Terms and Conditions for Use of
Cisco Networking Academy
Websites and Services

シスコ ネットワーキング アカデ
ミー利用規約 Web サイトおよび
サービス

1.

Background. The sites NetAcad.com and
SkillsForAll.com are websites (“Websites”) within
the Cisco Networking Academy Program
(“Program”). Cisco operates and provides access to
a range of Program related websites and microsites
accessible to users (including students,
nonstudents and alumni) who have a Cisco
Username and Passwords. Websites contain
content relevant to the Program and are also
designed to enable social networking and
collaboration ("Services") among users. The
Services enable a user to create personal profiles
(each, a "Profile") that can be searched and viewed
by other users. The Services also support
discussion forums, chat, electronic messaging,
survey tools, blogs, wikis or other collaborative tools
that Cisco elects to make available in its discretion.
Cisco may modify, enhance, restrict or terminate
Websites and Services in its discretion at any time
and without notice.

1.

背景：NetAcad.com および SkillsForAll.com のサ
イトは、シスコ ネットワーキング アカデミー
プログラム（「本プログラム」）内の Web サイ
ト（「本 Web サイト」）です。シスコは、シス
コのユーザ名とパスワードを所有しているユーザ
（受講者、非受講者、修了生を含みます）がアク
セスできる、本プログラムに関連するさまざまな
Web サイトおよびマイクロサイトを運用し、これ
らへのアクセス権を提供します。本 Web サイト
には本プログラムに関連するコンテンツが含まれ
ています。また、本 Web サイトはユーザ間の
ソーシャルネットワーキングおよびコラボレー
ション（「本サービス」）を可能にするように設

The Program operates in accordance with
global privacy laws, including laws that
impact children's privacy. Registration or use
of the Program is not intended for children.
For the purposes of the Program, we
consider an individual to be a child if the
applicable law limits the processing of an
individual's personal data because the
individual is under a certain age (for example,
individuals under 13 years of age are children
in the US). If we discover that we have
processed a child's personal data or that you
have created an account that violates
applicable privacy laws or this Agreement, we
will terminate your account and promptly
delete your personal data. The foregoing
restrictions do not apply if an Academy
authorized by Cisco to use our teaching
materials and resources, has created an
account for the individual in the Program. In
such cases, the Academy is responsible for
obtaining the appropriate consent(s) from the
parent or guardian for collection, use and/or
disclosure of the personal data in accordance
with the applicable privacy laws.
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計されています。本サービスにおいて、ユーザは
他のユーザが検索および閲覧できる個人プロファ
イル（それぞれ、「プロファイル」）を作成でき
ます。また、本サービスは、シスコが自己の裁量
により提供することを選択できる、ディスカッ
ションフォーラム、チャット、オンラインでの
メッセージ送信機能、調査ツール、ブログ、
Wiki、その他のコラボレーションツールに対応し
ています。シスコは、自己の裁量により、通知す
ることなく、いつでも本 Web サイトおよび本
サービスを変更、改良、制限、または終了するこ
とができます。
本プログラムは、子どものプライバシーに影響を
及ぼす法律を含め、グローバルなプライバシー法
に従って運用されています。本プログラムの登録
または使用は、子どもを対象としたものではあり
ません。本プログラムにおいて、個人が特定の年
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Further, you may only enter into this Agreement
if you are capable of forming a binding contract
with Cisco, and only in compliance with this
Agreement and all applicable laws.

齢未満であること（たとえば、米国では、13 歳
未満の個人は子どもに該当します）を理由に、そ
の個人の個人データの処理を適用法が制限してい
る場合、シスコはその個人を子どもとみなしま

2.

This Agreement; amending this Agreement. This
Agreement is made up of the Terms and Conditions
set out below, which are specific to the Program
Websites and Services, and the general Cisco
Terms and Conditions located here:
http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/terms_co
ndition.html. If there is a conflict between the two,
then the Terms and Conditions set out below take
precedence, solely to the extent of that
inconsistency. This Agreement covers all of your
visits to the Websites and any use of the Services. If
you stop visiting the Websites or stop using the
Services, this Agreement remains in effect with
respect to your previous visits to the Websites and
use of the Services.

