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BlackBerry ID 契約 

BlackBerry ID 契約または「契約」は、 Research In Motion Limited、またはユーザーの司法管轄区
域に適用される BBSLA で指定されたその子会社または関連会社 (「RIM」) と、 

a) ユーザー個人の立場でのお客様と、 

i. ユーザーの BlackBerry ID の作成および管理 (BlackBerry ID 条項の見出しの下で規
定)、および  

ii. ユーザー個人の立場での BlackBerry ID アクセス可能サービスへのアクセスおよび
その使用 (BlackBerry ID アクセス可能サービス条項の見出しの下で規定) に関連し
て、ならびに 

b) 会社またはその他の団体で、それらに代わりユーザーが活動することが承認されているもの 

(「ユーザーの組織」) の BlackBerry ID アクセス可能サービスへのアクセスおよび使用に関
連して、ユーザーの組織との間の法的な契約を構成するものです。 

いずれの場合も (「ユーザー」は)  

下記の「承諾する｣をクリックすることで、ユーザーはこの契約内容を読み、理解し、それに拘束
され、その遵守に同意することを認識するものとします。 以下の「承諾する」をクリックする前に、
BBSLA (下記に定義) および RIM のプライバシー方針を含む、参照により組み込まれたその他の文
書を含む本契約を確実にお読みください。 本契約に同意しない場合、いかなる BLACKBERRY ID ア
クセス可能サービスにも登録 (以下に定義) やアクセスはできません。  

次の両方に当てはまる場合を除き、ユーザーは本契約を締結または BlackBerry ID (以下に定義) に
署名することはできません： （a）18 歳を超えていること、（b）ユーザーの司法管轄区域の法律
のもとで成人年齢に達していること。 

A. BLACKBERRY ID 契約条項 

1. BlackBerry ID。 特定の RIM サービスおよび第三者のサービス (「BlackBerry ID アクセス
可能サービス」) にアクセスするには、BlackBerry ID が必要です。この ID は、BlackBerry ID 

契約用紙に記入して取得できます。 

2. BlackBerry ID の登録 契約用紙で、BlackBerry ID として使用する電子メールアドレス、お
よびユーザー情報を提供し、BlackBerry ID に関連付けるパスワードを作成するよう求めら
れます。 BlackBerry ID を取得した後、BlackBerry ID アクセス可能サービスを使用する際に、
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BlackBerry ID を使用して個人として特定できます。 すべての場合で、BlackBerry ID は個
人として取得されることにご留意ください。 BlackBerry ID アクセス可能サービスをユーザ
ーの組織のために使用している場合、その組織が、RIM または該当する第三者で独自のア
カウントを有している場合がありますが、ユーザーは、ご自身がその契約における正規ユー
ザーとして特定されるようにするため、BlackBerry ID を使用する必要がある場合がありま
す。 

3. BlackBerry ID の責任。 ユーザーの BlackBerry ID は、他の方に譲渡できません。 パスワー
ドの機密と安全の保持、および BlackBerry ID のすべてのご利用について、ユーザーは責任
を有します。 ユーザーは、次の事項に同意します： (a) 該当する登録用紙の指示どおりに、
ユーザー自身について真正かつ正確、最新、完全な情報を提供すること、および (b) 必要に
応じこの情報をただちに更新し、真正かつ正確、最新、完全とすること。  

4. RIM への通知。 ユーザーは（i）パスワードまたは BLACKBERRY ID の不正使用またはそ
の他の関連するセキュリティ侵害をただちに RIM に通知し、（ii）かかる機能がユーザーに
提供された各セッション終了後には確実に BLACKBERRY ID アクセス可能サービスからロ
グアウトすることに同意するものとします。 ユーザーが BlackBerry ID を使用すること、ま
たは前項の規定に従わなかったことに起因するいかなる損失または損害に対しても、RIM は
賠償責任を一切負わないことをユーザーは認識するものとします。 

5. BlackBerry ID の終了。 ユーザーはいかなる時点でも、RIM に対してかかる契約解除の請
求を提出することにより、ユーザーの BlackBerry ID を終了することができます。 

6. BlackBerry ID の RIM による終了。 特定の BlackBerry ID アクセス可能サービスの補遺に
記載される相反する条項に従い、RIM は自らの独自裁量で、審問や行政審判に訴える、も
しくは公判を開始せずに、次の事項を含むがそれらに限定されないあらゆる理由で、ユーザ
ーの BlackBerry ID を終了または停止することができます：(a) 本契約または、本契約に組
み込まれたその他の契約またはガイドラインの侵犯または違反、(b) 法執行機関またはその
他の政府機関による要請、(c) 予期せざる技術的またはセキュリティの問題、(d) 長期にわた
る休止、 (e) 不正、違法、または不法行為へのユーザーの関与。  

