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Mobile Endpoint Security ライセンス契約書 

改訂日:2021 年 5 月 20 日 

本 MOBILE ENDPOINT SECURITY ライセンス契約 
(以下、「本ライセンス契約」または「本契約」と言う) は、LOOKOUT, INC. 
(以下、「LOOKOUT」と言う) と本条件に合意する組織 (以下、「お客様」と言う) 
との間で交わされます。本契約は、LOOKOUT MOBILE ENDPOINT SECURITY サービス 
(以下、「本サービス」と言う) への加入および利用について規定しています。 

本サービスを利用する前に、本ライセンス契約の条件をよくお読みください。お客様は、法人アカウン

トを作成する条件として、本ライセンス契約を承諾する必要があります。お客様として、貴方は、本契

約への承諾を示すボタンをクリックまたは押すこと、本契約に言及した文書を正式作成すること、また

は本サービスを継続して利用することにより、本契約に合意することになります。本契約に同意されな

い場合、LOOKOUT 
は貴方に対して本サービスのライセンスを許諾しませんので、貴方は本サービスの利用を中止する必要

があります。本契約の承諾により、貴方はお客様に代わって本契約の内容を検討したことを確認し、お

客様に代わって本契約を承諾する権限を有することを保証します。 

1.定義  
「アカウント」は、お客様が作成するすべてのア

カウントを意味します (本サービス内に、管理者
によって、または管理者のために作成されたアカ

ウントを含みます)。 

「管理者」は、お客様に関するアカウントを作成

、管理し、エンドユーザーの端末のセキュリティ

状態を確認するために、管理用コンソールを使用

する権限を有する者として、お客様が指定した者

を意味します。管理者はまた、エンドユーザーと

もみなされます。 

「管理用コンソール」は、エンドユーザーのセキ

ュリティを管理する機能、およびお客様に提供さ

れる本サービスに関わるアカウントと端末のため

のその他の管理機能を意味します。 

「端末」は、法人アカウントに関連するすべての

エンドユーザーのモバイル端末を意味します。 
 
「エンドユーザー」は、法人アカウントへの参加

および／または本サービスへのアクセスを管理者

によって許可されたすべての人を集合的に意味し

ます。 
 
「エンドユーザー データ」は、エンドユーザーの
端末から送られる電子データで、Lookout が本サ
ービスの提供に関連して収集し処理するものを意

味します。 
 

「法人アカウント」は、お客様に属するすべての

アカウントを集合的に意味します。法人アカウン

トは、お客様の組織内のチーム、グループもしく

はその他の部門、または組織全体を表します。 
 
「本サービス」は、ご注文 (関連する購入注文書
、作業指示書またはその修正を指し、各場合に応

じて、本契約に統合されるもの) で指定されるか
、または、本契約に関連して提供される、

Lookout が独占的所有権を有する市販用ソフトウ
ェア製品を意味し、また、形式を問わず、すべて

の支援機能、拡張機能、プラグイン、アドオン 
(Lookout がお客様に提供するか、本契約に関連し
て開発される、そのすべての改良、修正、二次的

著作物、パッチ、アップデートおよびアップグレ

ードを含みます) を意味します。 
 
「ご注文」は、該当の注文フォームに記載される

、お客様の注文内容を意味します。 
 
「本加入期間」は、ご注文に記載される本サービ

ス開始日に始まり、ご注文で指定される期間継続

する期間を意味します。当該期間が指定されてい

ない場合、年間ベースで設定されます。 
 
2.ライセンス  
a.お客様およびエンドユーザーに対するライセン
ス。本契約のすべての条件を、お客様およびエン

ドユーザーが継続的かつ完全に遵守することを条

件として、Lookout は、該当の本加入期間の間、
お客様およびそのエンドユーザーに対して、取消

可能で、譲渡不能、非独占的かつ制限付きライセ
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ンス (サブライセンス権なし) を付与し、これによ
り以下の行為が許諾されます。(a) お客様の社内利
用だけを目的として、本サービス (Lookout がその
単独の裁量により、本契約に従ってお客様に提供