す。子どもの個人データをシスコが処理したこ
と、またはプライバシーに関する適用法または本
契約に違反するアカウントをお客様が作成したこ
とをシスコが発見した場合、シスコはお客様のア
カウントを停止し、お客様の個人データをすみや
かに削除します。シスコの教材およびリソースを
利用する権限をシスコが付与したアカデミーが、
個人のために本プログラムのアカウントを作成し
た場合には、前述の制限は適用されません。その
ような場合、アカデミーは、適用されるプライバ
シー法に従って、個人データの収集、使用もしく
は開示またはこれらの組み合わせについて親また
は保護者から適切な同意を得る責任を負います。

a. Amendments/Other Terms. Cisco may
change or supplement the terms of this
Agreement from time to time at its sole
discretion. Cisco will exercise commercially
reasonable efforts to provide notice to you of
any material changes to the Agreement (e.g.,
by posting on the Websites). Within five (5)
business days of posting changes to the
Agreement, the changes will be binding upon
you. If you do not agree with the changes, you
should discontinue using the Websites or any
Services. If you continue using the Websites or
Services after such five-business-day period,
you will have accepted the changes to the
terms of this Agreement. In order to participate
in certain Services, you may be notified that
you are required to download software and/or
agree to additional terms and conditions.
Unless expressly set forth in such additional
terms and conditions, those additional terms
are hereby incorporated into this Agreement.

3.

さらに、拘束力がある契約をシスコと締結するこ
とができ、かつ、本契約およびすべての適用法を
遵守する場合にのみ、お客様は本契約を締結する
ことができます。

Rules and Regulations. This Agreement sets forth
the following legally binding Rules and Regulations
for the Websites and the Services.
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a. Posting Content. Much of the information on
the Websites is posted by third party users
such as you. Please choose carefully the
information you post, either in a Profile or
elsewhere on the Websites. You are solely
responsible for what you post. The following is
a partial list of what you are prohibited from
posting:
i. Anything unlawful, libelous,
threatening, obscene, discriminatory,
or otherwise objectionable as
determined in Cisco's sole discretion.
ii. Content or images containing nudity,
or materials that may be considered
obscene, lewd, excessively violent,
harassing, explicit or otherwise
objectionable.
iii. Information prohibited from disclosure
under any law or under contractual or
fiduciary relationships (such as insider
information, or proprietary and
confidential information learned or
disclosed as part of employment
relationships or under nondisclosure
agreements, exam questions and/or
answers in use).
iv. Content that infringes the copyright,
trademark, patent, trade secret or
other intellectual property rights of
anyone.
v. Any information or data that
misrepresents the identity,
characteristics or qualifications of you
or any other person, including but not
limited to the use of a pseudonym, or
misrepresenting current or previous
positions, qualifications or affiliations
with a person or entity, past or
present.
vi. Any unsolicited or unauthorized
advertising, promotional materials,
"spam," "chain letters," "pyramid
schemes" or any similar form of
solicitation. This prohibition includes
but is not limited to a) using invitations
to send messages to people who don't
know you or who are unlikely to
recognize you as a known contact; b)
using the Services to connect to
people who don't know you and then
sending unsolicited promotional
messages to those direct connections
without their permission; and c)
sending messages to distribution lists,
newsgroup aliases, or group aliases
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2.

本契約、本契約の変更：本契約は、本プログラム、
本 Web サイトおよび本サービスに固有の下記の利
用規約、および
https://www.cisco.com/c/ja_jp/about/legal/termsconditions.html に掲載されている一般的なシスコ
Web サイト利用規約で構成されます。両者の間に
矛盾がある場合には、かかる矛盾の範囲においての
み、下記の利用規約が優先します。本契約は、お客
様による本 Web サイトへの訪問および本サービス
の利用のすべてに適用されます。お客様が本 Web
サイトへの訪問または本サービスの利用を停止した
場合であっても、本契約は、過去のお客様による本
Web サイトへの訪問および本サービスの利用に関し
ては、引き続き有効です。
a. 変更および他の利用規約：シスコは、自己の
単独の裁量により、本契約の条件を適時変更
または補足することができます。シスコは、
本契約のあらゆる重要な変更をお客様に通知
するために商業上の合理的な努力（例：本
Web サイトへの掲載）を尽くします。本契約
の変更を掲載した日から 5 営業日以内に、お
客様に対する当該変更の拘束力が生じます。
当該変更に同意できない場合、お客様は本
Web サイトまたは本サービスの利用を中止す
る必要があります。前述の 5 営業日が経過し
た後もお客様が本 Web サイトまたは本サー
ビスを引き続き利用している場合、お客様は
本契約の条件に加えられた変更を承諾したこ
とになります。特定のサービスを利用するた
めにはソフトウェアのダウンロードもしくは
他の利用規約への同意またはその両方が必要
である旨をお客様に通知する場合がありま
す。かかる他の利用規約に明示的な定めがな
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vii.
viii.

