネルパートナー」は、契約内容確認書で特定された、顧客がクラウドサービスを購入した、McAfee
のパートナーを指します。
「クラウドサービス」とは、１つまたは複数の契約内容確認書で定める通りに McAfee が顧客に提供する
クラウドサービスです。
「コントロール」とは、役員選任（または企業ではない法主体の場合は相応の管理権限の選任）で投票資
格のある人物または法主体が持つ議決権の 50パーセント (50%) を超える受益所有権の保有を意味します。

e.

f.
g.

h.

「顧客データ」とは、本契約に基づくソフトウェア、クラウドサービス、サポートおよびその他の製品
またはサービスを通じて顧客がMcAfeeに対して提供するデータを意味します。顧客データには第 8項（デー
タ保護）で定義される個人データも含まれます。
「文書」は、クラウドサービスまたはソフトウェアに伴う、McAfeeが作成した印刷物、電子またはオン
ライン形式の説明のための資料を指します。
「無料サービス」とは(1) McAfeeが課金を放棄した、あるいは顧客に無償で提供される特徴や機能、(2) そ
の他「リリース前」、「限定リリース」、「ベータ版」など、McAfeeが試験的で、検証されずにあるい
は完全な機能を有していない状態または顧客からの評価を目的として発表される特徴や機能、(3) 完全に
McAfeeからの一方的な好意によるソフトウェアやサービスの無料提供などを指します。
「契約内容確認書」は、売買したライセンス許諾製品およびサポート、使用許諾期間、およびアクセス
の詳細と使用のその他の詳細を確認するためにMcAfeeが顧客に発行する書面（電子または別の方法）に
よる確認通知を指します。
契約内容確認書にはウェルカムレター、
またはライセンス許諾製品について、
顧客とMcAfeeまたはチャネルパートナーとの間で交わされた売買に関連する文書が含まれています。

i.

j.
k.

「知的財産権」は、法定または慣習法、契約などから生じた（全世界にわたる、全メディアでの、現時
点で存在するまたは将来作成される、全バージョンおよび要素についての、全言語での、当該権利の全
体継続期間にわたる）すべての知的財産権および産業財産権で、完成されているかどうかに関わらず、
特許権、著作権、企業秘密権、および商標権を含むが、これに限定されない権利を指します。
「マルウェア」は、McAfeeが有害と見なすアプリケーション、実行可能コード、または悪意のあるコン
テンツを意味します。
「McAfee」とは、(i) 本ソフトウェアが米国内（以下(vi) 項に定める場合を除く）、カナダ、メキシコ、中
央アメリカ、南アメリカ、またはカリブ海地域で購入された場合は、McAfee, LLC（オフィス所在地: Santa
Clara, California 95054, USA）を指し、(ii) 本ソフトウェアがヨーロッパ、中東、またはアフリカで購入され
た場合は、McAfee Ireland Limited（登録オフィス所在地: Building 2000, City Gate, Mahon, Cork, Ireland）を指し、
(iii) 本ソフトウェアがアジア（中国で本ソフトウェアが人民元建てで購入された場合または日本を除く）
または一般にオセアニアと呼ばれる地域で購入された場合は、McAfee (Singapore) Pte Ltd.（事業所住所:
101 Thomson Road 29-02/05 United Square, Singapore, 307591, Singapore）を指し、(iv) 本ソフトウェアが日本で購
入された場合は、マカフィー株式会社（オフィス所在地: 〒150- 0043 渋谷区道玄坂1- 12- 1 渋谷マークシ
ティ ウエスト20F）を指し、(v) 本ソフトウェアが中国で
（人民元建てで）購入された場合には、
McAfee (Beijing)
Security Software Co. Ltd.（事業所住所: Room 616, No. 6 North Workers’ Stadium Road, Chaoyang District, Beijing, China）
を指し、(vi) 本ソフトウェアが米国政府、州政府または地方自治体、または米国内の医療機関または教育
機関によって購入された場合にはMcAfee Public Sector LLC (オフィス所在地: 2821 Mission College Blvd., Santa
Clara, California 95054, USA) を指します。

l.

「標準」とは、他者が使用する技術仕様の作成を行う政府出資団体、業界出資団体、または同様の団体
や事業体によって作成された技術仕様のことです。標準の例として、GSM、LTE、5G、Wi-Fi、CDMA、MPEG、

HTMLなどがあります。標準を作成する団体の例として、IEEE、ITU、3GPP、ETSIなどがあります。
「購読同意書」とは本クラウドサービスの契約書を指します。
m. 「購読期間」とはクラウドサービスに関しては、本クラウドサービスの一定期間の使用に対し顧客が購

n.
o.

p.
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入した期間を指します本クラウドサービスの購読期間や本クラウドサービスのサポート期間などと呼称
されます。
「子会社」とはコントロールが存在する期間だけ、顧客によりコントロールされる法主体を指します。
「サポート」は、当時の最新のMcAfeeテクニカルサポートと保守約款で説明されているテクニカルサポー
ト を 意 味 し 、 以 下 の McAfee の Web サ イ ト に 掲 載 さ れ て い ま す 。
http://www.mcafee.com/us/support/support_terms_n_conditions.html。
「ユーザー」とは、本契約の顧客のライセンスに準じて、顧客がクラウドサービスまたはソフトウェア
の使用を許可した一意の個人を意味します。