する、そのすべてのアップデート、修正、パッチ

およびアップグレードを含む) をインストール、
実行および利用すること。および (b) お客様に登
録された端末の作成と管理のために、管理者によ

る管理用コンソールへのアクセスと使用を許可す

ること。 
 
b.Lookout に対するライセンス。Lookout が本契約
に従って本サービスを提供するために、お客様は

、エンドユーザー データおよびお客様が Lookout 
に提出するその他のデータのホスティング、コピ

ー、送信および表示を許諾するライセンスを、

Lookout に対して付与します。同ライセンスは全
世界を対象とし、期間には制限が設けられます。

お客様はさらに、個人を特定できないように処理

された集計データを、目的を問わず、維持し、こ

れにアクセスし、使用し、開示する恒久的な取消

不能の権利を Lookout に対して付与します。 
 
3.サービスの変更 Lookout は、本加入期間中、本
サービスを変更し改善する場合があります。本サ

ービスに追加される新たな特徴や機能の、お客様

による使用は、当該の新たな特徴と機能に関する

追加条件または異なる条件の対象となる場合があ

ります。Lookout は、事前告知なしに本サービス
の機能を改変または削除する場合があります。た

だし、本サービスに対する変更によりその機能が

大きく変わる場合には、Lookout はお客様に事前
告知を行うように努めます。重大な変更によりお

客様が不利な影響を被る場合、お客様はさらなる

義務を負うことなく、変更から 30 日以内に注文
をキャンセルでき、Lookout は、停止した本サー
ビスと同等の代替サービスが提供されない場合に

、事前に支払われた料金の比例部分についてお客

様に返金します。お客様が本契約に基づいて払い

戻しを受ける資格があり、正規 Lookout パートナ
ー (以下、「再販業者」と言う) を通じてお客様が
本サービスを購入した場合、別途指定がない限り

、Lookout は該当する料金を再販業者に払い戻し
、再販業者は適切な金額をお客様に返金する責任

を単独で負うものとします。ただし、お客様は、

そのご注文が、将来追加される機能または特徴を

条件としていないこと、また、Lookout が将来追
加される機能または特徴について口頭もしくは書

面で公表した内容に依拠していないことに同意し

ます。 

 
4.お客様の義務  
 
a.遵守お客様は、エンドユーザーによる本契約の
遵守について、単独で責任を負います。お客様は

、エンドユーザーの本サービスの利用前に、各エ

ンドユーザーが、本契約の条件を承諾すること、

またはお客様がエンドユーザーに代わって同条件

を承諾すること (また、Lookout をその第三受益者
とすること)、およびエンドユーザーによる本サー
ビスの利用が、本ライセンス契約の条件に拘束さ

れることを認め、これに同意します。お客様は、

エンドユーザーによる本ライセンス契約への違反

が、本サービスの終了および／またはお客様の法

人アカウントの解約という結果になる可能性があ

ることを認めます。 

b.エンドユーザーに関する義務お客様は、以下を
行うために必要な権利を有しており、また、以下

を行うために必要となる各エンドユーザーの同意

を得ることを表明し保証します。(i) お客様および
その管理者が、本契約に記載される活動または本

サービスにより可能となる活動に従事すること (
法人アカウントへのエンドユーザーの追加を含む) 
を認めること、および (ii) Lookout による本サービ
スの提供 (エンドユーザー データの収集を含む) を
認めること。上記を制限することなく、お客様は

、本サービスの範囲 (Lookout によるエンドユーザ
ー データの収集およびお客様による同データへの
アクセスを含む) について、エンドユーザーに事
前に通知します。(Lookout ではなく) お客様は、
以下について責任を負います。(1) 本サービスを通
じて取得される情報 (エンドユーザー データを含
む) への、お客様によるアクセスと使用、および 
(2) すべてのエンドユーザーによる本契約の遵守。   

c.不正利用および不正アクセスお客様は、そのエ
ンドユーザーが本サービスを不正に利用すること

を防止し、本サービスの不正な利用をすべて終了

させるものとします。お客様は、法人アカウント

の下で行われるすべての活動 (エンドユーザーに
よるすべての活動を含みます) について、単独で
責任を負います。Lookout は、お客様がその法人
アカウントおよびエンドユーザーのアカウントを

正確で最新かつ安全な状態に維持していなかった

ために生じた一切の損害と義務について責任を負

いません。本サービスは、16 歳未満のエンドユー
ザーによる利用を意図していません。お客様は、

16 歳未満の方による本サービスの利用を許可しな
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いようにするものとします。お客様は、本サービ

スの不正利用または不正アクセスについて、

Lookout に速やかに通知するものとします。 
 
5.エンドユーザー端末法人アカウントへの参加を
許可された場合、エンドユーザーは  Lookout 
Security for Work アプリケーションをダウンロー
ドすることによって法人アカウントに参加し、法