ix.

x.

for purposes of spamming or
solicitation.
Any virus, malware or other harmful
code.
Anything that disrupts or interferes
with the Services or other functionality
of the Websites.
Any solicitations for business (except
on those Websites that expressly
permit Academy alumni to discuss
potential career opportunities).
Any other content that, in Cisco's sole
discretion, undermines the purpose of
the Websites or otherwise reflects
unfavorably upon Cisco, its partners,
affiliates or customers.

Be advised that other users may violate one or
more of the above prohibitions, but Cisco
assumes no responsibility or liability for such
actions. If you become aware of misuse of the
Websites or Services by any person, please
contact netacadsupport@netacad.com. Cisco
may investigate any complaints and violations
that come to our attention and may take any
action that we believe is appropriate, including,
but not limited to issuing warnings, removing
the content or terminating accounts and/or
Profiles. However, because situations and
interpretations vary, we also reserve the right
not to take any action. Under no
circumstances will Cisco be liable in any way
for any data or other content on the Websites,
including, but not limited to, any errors or
omissions in any such data or content, or any
loss or damage of any kind incurred as a result
of the use of, access to, or denial of access to
any data or content on the Websites. If at any
time you are not happy with the Websites or
the Services or object to any material on the
Websites, your sole remedy is to cease using
the Websites or the Services.

い限り、かかる他の利用規約は、本規約によ
り、本契約に組み込まれます。

3.

規則および規制：本契約が定める本 Web サイトお
よび本サービスに適用される法的拘束力がある規
則および規制は次のとおりです。
a. コンテンツの投稿：本 Web サイト上の情報
の多くは、お客様などのサードパーティユー
ザが投稿したものです。プロファイルまたは
本 Web サイト上のその他の箇所に投稿する
情報は慎重に選択してください。お客様は自
ら投稿した情報に対する責任を単独で負いま
す。次の各号に定める情報は投稿が禁止され
ている情報の一部になります。
i. 違法、中傷的、脅迫的、わいせつ、
差別的、または不快であるとシスコ
が自己の単独の裁量により判断した
情報。
ii. 裸体を含むコンテンツまたは画像、
または、わいせつ、卑猥、過度に暴力
的、迷惑、露骨、もしくは不快である
とみなされる可能性がある素材。
iii. いずれかの法律または契約関係もしく
は信託関係において開示することが禁
止されている情報（雇用関係の一環と
して、または秘密保持契約に基づいて
知得もしくは受領したインサイダー情
報、専有情報、および秘密情報、なら

b. Laws and Reporting. You may not use the
Websites or Services in any manner
inconsistent with applicable law or for any
illegal purpose, including but not limited to
conspiring to violate laws or regulations.
Recognizing the global nature of the Internet,
you also agree to comply with applicable local
rules or codes of conduct (including codes
imposed by your employer or institution)
regarding online behavior and acceptable
content. Additionally, you agree to comply with
applicable laws regarding the transmission of
technical data exported from the United States
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びに受験した試験の質問もしくは解答
またはその両方など）。
iv. 第三者の著作権、商標権、特許権、
営業秘密権、またはその他の知的財
産権を侵害するコンテンツ。
v. お客様またはその他の者の身元、
特性または資格を誤って伝える情報
またはデータ。これには、偽名の使
用、現在または過去の地位、資格、

NetAcad.com
SkillsForAll.com

or the country in which you reside. Cisco
reserves the right to investigate and take
appropriate action against anyone who, in
Cisco's sole discretion, is suspected of
violating this provision, including without
limitation, reporting you to law enforcement
authorities. Use of the Services is void where
prohibited.
c.

Username and Password. During the
registration process, you will be asked to
select a username. Each user is required to
have a unique username and password. You
may not select as your username the name of
another person to the extent that could cause
deception or confusion; a name which violates
any trademark right, copyright, or other
proprietary right; or a name which Cisco
deems in its discretion to be vulgar or
otherwise offensive. Cisco reserves the right to
delete or change any username for any reason
or for no reason. You are fully responsible for
all activities conducted through or under your
username. You are entirely responsible for
maintaining the confidentiality of your
password. You agree not to use the username
or password of another user at any time or to
disclose your password to any third party. If
you believe your password has been
compromised, please change your password
immediately. If problems with your password
persist, please contact the Cisco support desk
at netacadsupport@netacad.com. You are
solely responsible for any and all use of your
login information (username and password).