7. 終了の発効。 ユーザーの BlackBerry ID の終了により、次の事項が発生します： (a) ユーザ
ーのパスワード、および特定の BlackBerry ID アクセス可能サービスについての補遺にある
相反する条項に従っての関連するすべての情報、ファイル、ユーザーの BlackBerry ID (また
はその一部) に関連するコンテンツの削除、およびユーザーの BlackBerry ID の終了または
停止、(b) BlackBerry ID アクセス可能サービスの全部または一部の将来もしくは継続的使用
の制限または限定、停止、禁止。 ユーザーは、RIM はユーザーまたは第三者に対し、ユー
ザーの BlackBerry ID の終了または停止、それによる BlackBerry ID アクセス可能サービス
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の全部または一部の将来もしくは継続的使用の制限または限定、停止、禁止について責任を
負わないものとすることに同意します。 

B. BLACKBERRY ID アクセス可能サービス契約条項 

1. BlackBerry ID アクセス可能サービスにアクセスするには、ユーザーは本契約に同意しなけ
ればなりません。 BlackBerry ID アクセス可能サービスへのアクセスおよび使用に関し、本
契約は、現行のBlackBerry ソリューション・ライセンス契約 (「BBSLA」) の契約条項から
構成されていますが、RIMは、これらの BlackBerry ID アクセス可能サービス契約条項 (「サ
ービス条項」) により修正されるこの BBSLA に基づいて、BlackBerry ソリューションに対
応する RIM サービスを提供しています。 BBSLAは、www.blackberry.com/legalに記載され
ています。 BlackBerry ID アクセス可能サービスは「サービス」であり、本条項が BBSLA に
定義されているように、ユーザーの「BlackBerry ソリューション」の一部を構成するもの
です。 本契約のための、BBSLA 内での「契約」への言及は、本契約への言及を意味するも
のとします。 以下の「承諾する」をクリックする前に、これらのサービス条項、RIM のプ
ライバシー方針、BBSLA を確実にお読みください。  

2. 補遺。 ユーザーは、特定の BlackBerry ID アクセス可能サービスについての本契約の補遺 

(「補遺」) を締結する必要があります。 特定の BlackBerry ID アクセス可能サービスに対す
る補遺を承諾することにより、本補遺はかかる BlackBerry ID アクセス可能サービスのみに
対応する本契約の一部を構成することになります。 本契約といずれかの補遺の間に矛盾が
生じる場合は、かかる矛盾の範囲においてのみ本補遺が優先するものとします。 

3. ユーザー登録の義務。 本書に記載される BlackBerry ID アクセス可能サービスの約因に基づ
き、ユーザーは下記に同意するものとします： (a) 該当する登録用紙が示す通りの、ユーザ
ー自身に関する真正、正確、最新かつ完全な情報 (「登録データ」) を提供すること、およ
び (b) 登録データを真正、正確、最新かつ完全なものにするべく保持し、速やかに更新する
こと。  

4. コンテンツの提出。 本契約または補遺の中に明記される場合を除き、本契約は、ユーザー
が BlackBerry ID アクセス可能サービスと関連して提出または共有する（「ユーザーコンテ
ンツ」）、あらゆる情報、データ、テキスト、ソフトウェア、音楽、音声、写真、グラフィ
ック、ビデオ、メッセージ、タグ、またはその他のデータや情報（「コンテンツ」）のいか
なる所有権に対しても、一切の譲渡を行いません。 ユーザーが公的にアクセス可能なウェ
ブサイトまたは BLACKBERRY ID アクセス可能サービスの公的にアクセス可能な別の場所
に掲載するユーザーコンテンツに関しては、ユーザーは、BLACKBERRY ID アクセス可能
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サービスの条項および管理に関連して妥当とされる範囲で、ユーザーコンテンツの使用、配
信、再生、修正、採用、公的な実施、および公的な表示を許可する世界的、永久的、取消不
可能、譲渡可能、かつロイヤリティフリーの非独占ライセンスを RIM に供与します。 

5. 法人アカウント。 ユーザーが企業またはその他の団体の場合、ユーザーは BlackBerry ID ア
クセス可能サービスにアクセスするには、法人アカウント ID を取得または入力する必要が
あります。 組織が承認した場合を除き、ユーザーの組織のアカウントをユーザー個人の立
場で使用することはできず、アカウントを他の者に譲渡することはできません。 パスワー
ドの機密と安全の保持、および法人アカウント ID のすべての利用について、ユーザーは責
任を有します。 ユーザーは、次の事項に同意します： (a) 該当する登録書類の指示どおりに、
ユーザー自身について真正かつ正確、最新、完全な情報を提供すること、および (b) 必要に
応じこの情報をただちに更新し、真正かつ正確、最新、完全とすること。 

6. BlackBerry ID アクセス可能サービスのコンテンツの性質。 RIM ではなく、ユーザーが、
ユーザンコンテンツに対し全面的に責任を負います。 RIM は BLACKBERRY ID アクセス可
能サービスに関連して提供されうるユーザーコンテンツまたは他者のコンテンツを一切管
理しません。さらに、そのようなものとして、RIM はかかるコンテンツの正確性、完全性、
または品質を一切保証せず、一切の責任も負いません。  ユーザーは、何らかの 