人アカウントのエンドユーザーとなることができ

ます。 
 
6.管理ユーザーの責任 a. 管理者。管理者は、お客
様の本サービスの加入、関連するお客様のアカウ

ント情報、管理用コンソールを通じたエンドユー

ザーの端末およびアカウント (他の管理者アカウ
ントを含みます) へのアクセスを管理し、本契約
および適用される法令を遵守する責任を負います

。管理者は、(i) パスワードと管理者アカウントの
秘密性を維持し、(ii) 管理者アカウントへのアクセ
スを管理し、(iii) 管理者による本サービスの利用
が本契約を遵守していることに責任を負います。 
 
b.管理責任。本サービスは、お客様とその管理者
に本サービスおよび端末を自己管理するための機

能を提供するようデザインされています。端末の

運営管理はお客様の責任において行われるもので

あり、Lookout は責任を負いません。そのため、
Lookout は、お客様の指示に従った端末の追加、
削除またはその他の管理などから生じる義務に対

しいかなる責任も負いません。  
 
c.エンドユーザー データへの管理アクセス。お客
様およびエンドユーザーは、本サービスの管理者

が、エンドユーザー データ (悪意のあるアプリケ
ーションに関する情報やその他関連する情報を含

みます) にエンドユーザーの端末からアクセスす
ることを承認します。本サービスを利用すること

により、すべての当事者は、管理者が本サービス

を通じて入手する情報へのアクセスと同情報の何

らかの使用に対して、Lookout が一切責任を負わ
ないことに同意したとみなされます。 
 
7.本サービスの利用の制限 
お客様は以下のことを行わず、また、エンドユー

ザーや第三者が以下のことを行わないよう徹底す

るものとします。 
 
a.本サービスの販売もしくはリースの提案、本サ
ービスの販売、転売、リース、または、あらゆる

形態での譲渡、またはその他第三者の利益のため

の本サービスの利用。 
 
b.本サービス (もしくはそのコンポーネント) の複
製、同サービスの改良、修正もしくは二次的サー

ビスの開発、または他の機器や製品へ同サービス

のいずれかの部分を組み込むこと。 
 
c.本サービスまたはそれに使用されるソフトウェ
アやその他のコンポーネントの解読、逆コンパイ

ル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングの

試み、またはその他の方法でのソースコード、基

礎構想もしくはアルゴリズム抽出の試み。 
 
d.本サービスの提供のために使用されるソフトウ
ェアの修正、変更、改ざん、修理またはその他の

方法による二次的著作物の作成などの試み。 
 
e.本サービスの利用またはアクセスによる代替品
または同様のサービスの作成の試み。 
 
f.お客様がアクセス許可を受けておらず、本契約
の対象となっていない Lookout または他のコンピ
ューターシステムもしくはネットワークによって

ホスティングされている他のアカウントへのアク

セスやアクセスの試み。 
 
g.本サービスに関連する所有権表示 (著作権および
商標を含む) の削除、変更または不明瞭化、また
はかかる行為の試み。 
 
h.料金の発生の回避、または利用制限や割当て量 (
存在する場合) を超過した利用の隠蔽を意図した
方法による、本サービスへのアクセスや利用。 
 
i.本サービス (またはその一部) または Lookout の
技術データの転送、送信、輸出または再輸出の許

可。  
 
j.Lookout の事前の書面による同意なく、ベンチマ
ークテスト (速度、バッテリー使用、データ使用
、検出範囲など) を実施すること (許可されたベン
チマークテストから得られたいかなる結果も、

Lookout の秘密情報とみなされます)。  
 
k.テストまたは競合情報分析目的 (一連の既知の結
果の検証を含む) での本サービスへのアクセス、
または、本サービスに関するテスト関連情報 (こ
れは、Lookout の秘密情報です) の一般への流布。  
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l.本サービス、そのサーバーもしくは接続されてい
るネットワークのハッキングまたは妨害。  
 