または個人もしくは事業体との関係
の虚偽表示が含まれますが、これら
に限定されません。
vi. 未承諾または無許可の広告、販促
資料、「スパム」、「チェーンメー
ル」、「マルチ商法関連情報」、ま
たはこれらに類似する勧誘のための
情報。かかる禁止行為には、a）招待
機能を用いて、送信元であるお客様
を知らない人または送信元であるお
客様が既知の連絡先だと認識する可
能性が低い人にメッセージを送信す
ること、b）本サービスを用いて、お
客様のことを知らない人に連絡し、
直接繋がったその人に対し、その人
の許可を得ずに販促メッセージを送
信すること、c）スパム送信または勧
誘のために、リスト内の配信先、ま
たはニュースグループもしくはグ
ループのエイリアス宛てにメッセー
ジを送信することが含まれますが、
これらに限定されません。
vii. 何らかのウイルス、マルウェアまた
はその他の有害なコード。
viii. 本サービスまたは本 Web サイトのそ

d. Transfers/Competitive Use. You may not
trade, sell or otherwise transfer your account
to any other person without Cisco's written
consent. You may not use the Websites or the
Services to advertise, promote, endorse or
market, directly or indirectly, any products,
services, solutions or other technologies that,
in Cisco's sole and absolute discretion,
compete with the products, services, solutions
or technologies of Cisco.
4.

Monitoring. Nothing in this Agreement requires
Cisco to monitor or edit the Websites. If at any time
Cisco chooses, in its sole discretion, to monitor or
edit the Websites, Cisco assumes no responsibility
for anything submitted by users, no obligation to
modify or remove any inappropriate submissions
and no responsibility for the conduct of any user,
except as required under applicable law. Cisco does
not endorse and has no control over what users
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の他の機能を混乱させたり、妨害し
たりする情報。
ix. 業務上の勧誘のための情報（アカデ
ミーの修了生が潜在的な就業の機会
について話し合うことを明示的に許
可している本 Web サイト上での勧誘
は除きます）。
x. 本 Web サイトの目的を損なわせるよ
うなものであるか、シスコまたはシ
スコのパートナー、関連会社もしく
は顧客にとって不利な情報を含んで
いるものであるとシスコが自己の単
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post or submit to the Websites. Cisco cannot
guarantee the accuracy of any information
submitted by any user of the Websites, nor any
identity information about any user. Cisco reserves
the right, in its sole discretion, to reject, refuse to
post or remove any Profile, posting or other data, or
to restrict, suspend, or terminate any user's access
to all or any part of the Websites or Services at any
time, for any or no reason, with or without prior
notice, and without liability. Upon any suspension or
termination, Cisco may retain or delete, in its sole
discretion, any information or content that you
previously provided. You agree that Cisco has no
liability whatsoever if it refuses to post your
submissions or edits, restricts or removes your
submissions
5.

Ownership /Licenses
a. Cisco does not claim any ownership rights in
any text, files, images, photos, video, sounds,
works of authorship or other materials that
users upload to the Websites or transmit via
the Services ("User Content" or your
"Content"). However, you understand and
agree that by uploading Content to the
Websites, transmitting Content using the
Services or otherwise providing Content to
Cisco, you automatically grant (and warrant
and represent you have a right to grant) to
Cisco a world-wide, royalty-free, sublicensable
(so Cisco affiliates or contractors can deliver
the Services) perpetual, irrevocable license to
use, modify, publicly perform, publicly display,
reproduce and distribute the Content in the
course of offering the Websites and the
Services. Cisco will treat any User Content as
non-confidential and public. Please do not
submit confidential or private
information. Cisco may distribute your Content,
in whole or in part, to third party sites. You
agree that any other user of the Websites or
any other site on which your Content is
exhibited may access, view, store or
reproduce your Content for such user's
personal use or otherwise in connection with
use of such site and the Services.
b. The Websites and the Services also contain
content owned by or licensed to Cisco ("Cisco
Content"). Cisco owns and retains all rights in
the Cisco Content and the Services, including
all intellectual property rights. Cisco hereby
grants you a limited, revocable, nonsublicensable license to reproduce and display
the Cisco Content (excluding any software
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独の裁量により判断したその他のコ
ンテンツ。
上記の禁止行為（数は問いません）に違反す
るユーザが発生する可能性はありますが、シ
スコは、かかる行為に対するいかなる責任も
負いませんので、ご了承ください。本 Web
サイトまたは本サービスの悪用に気づいた場
合には、netacadsupport@netacad.com にご
連絡ください。シスコは、連絡を受けたあら
ゆる苦情および違反行為について調査し、シ
スコが適切だと確信した措置を講じることが
あります。この措置には、警告、コンテンツ
の削除、およびアカウントもしくはプロファ
イルまたはその両方の無効化が含まれます
が、これらに限定されません。ただし、状況
や解釈は変わるため、シスコはいかなる措置
も講じない権利も留保します。いかなる状況
でも、シスコは、本 Web サイト上のあらゆ
るデータおよびその他のコンテンツ（当該
データまたはコンテンツのエラーまたは欠
落、または当該データまたはコンテンツの利
用、または当該データまたはコンテンツへの
アクセスまたはアクセスの拒否の結果として
生じた、あらゆる種類の喪失および損害を含
みますが、これらに限定されません）に対す
る責任をいかなる方法でも負いません。本
Web サイトまたは本サービスにご満足いただ
けない場合、または本 Web サイト上の何ら
かの素材に対する異議がある場合、お客様の
唯一の救済手段は、本 Web サイトまたは本
サービスの利用を中止することです。
b. 法律および通報：お客様は、適用法に違反す
る方法で、または何らかの違法な目的（法令
違反の企てを含みますが、これに限定されま
せん）のために、本 Web サイトおよび本
サービスを利用することができません。イン
ターネットのグローバルな性質を踏まえ、お

NetAcad.com
SkillsForAll.com

code) solely for your personal use to view the
Websites and otherwise as necessary to use
the Services. Except as set forth above,
nothing contained in this Agreement shall be
construed as conferring by implication,
estoppel or otherwise any license or right
under any trade secret, patent, trademark,
copyright or other intellectual property right of
Cisco or any third party. All licenses not
expressly granted by Cisco are reserved.
c.

6.

客様は、オンライン上での振る舞いや投稿可
能なコンテンツに関して、適用される地域の
規則および行動規範（お客様の雇用主または
所属機関が課している規範を含みます）を遵
守することにも同意します。さらに、米国ま
たはお客様の居住国から輸出される技術デー
タの送信に関して、お客様は適用法を遵守す
ることに同意します。シスコは、本規定に違

You agree that even though you may retain
certain copyright or other intellectual property
rights with respect to content you upload while
using the Websites, you do not own any data
Cisco stores on Cisco's servers (including
without limitation any data representing or
embodying any or all of your content). Your
intellectual property rights do not confer any
rights of access to the Websites or any rights
to data stored by or on behalf of Cisco.

User Disputes. You are solely responsible for your
interactions with other users. Cisco reserves the
right, but has no obligation, to monitor disputes
between you and other users.

反している疑いがあると自己の単独の裁量に
より判断した者について調査し、その者に対
して適切な措置を講じる権利を留保します。
かかる措置には、本規定への違反が疑われて
いる者を法執行当局に通報することが含まれ
ますが、これに限定されません。本サービス
の利用は、その利用が禁止されている場合に
は無効とします。
c.

ユーザ名およびパスワード：登録プロセス
中に、ユーザ名を選択するように求められま

7.

8.

Privacy. Use of the Websites and Services is also
subject to the Cisco Systems Inc. Privacy Policy,
located here, and the Cisco Networking Academy
Privacy Data Sheet. Additionally, you understand
and agree that Cisco may contact you via e-mail or
otherwise with information relevant to your use of
the Websites or Services. You also agree to have
your name and/or email address listed in the header
of certain communications you initiate through the
Services. Please note that any personal data you
provide as part of your use of the Websites will be
accessible to other users irrespective of the
information you may provide as a Program
participant. In other words, if applicable, you should
be aware that you may disclose more personal data
on the Websites than you disclose under the
disclosure policies selected by your individual
institution or academy.

す。各ユーザには、一意のユーザ名とパス

Additional Disclaimer.