m.お客様のアカウントまたはいずれかのエンドユ
ーザーのアカウントが停止または解約された後に

、違うユーザー名または身元情報により登録する

こと。 
 
n.理由に関わらず、本サービスや本サービスに含
まれているいずれかの技術、機能または措置の回

避または無効化 (ただし、法律で認められている
場合はこの限りではありません)。 
 
上記に関わらず、または本契約に記載された反対

趣旨の記述に関わらず、本サービスの一部が、当

該一部の利用を管理するコミュニティおよびサー

ドパーティからの通知およびオープンソース ライ
センスまたは同様のライセンスをもって提供され

ることがあります。お客様は、上記のすべてのラ

イセンスの条件に拘束され、これを完全に遵守す

ることに同意するものとします。本契約の下で付

与されたいかなるライセンスも、上記のオープン

ソース ライセンスに基づいてお客様が負う義務や
責任を変更するものではありません。ただし、本

契約の「保証の放棄」および「責任の制限」に関

する条項は、本サービス内の当該ソフトウェアす

べてに適用されます。 
 
8.お客様の保証お客様およびエンドユーザーによ
る本サービスの利用に対する条件として、お客様

は、不適切または違法な目的 (以下に記載する行
為を含みますが、これらに限定されません) に、
本サービスを利用しないことを表明し、保証し、

誓約します。 
 
a.知的財産権もしくは独占所有権、または第三者
のパブリシティ権の侵害 
 
b.地方、州、および/または連邦の法律、規制また
は条例 (適用されるすべての輸出法および米国の
海外腐敗行為防止法並びに諸外国における同様の

賄賂禁止法を含みますが、これに限定されません) 
の違反 
 
c.情報およびデータのセキュリティまたは機密性
を損なうこと  
 
d.契約、または地域、州、もしくは連邦の法律、
規制、もしくは条例の違反によって入手した情報

の統合 

 
e.エンドユーザー、またはその他の個人もしくは
組織のプライバシーや憲法上の権利の侵害 
 
お客様がインポート、使用、公表した、または、

本サービスを通じて、もしくは本サービスに関連

して周知させた、あらゆる形態およびフォーマッ

トの情報または素材 (以下、「コンテンツ」と言
う) のすべてについて、Lookoutではなく、お客様
が単独で責任を負うものとします。お客様が本サ

ービスの使用を通じてアクセスしたすべてのコン

テンツは、お客様自身のリスクにおいてアクセス

され、また、そのようなアクセスから生じた第三

者への損害や義務に関してはお客様が単独で責任

を負うことを、お客様は了承します。 
 
9.第三者の要求お客様またはエンドユーザーの本
サービスの利用や、本サービスに含まれるコンテ

ンツに関連した記録について第三者から要求があ

った場合、お客様はそれに対応する責任があるこ

とを了承し、同意します (以下、「第三者の要求
」と言う)。Lookout が第三者の要求を受領した場
合 (お客様またはエンドユーザーのデータを要求
する刑事または民事の召喚などの法的手続きを含

みますが、これに限定されません)、Lookout は、
法律と第三者の要求に関する条件で認められてい

る範囲で、当該第三者の要求について、お客様に

問い合わせるように当該第三者に伝えます。第三

者の要求に従うことが法律により求められている

と、Lookout が単独の裁量により判断した場合、
Lookout は、お客様のデータを求める第三者の要
求に回答する権利を有します。 
 
10.サポートとメンテナンスサポートとメンテナン
スのサービス (該当する場合) の詳細は、ご注文で
お客様が選択したサポート パッケージに記載され
ています。 
 
お客様は、特にエンドユーザーの本サービスへの

アクセスに関連した問題に対して、お客様の費用

でエンドユーザーにサポートを提供する責任があ

ります。お客様は、そうしたサポートの問題を解

決するために、Lookout やその販売代理店に相談
する前に、商業的に合理的な努力をするものとし

ます。お客様が上記のサポートの問題を解決でき

ない場合は、お客様の管理者が Lookout またはそ
のパートナーに問題を報告し、Lookout またはそ
のパートナーは、お客様と協力しながら、商業的

に合理的な努力をもって、問題の解決に取り組み

ます。 
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11.秘密保持各当事者は、当事者間で交換された、
次に該当する情報を第三者に開示しないことを約

束します: (i) 開示当事者が開示時に秘密情報であ
ることを明示した情報、または (ii) 口頭で開示さ
れた場合には、開示時に秘密情報であることを明

示し、書面にまとめて受領当事者に送付した情報 
(以下、「本秘密情報」と言う)。各当事者は、同
様の性質をもつ自らの秘密情報を保護するために

払う注意と同程度の (ただしいかなる場合も、相
当の注意の程度を下回らない) 注意を払うことに
同意します。他方の当事者の本秘密情報が公知と

なったり、本契約によってかかる情報を保持する

権利を付与された人物以外の第三者に所有された

りすることを防ぐため、同情報の秘密性を保護し

、その開示または使用を回避するものとします。

本項の秘密保持の義務は、以下のような情報には

適用されません。(a) 開示当事者からの受領前に、
受領当事者が合法的に所有していた情報、(b) 受領
当事者の責によらずに、公知であるか、または公

知となる情報、または (c) 開示当事者の本秘密情
報によらずに、受領当事者によって独自に開発さ

れたか、または発見された情報。さらに、他方当

事者の本秘密情報は、以下の限りにおいて開示さ

れる場合があります。一方当事者が適用される法

律もしくは裁判所の決定に従うため、または政府

機関からの開示要請を受けた一方当事者が開示が

必要であると判断し同要請に従うために、そうし

た開示を行う場合です。ただし、そうした開示は

、開示要請の通知が禁止されていない限り、要求

された開示について他方当事者に通知した後に行

われます。お客様は、Lookout の本秘密情報の誤
用または不正な開示の事実またはその疑いについ

て、速やかに Lookout に通知するものとします。 
 
お客様は、本項への違反、および、お客様の従業

員または代理人 (または本項に従って本秘密情報
を開示することをお客様が許可された第三者また

は組織) による本秘密情報の開示または誤用に関
して責任を負うものとします。 
 
上記の秘密保持の義務は本契約終了後も 5 年間有
効に存続します。ただし、適用される法律に基づ

き企業秘密とされる本秘密情報について、本契約

に基づくお客様の義務は、契約終了後も期限なく

有効に存続します。 
 
12.知的財産権本契約で明示的に付与されている制
限付きライセンス権を除き、本契約は、他方当事

者の知的財産権または、Lookout の商標、ロゴ、

ドメイン名、もしくはその他ブランドを示す機能

を使用する権利を、暗示的であるか明示的である

かを問わず、いずれの当事者にも付与しません。

本サービスへのアクセスのために Lookout から提
供される、本サービスまたはソフトウェアに対す

る権原、所有権、またはその他の権利は、本契約

に基づきお客様またはそのエンドユーザーに譲渡

されるものではありません。具体的には、

Lookout は、Lookout が提供する本サービス、ソ
ースコード、並びにその他の関連文書または素材

、および、そのすべての複製、修正、二次的創作

物に対するすべての権利、権原および利益 (すべ
ての特許権、著作権、商標、企業秘密、またはそ

の他上記のものに具体化される知的財産権を含み

ますが、これらに限定されません) を保有します
。本サービスはライセンスを付与されており、販

売されるものではなく、本契約に基づきその所有

権がお客様に移転されるものではありません。 
 
13.公表 Lookout は、お客様を Lookout の顧客とし
て販促資料で記載する場合があります。ただし、

お客様が Lookout への書面による通知をもって 
Lookout に停止を要求する場合を除きます。   
 
14.フィードバックお客様またはそのエンドユーザ
ーが Lookout に対し、提案、要請、推奨、訂正な
どのフィードバックを提供した場合、お客様また

はそのエンドユーザーは、制限なく、もしくはお

客様への対価なしにそうしたフィードバックを使

用できるライセンス (全世界対象で、無期限、取
消不能かつロイヤルティなしのライセンス) を 
Lookout に付与するものとします。Lookout がお
客様またはそのエンドユーザーの提出物を受領し

た場合、Lookout にとって既知であり、Lookout 
の社員によって開発された、またはお客様以外の

ソースから取得された同様の、もしくは関連する

アイディアまたはフィードバックを使用するいか

なる権利も Lookout は放棄しません。 
 
15.保証の放棄本契約に明示されている場合を除い
て、Lookout は、明示、黙示を問わず、商品適格
性、非侵害または特定目的適合性に関する黙示の

保証を含め、あらゆる種類の保証を行いません。

各当事者、その代理人または従業員が口頭または

書面で提供する情報または助言は、保証を構成せ

ず、また、本契約に規定された保証の範囲を拡大

しないものとします。 
 
反対趣旨の規定に関わらず、Lookout は、本サー
ビスがお客様またはエンドユーザーのすべての要
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求を満たすこと、本サービスの運営に中断が起こ

らず、もしくはエラーが発生しないこと、または

本サービスのすべての不具合が修正されることを

保証しません。さらに、Lookout は、Lookout に
よって提供されていないサービスの修正、誤用ま

たは損害から生じた不具合またはエラーに関して

一切の責任を負いません。Lookout は、サードパ
ーティ ソフトウェアなどの Lookout が提供したも
のではないサービスに関して、保証を行わず、一

切の責任を負いません。 
 
16.免責  
 
a.お客様による免責お客様による以下の行為に関
する申立てから生じるすべての責任、損害賠償お

よび費用 (和解費用および合理的な弁護士費用を
含みます) に対して、お客様は、Lookout を免責し
、防禦し、保護するものとします。(i) 本契約の第 
4 条に基づく義務の違反、または (ii) 「免責の除外
」の対象となる事由を引き起こす作為、不作為ま