責任を負います。また、お客様はご自身のパ

a. Technical Errors. Cisco assumes no
responsibility for any error, omission,
interruption, deletion, defect, delay in operation
or transmission, communications line failure,
theft or destruction or unauthorized access to,
or alteration of any user communication. Cisco
is not responsible for any problems or
technical malfunction of any telephone network
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ワードが必要です。詐欺や混乱を引き起こす
可能性がある範囲で、お客様は他の人の氏名
を自己のユーザ名として選択することができ
ません。また、商標権、著作権、またはその
他の財産的権利に違反するユーザ名およびシ
スコが自己の裁量により卑猥または攻撃的で
あると判断したユーザ名を選択することはで
きません。シスコは、理由の有無にかかわら
ず、ユーザ名を削除または変更する権利を留
保します。お客様は、ご自身のユーザ名を通
じて、またはご自身のユーザ名の下で行われ
たすべてのアクティビティに対するすべての
スワードの秘密性を保持するすべての責任を
負います。お客様は、いかなる場合でも他の
ユーザのユーザ名およびパスワードを使用し
ないこと、ならびにご自身のパスワードをい
かなる第三者にも開示しないことに同意しま
す。ご自身のパスワードが漏洩したと確信し
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or lines, computer online systems, servers or
providers, computer equipment, software,
failure of any email due to technical problems
or traffic congestion on the Internet or on any
of the Services or combination thereof,
including any injury or damage to users or to
any person's computer related to or resulting
from using the Websites or the Services.
9.

た場合、ただちにパスワードを変更してくだ
さい。ご自身のパスワードに関する問題が解
決しない場合には、シスコのサポートデスク
（netacadsupport@netacad.com）までお問
い合わせください。お客様は、ご自身のログ
イン情報（ユーザ名およびパスワード）のあ
らゆる利用に対する責任を単独で負います。

Indemnity. You agree to defend, indemnify and
hold Cisco, its subsidiaries, and affiliates, and their
respective officers, agents, partners and employees
and Cisco’s suppliers, harmless from any loss,
liability, claim, or demand, including reasonable
attorneys' fees, made by a party arising out of or
related to: (i) your use of the Services or the
Websites; (ii) your breach of this Agreement; or (iii)
your Content.

d. 譲渡および競合的な利用：お客様は、シスコ
の書面による同意を得ずに、ご自身のアカウ
ントを他の者と交換したり、他の者に販売お
よび譲渡したりすることができません。お客
様は、本 Web サイトまたは本サービスを利
用して、シスコの製品、サービス、ソリュー

10. Disputes. If there is any dispute about or in any
way involving the Websites or the Services, you
agree that the dispute shall be governed by the laws
of the State of California, USA, without regard to
conflict of law provisions and you agree to exclusive
personal jurisdiction and venue in the state and
federal courts of the United States located in the
State of California, City of San Jose.
11. Costs and Fees. Except where you are expressly
advised otherwise during the course of your use of
the Websites and Services, the Websites and
Services are provided at no charge. You are solely
responsible for any costs and expenses you incur
as a result of your use of the Websites or the
Services. You agree that Cisco may later require
users to pay a fee to continue to use the Services or
to use the Websites.

ションまたは技術と競合するとシスコが自己
の単独かつ絶対的な裁量により判断した製
品、サービス、ソリューションおよびその他
技術の広告、宣伝、保証および販売を直接的
または間接的に行うことができません。
4.

監視：本契約のいかなる規定も、本 Web サイトの
監視および編集をシスコに義務付けていません。い
ずれかの時点で、シスコが、自己の単独の裁量によ
り、本 Web サイトを監視または編集することを選
択した場合であっても、適用法が要求している場合
を除き、シスコはユーザの投稿物に対する責任、不
適切な投稿物を変更および削除する義務、および

12. General. Subject to that, this Agreement constitutes
the entire agreement between you and Cisco
regarding the use of the Services and the Websites.
The failure of Cisco to exercise or enforce any right
or provision of this Agreement shall not operate as a
waiver of such right or provision. The section titles in
this Agreement are for convenience only and have
no legal or contractual effect. This Agreement
operates to the fullest extent permissible by law. If
any provision of this Agreement is unlawful, void or
unenforceable, that provision is deemed severable
from this Agreement and does not affect the validity
and enforceability of any remaining provisions. The
parties are independent contractors under this
Agreement and no other relationship is intended,
including a partnership, franchise, joint venture,
agency, employer/employee, fiduciary,
master/servant relationship, or other special
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ユーザの行為に対する責任を負いません。シスコ
は、ユーザが本 Web サイトに投稿または提供した
ものを推奨したり、管理したりしません。シスコ
は、本 Web サイトのユーザが提供した情報および
あらゆるユーザの身元情報の正確性を保証すること
ができません。シスコは、理由の有無および事前通
知の有無を問わず、またいかなる責任も負うことな
く、自己の単独の裁量により、プロファイル、投稿
物またはその他のデータの掲載および削除を拒否す
る権利、および本 Web サイトまたは本サービスの
全部または一部に対するユーザのアクセス権をいつ
でも制限し、または一時的または永久的に失効させ
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relationship. Neither party shall act in a manner
which expresses or implies a relationship other than
that of independent contractor, nor bind the other
party.