たは過失。  
 
b.Lookout による免責お客様が本契約の条件に従
い本サービスを使用した結果、米国もしくは EU 
発行の特許権、著作権または商標の侵害または違

反に関する申立てを第三者がお客様に対して行い

、この結果、お客様に対して不利となる最終的な

裁定がなされた場合、これから発生するすべての

損害賠償および費用 (和解費用および合理的な弁
護士費用を含みます) について、Lookout は、お客
様を免責し、防禦し、保護するものとします。上

記の Lookout の免責義務は、以下の事由 (それぞ
れを「免責の除外」とします) においては適用さ
れないものとします。(1) 本サービスが Lookout 以
外の当事者によって変更された場合。ただし、そ

のような変更がなかったら被疑侵害が発生しなか

ったと考えられる範囲に限る。(2) お客様の要求に
従って本サービスが Lookout によって変更された
場合。ただし、そのような変更がなかったら被疑

侵害が発生しなかったと考えられる範囲に限る。

(3) 本サービスが、Lookout によって承認されてい
ない Lookout 以外の製品またはプロセスと組み合
わされた場合。ただし、そのような組み合わせが

なかったら被疑侵害が発生しなかったと考えられ

る範囲に限る。(4) 本サービスの不正使用。 (5) 廃
止されたバージョンの本サービス。ただし、被疑

侵害の発生日前に Lookout がお客様に提供した最
新の本サービスを利用していればその侵害が回避

できたと考えられる場合。または (6) 本サービス

に含まれていたサードパーティのソフトウェアの

コード。 
 
c.侵害の可能性 Lookout が、本サービスが第三者
の知的財産権を侵害していると判断するか、侵害

があると申し立てられる可能性があると判断する

場合、Lookout はその単独の裁量により、以下を
実施します。(i) Lookout の費用で、お客様に本サ
ービスを引き続き使用していただくための権利を

取得する。(ii) 実質的に同等の機能を提供できる、
侵害を生じない代替品を提供する。または (iii) 侵
害を生じないよう、本サービスを変更する。 
 
d.免責手続き免責を求める当事者は、申立ての通
知を受領してから 20日以内に、他方当事者にその
申立てについて速やかに通知し、申立てに対する

防禦のために他方当事者と協力します。免責を行

う当事者は、以下の点を除き、防禦において完全

な支配権と権限を有します。(i) 免責を求める当事
者に責任を認めるよう要求する調停が、書面によ

る事前の同意 (この同意は合理的な理由なく保留
にしたり遅延したりされてはならない) を必要と
している。(ii) 他方当事者は自己の費用で自己の弁
護士とともに防禦に参加することができる。上記

の免責は、他方当事者による第三者の知的財産権

の侵害に関し、本契約に基づいた Lookout および
お客様の唯一の救済方法です。 
 
17.責任の制限  
 
a.Lookout およびお客様は、契約の記述または不
法行為のあるなしを問わず (過失を含みますが、
これに限定されません)、本契約に関する製品、サ
ービス、またはその他の内容に関し、いかなる懲

罰的、間接的、特別、結果的、または付随的な損

害 (利益、収益、データの損失を含む) についても
、また、本契約またはその終了もしくは非更新に

起因または関連して生じた他のいかなる訴因につ

いても、他方当事者に対して法的賠償責任を負い

ません。  
 
b.本契約の第 16 条に基づき生じた第三者への支払
いを裁定された金額を除き、各当事者は、損害賠

償について Lookout が本契約に従い負担する総計
および累計の責任額が、いかなる場合も、損害賠

償の請求手続きの開始直前の 12 か月の間に本契
約に基づき、お客様が Lookout またはそのパート
ナーに支払った金額を超えないものとすることに

同意します。  
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18.データ保護お客様による本サービスの利用のた
めに、Lookout が EU 規制2016/679 
(以下、「GDPR」と言う) 
の範囲に含まれる個人情報を処理する必要がある

場合、https://info.lookout.com/rs/051-ESQ-
475/images/Lookout-DPA_180516_v2.pdf 
に記載されている GDPR データ処理補遺条項 
(以下、「DPA」と言う) が適用されます。この 
DPA 
は、本言及により本契約に組み込まれます。DPA 
の条件と本契約の条件との間でエンドユーザー 
データに関して不一致がある場合、当該不一致に

関しては、DPA の条件が優先されます。 
 
19.契約期間本契約は、ご注文に明記された指定の
本加入期間、または本契約が次条で定めるとおり

に終了するまで有効です。 
 
20.契約の終了 Lookout またはお客様は、以下の場
合、本契約の履行を一時停止するか、または本契

約を終了することができます。(i) 他方当事者 (お
客様のエンドユーザーを含みます) が、本契約の
重大な違反を犯し、当該の違反についての書面に

よる通知を受領後 30日以内にその違反を是正でき
ない場合、または (ii) 他方当事者が、事業運営を
停止した場合、もしくは倒産処理手続の対象とな

り、90 日以内にその手続きを退けることができな
い場合。上記に関わらず、(i) 一方の当事者は、他
方当事者が第 11条に基づく自己の義務に関して重
大な違反を犯した場合、直ちに本契約を終了でき

、また、(ii) 第 2条、第 4条、第 6条または第 7条
に基づく自己の義務に関してお客様が重大な違反

を犯した場合、もしくは、お客様が負う支払いが

期日から 60日を超える期間未払いとなっている場
合、Lookout は直ちに本契約を終了することがで
きます。 
 
21.契約終了の効果 a.本契約を終了した場合、(i) 
Lookout がお客様に付与した権利は直ちに停止さ
れます (本項に明記されているものを除きます)。
(ii) Lookout がエンドユーザーに付与した権利は直
ちに停止されます。 
 
b.本契約の以下の条項は、本契約の終了または満
了後も引き続き効力を有するものとします。第 1 
条、第 2 条 (b) および (ii) 項、第 7 条、第 9 条、第 
12 条、 第 13 条、第 14 条、第 15 条、第 16 条、
第 17 条、第 18 条、第 19 条、第 21 条、第 22 条
。 
 

22.一般条項 a.完全合意。本契約は、Enterprise 
User Terms of Service (法人ユーザー向けサービス
利用規約) およびご注文とともに、その内容に関
し、Lookout とお客様の間の完全合意を構成する
ものであり、本契約締結以前の提案、表明、合意

事項のすべてに優先します。本契約のいずれかの

規定が、何らかの理由で無効であるかまたは執行

不能であると、管轄権を有する裁判所または裁判

機関によって判断された場合、当該規定は適用さ

れる法律に基づき許可される範囲で最大限まで執

行され、本契約のその他の条項は引き続き効力を

有するものとします。さらに、両当事者は、当該

規定が本契約の不可欠な部分である場合には、適

用される法律に基づき許可される最大の範囲で、

当該規定の趣旨とできるかぎり同じ趣旨の代替規

定について、当事者間で誠実に協議するものとし

ます。 
 
b.通知。第 22 条 (i) に規定されている場合を除き
、本契約で必要または許可される通知は書面で行

い、以下の方法で届けなければなりません。(i) 直
接または宅配便。(ii) 追跡機能を備えた評判の良い
民間の国内または国際宅配便 (DHL、FedEx、UPS 
など)。郵便料金前払いで、Lookout が記録してい
る郵便住所、または当事者が事前に確認した書面

による通知によって指定するその他の住所のお客

様に宛てて送付しなければなりません。通知は、

配達された日に受領されたとみなされます。

Lookout への通知は、次に示す法務部宛にお送り
ください。Lookout, Inc.、275 Battery Street、
Suite 200、San Francisco、CA (U.S.A.)94111、
Attn:CFO; 写しの宛先 : Lookout Inc.、3 Center 
Plaza、Suite 330、Boston、MA (U.S.A.)02108、
Attn:Legal Department (件名に「NOTICE」と付記
)。別段の定めがない限り、お客様への通知は 
Lookout が登録している住所に送付されます。 

c.準拠法。本契約および本サービスは、カリフォ
ルニア州法に準拠します。ただし、同法のうちの

法の抵触に関する原則は適用しません。本契約ま

たは本サービスに起因または関連して生じる、す

べての申し立てについては、カリフォルニア州サ

ンフランシスコ郡の連邦裁判所または州裁判所の

専属的裁判管轄に服して訴訟を行い、当事者は同

裁判所が裁判地であること、および同裁判所の人

的管轄権に従うことに明確に同意します。国際物

品売買契約に関する国連条約および統一コンピュ

ータ情報取引法 (UCITA) の規定、または法律で認
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められている範囲で制定された類似の連邦法や規

制は、本契約には適用されないものとします。 

d.お客様が、米国に所在する政府機関、政府官庁
、その他の政府の部門 (以下、「米国政府のお客
様」と言う) であり、当該のお客様を設立または
支配する法律が、明確に、お客様に特定の法律に