る権利を留保します。一時的または永久的な失効に
伴い、シスコは、お客様が以前に提供した情報およ
びコンテンツを自己の単独の裁量により保持または
削除することができます。お客様は、シスコがお客
様の投稿物の掲載を拒否した場合、およびシスコが
お客様の投稿物を編集、制限または削除した場合
に、シスコがいかなる責任も負わないことに同意し
ます。
5.

所有権およびライセンス：
a. ユーザが本 Web サイトにアップロードし
た、または本サービスを介して送信したテキ
スト、ファイル、画像、写真、動画、音声、
著作物、およびその他の資料（「ユーザコン
テンツ」またはお客様の「コンテンツ」）に
ついて、シスコはいかなる所有権も請求しま
せん。ただし、お客様は、本 Web サイトに
コンテンツをアップロードしたとき、本サー
ビスを利用してコンテンツを送信したとき、
またはその他の行為によりコンテンツをシス
コに提供したときに、シスコが本 Web サイ
トおよび本サービスを提供する過程で当該コ
ンテンツを利用、変更、実演、公表、複製お
よび頒布するための世界中を対象とした、使
用料無料、（シスコの関連会社または請負業
者が本サービスを提供できるように）サブラ
イセンス可能、永続的、撤回不可能なライセ
ンスをシスコに自動的に付与したこと（およ
び当該ライセンスを付与する権利を有してい
ることを保証および表明したこと）を了解
し、これに同意します。シスコは、ユーザコ
ンテンツを秘密ではない公開情報として取り
扱います。そのため秘密情報および個人情報
を提供しないでください。シスコは、お客様
のコンテンツの全部または一部を第三者のサ
イトに配信することがあります。お客様は、
本 Web サイトまたはお客様のコンテンツが
掲載されている他の Web サイトの他のユー
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ザが、私的利用のために、または当該 Web
サイトおよび本サービスの利用に関連して、
お客様のコンテンツにアクセスし、お客様の
コンテンツを閲覧、保存、および複製できる
ことに同意します。
b. 本 Web サイトおよび本サービスには、シス
コが所有しているコンテンツおよびシスコが
使用許諾を得ているコンテンツ（「シスコの
コンテンツ」）も含まれています。シスコの
コンテンツおよび本サービスにおけるあらゆ
る権利（知的財産権を含みます）はシスコが
所有および保持します。シスコは、お客様が
私的利用のためにシスコのコンテンツ（ソフ
トウェアコードは除きます）を複製および表
示するための、および本 Web サイトを閲覧
するための、ならびにその他本サービスを利
用するために必要となる、限定的、撤回可
能、サブライセンス不可能なライセンスを、
本規約により、お客様に付与します。前述の
場合を除いて、本契約内のいかなる規定も、
シスコまたは第三者の営業秘密権、特許権、
商標権、著作権、またはその他の知的財産権
に基づく何らかのライセンスおよび権利を黙
示、禁反言またはその他の法理論により付与
するものであると解釈してはならないものと
します。シスコが明示的に付与していないす
べてのライセンスは留保されています。
c.

お客様は、本 Web サイトの利用中にご自身
がアップロードしたコンテンツに関する特定
の著作権またはその他の知的財産権を保持す
ることができる場合であっても、シスコの
サーバにシスコが保存したデータ（お客様の
コンテンツの全部または一部を示している、
またはそれが具現化されているデータを含み
ますが、これに限定されません）の所有権を
有しないことに同意します。お客様が知的財
産権を有しているとしても、本 Web サイト
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へのアクセス権およびシスコまたはシスコの
代理人が保存したデータに対する権利をお客
様が有していることにはなりません。
6.

ユーザ間の紛争：お客様は、ご自身と他のユーザ
との間におけるやり取りに対する責任を単独で負
います。シスコには、お客様と他のユーザとの間
における紛争を監視する権利がありますが、当該
紛争を監視する義務はありません。

7.

プライバシー：本 Web サイトおよび本サービスの
利用には、こちらに掲載されている Cisco Systems
Inc. のプライバシーポリシーおよび Cisco
Networking Academy Privacy Data Sheet [英語] も
適用されます。加えて、お客様は、シスコが電子
メールまたはその他の手段によりお客様による本
Web サイトまたは本サービスの利用に関連する
情報をお客様にお伝えする場合があることを了解
し、これに同意します。また、お客様は、本サー
ビスを利用してお客様が特定の連絡を開始する際
に、最初にご自身の氏名もしくは電子メールアド
レスまたはその両方を記載することにも同意しま
す。本 Web サイトの利用の一環としてお客様が提
供した個人データには、お客様が本プログラムの
参加者として提供した情報であるか否かにかかわ
らず、他のユーザがアクセスできることに注意し
てください。つまり、該当する場合に、お客様が
所属する個々の機関または学校が選択した開示ポ
リシーに基づいて開示するものよりも多くの個人
データをお客様が本 Web サイトで開示する可能性
があることに注意する必要があります。

8.

その他の免責事項：
a. 技術的なエラー：シスコは、あらゆるエ
ラー、欠落、中断、削除、欠陥、処理遅延、
送信遅延、通信回線の不具合、ならびにユー
ザが受発信するデータの盗難、破壊、および
改ざん、ならびに当該データへの不正アクセ
スに対する責任を負いません。シスコは、イ
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ンターネット上または本サービス上の技術的
な問題もしくはトラフィックの輻輳またはこ
れらを組み合わせたものを原因として生じた
電話回線網、電話回線、オンライン上のコン
ピュータシステム、サーバまたはプロバイ
ダー、コンピュータ機器、ソフトウェアの問
題および技術的な不具合、ならびに電子メー
ルの不調（本 Web サイトまたは本サービス
の利用に関連または起因して生じたユーザま
たは個人のコンピュータに対する傷害や損害
を含みます）に対する責任を負いません。
9.

補償：お客様は、（i）お客様による本サービスま
たは本 Web サイトの利用、（ii）お客様による本
契約への違反、または（iii）お客様のコンテンツに
起因または関連して生じた、あらゆる損失、賠償
責任、請求、および催告（合理的な弁護士報酬を
含みます）について、シスコ、ならびにその子会
社および関連会社、ならびにこれらの役員、代理
人、パートナー、および従業員、ならびにシスコ
のサプライヤーを防御、補償および免責すること
に同意します。

10. 紛争：本 Web サイトまたは本サービスに関する
紛争、または何らかの形で本 Web サイトまたは本
サービスが関与している紛争が生じた場合に、お
客様は、抵触法の規定にかかわらず当該紛争の準
拠法を米国カリフォルニア州法とすることに同意
し、また、米国カリフォルニア州サンノゼ市にあ
る州裁判所と連邦裁判所が専属的な対人管轄権を
有しており、同裁判所のみを裁判地とすることに
同意します。
11. 費用および料金：本 Web サイトおよび本サービス
の利用中に別段の明示的な通知があった場合を除
き、本 Web サイトおよび本サービスは無料で提供
されます。お客様は、本 Web サイトまたは本サー
ビスを利用したことによりお客様に生じた費用およ
び経費を負担する責任を単独で負います。お客様
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は、シスコが後日ユーザに対して本サービスまたは
本 Web サイトの利用を継続するための料金を支払
うよう要求する場合があることに同意します。
12. 総則：本契約は本サービスおよび本 Web サイトの
利用に関するお客様とシスコとの間における完全な
合意事項を構成しています。シスコが本契約の権利
または規定を行使または執行しなかったとしても、
かかる権利または規定を放棄したことにはなりませ
ん。本契約の各条項の表題は、単に便宜上のもので
あり、法的効力および契約上の効力を有していませ
ん。本契約は、法律が許容可能な最大限の範囲で
発効します。本契約のいずれかの規定が、違法、
無効、または執行不能なものであると判断された場
合、当該規定は本契約から分離されたものとみなさ
れ、残りの規定の有効性および執行可能性に影響を
及ぼしません。両当事者は本契約において独立した
契約当事者であり、本契約は、パートナーシップ、
フランチャイズ、合弁、代理関係、労使関係、信託
関係、主従関係、およびその他の特別な関係を含
め、それ以外の何らかの関係を創出することを意図
していません。いずれの当事者も、独立した契約当
事者の関係以外の関係を明示または黙示するような
行動をとったり、相手方当事者を拘束したりしない
ものとします。
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