基づく契約を交わすよう要求する場合、または、

当該のお客様に活動する権限を付与する法律以外

の法律を適用する「法の選択」条項を禁止する場

合、前項は、米国政府のお客様が政府の公式の立

場で行為する際は、米国政府のお客様による、

Lookout が提供する本サービスの利用に関して適
用されません。 

e.譲渡。お客様は、Lookout の書面による同意な
く、本契約のいかなる部分も譲渡または移転する

ことはできません。Lookout は、お客様への通知
なく、本契約を譲渡することはできません。ただ

し Lookout は、かかる通知なしに、本契約を関連
会社に譲渡することができるほか、合併、買収、

会社更生、もしくは資産のすべてまたは実質的に

すべての売却に関連して、本契約を譲渡すること

ができます。上記以外の譲渡または移転の試みは

すべて無効となります。前項に従い、本契約は当

事者およびその後継者と譲受人を拘束します。 

f.当事者の関係。本契約は、本契約の結果として
代理関係、パートナーシップ、合弁事業、雇用関

係を当事者間に創出しません。本契約に明記され

ている場合を除き、いずれの当事者にも、明示的

か黙示的かを問わず、相手側当事者を代表して義

務を生じさせる権利や、相手側当事者の業務運営

方法に関して支配力を行使する権限は付与されま

せん。 

g.不可抗力。いずれの当事者も、労働争議、内乱
、戦争、政府による規制もしくは管理、大事故、

材料やサービスの入手不能、天災、ハードウェア

の故障、インターネットもしくは第三者のネット

ワーク接続の中断または故障を含む自らの管理を

こえた事由によって、本契約のいずれかの部分 (
代金の支払いを除く) を履行できない場合、その
当事者は遅延期間中やその後の合理的な期間中、

本契約の履行を免除されます。 

h.第三受益者。本契約に明記されている場合を除
き、本契約については、第三受益者は存在しませ

ん。 

i.条件の修正、権利放棄。Lookout は本契約を適宜
改訂し、最新版は Lookout のウェブサイトに常に
掲示されます。Lookout がその単独の裁量により
、改訂の内容が重大であると判断する場合には、

Lookout は管理用コンソールを通じて「お知らせ 
– 契約変更について  (NOTICE – AGREEMENT 
MODIFICATION)」という件名でお客様に通知す
るか、Lookout が登録しているお客様の住所に通
知を送付します。その他の改訂は、Lookout の利
用規約ページに掲示される場合があり、お客様は

定期的に当該掲示を確認する責任を負います。改

訂が有効になった後も本サービスへのアクセスと

利用を継続した場合、お客様は、本契約の改訂版

に拘束されることに同意したことになります。本

契約の改訂版に、お客様の権利または義務に重大

な悪影響をもたらす変更が含まれており、お客様

が、本契約の改訂版の条件に従って本サービスの

利用を継続することを望まない場合、お客様は、

本契約の改訂版が閲覧可能になってから 30日以内
に Lookout に書面で通知することにより、本サー
ビスを解約することができます。それ以外の場合

には、本契約の条項の権利放棄、修正または変更

も、ご注文またはその他書面による通知における

本契約の条件からの逸脱または同条件への追加も

、本契約に記載された当事者間による書面による

同意がない限り、効力を生じません。本契約に基

づく権利、権限または救済の実施における、いず

れかの当事者による不履行や遅延は、そうした権

利、権限または救済の放棄として作用しません。

本契約の条項、条件または不履行の権利放棄は、

その他の条項、条件または不履行の権利放棄とし

て解釈されません。本契約は、商取引や商習慣の

過程により補足または修正されません。 

j.輸出制限。本サービスの輸出および再輸出は、米
国輸出管理規制など、適用される輸出規制や禁輸

によって管理される場合があります。本サービス

は、キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリ

アなど、米国政府によって禁輸措置が取られてい

る国では使用できず、お客様は、米国またはその

他の該当法域による輸出制限または禁輸に違反し

て本サービスを使用しないものとします。さらに

お客様は、米国の取引禁止命令表 (United States 
Table of Denial Orders)、対象者リスト (Entity List)
、 特 別 指 定 国 民 リ ス ト  (List of Specially 
Designated Nationals) に記載されている人物に本
サービスが提供されないよう確保しなければなり

ません。 
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k.政府機関のユーザー。本文書に記載されたいか
なる内容も、Lookout を政府請負業者とするもの
ではありません。お客様が政府機関のユーザーで

ある場合、または政府関係内で Lookout のサービ
スにアクセスまたはこれを使用している場合は、

以下の URL から閲覧できる「政府機関のユーザー

のためのライセンス契約への改訂 (Amendment to 
License Agreement for Government Users)」が適
用 さ れ ま す
: https://www.lookout.com/legal/enterprise-license-
agreement-government 

 

 

	