BLACKBERRY ID アクセス可能サービスを使用することによって、不快、下品、または好
ましくないコンテンツにさらされる場合があることを理解します。 RIM およびその被指名
人は、独自の裁量で、いかなるコンテンツに対してもそれを事前に選別、拒否、削除する権
利（しかし義務ではない）を留保するものとします。 RIM は BLACKBERRY ID アクセス可
能サービスの使用に関する一般慣行および制限を設定する場合があります。それには、
BLACKBERRY ID アクセス可能サービスに関連してメッセージ／討議ボードまたはその他
のコンテンツの掲載が保持される最長日数が含まれますが、これらに限定されません。さら
に、ユーザーは、RIM がいかなるコンテンツの削除や保存失敗に対しても一切の責任また
は賠償責任を負わないことに同意します。 

さらに、RIM は BLACKBERRY ID アクセス可能サービスに伴うコンテンツすべてが適切で
あること、または同コンテンツが BLACKBERRY ID アクセス可能サービスの提供される場
所を含むいかなる場所でも利用可能であることを一切表明しておらず、ユーザーはコンテン
ツが違法である場所からそのコンテンツにアクセスすることは許可されていません。  

7. 行動。 ユーザーは、下記のような目的で BLACKBERRY ID アクセス可能サービスを使用し
ないこと、または使用を試みないことに同意します：  
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a.  未承諾または未認可の広告、販促資料、「迷惑メール」、「スパム」、「チェーンメ
ール」、「マルチ商法」、またはその他の形態での勧誘をアップロード、掲載、電子メ
ール、転送、または提供すること（かかる目的に指定されたエリアを除きます）。 

b. （i）ウイルス、トロイの木馬、ワーム、バックドア、装置をシャットダウンするもの、
悪質なコード、スニファー、ボット、装置を完全停止するもの、スパイウェア、または
（ii）ソフトウェア、ハードウェア、サービス、システム、またはデータの（A）性能に
悪影響を与える、（B）機能停止、破損、損害をもたらす、または（C）不正アクセスの
原因となるまたはそれを促進する、承認されたアクセスを拒否する、もしくは不正なま
たは不適切な目的での使用を招くような、その他のソフトウェア、ツール、情報または
その他のデータを含む 、情報、ソフトウェア、ツール、または他のデータ（「マルウェ
ア」）をアップロード、掲載、電子メール、転送、または提供すること（BlackBerry ID 

アクセス可能サービス内に、またはそれに関連する何らかのマルウェアの存在に気付い
た場合、ただちにRIMに通知してください） 

c. 他のユーザーの明示的な書面による許可なく、その個人的データを収集または保管する
こと。 

d. BlackBerry ID アクセス可能サービスまたはその一部に適用される規定またはその他の
ガイドラインに違反すること。 

e. RIM によって特に明示的に承認されている場合、または本制限が適用される法律に違反
する場合を除き、BlackBerry ID アクセス可能サービス、または BlackBerry ID アクセス
可能サービスに関連してアクセスを許可された製品、情報、またはその他のデータのい
かなる部分の再生、複製、複写、リバースエンジニアリング、販売、取引、転売、商業
目的での利用、使用またはアクセス、あるいはそれらを試みること。 

f. BlackBerry ID アクセス可能サービス（または当該サイトや当該サービスに接続するネッ
トワーク）を破損したり、機能を停止したり、過度の負担をかけたり、または損害を与
えるような方法で、もしくはその他の人物による BlackBerry ID アクセス可能サービス
またはその一部の使用や享受を妨害するような方法での使用。  ユーザーは、
BLACKBERRY ID アクセス可能サービス、別のアカウント、コンピューターシステムま
たはBLACKBERRY ID アクセス可能サービスに接続されたネットワークに対し、ハッキ
ング、パスワードマイニング、その他の方法により、不正なアクセスを試みることはで
きません。 ユーザーはまた、BLACKBERRY ID アクセス可能サービスを通して意図さ
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れずユーザーに提供された方法により、データや情報を取得したり、または取得を試み
ることはできません。 

g. 不適切、冒涜的、中傷的、権利を侵害する、不快、下品、または違法なトピック、名前、
データ情報を公開、掲載、アップロード、配信または宣伝すること。 

h. 以下のようなデータをアップロード、掲載、転送、通信、または提供すること。 （i）
いかなる法律または契約のもと、または義務に違反して、利用する権利を持たないもの
（知的財産法によって保護されるソフトウェア、内部情報、パスワード情報、雇用関係
の一部または機密保持契約のもとで知り得たまたは開示された極秘・機密情報など）。
（ii）特許、商標、企業秘密、著作権、その他の当事者の所有権を侵害する、または侵害
する可能性のあるもの。  

i. 何らかの事業目的で、商品やサービスを販売または購入するために宣伝または提供する
こと。BLACKBERRY ID アクセス可能サービスが当該メッセージを特別に許可する場合
を除く。 

j. 方法の如何を問わず、特定の BLACKBERRY ID アクセス可能サービスを非会員である
個人に配信する目的で、フォーラムからコンテンツを複写すること、またはコンテンツ
の利用が可能であるフォーラムの一部を複写すること。または 

k. 個人または団体のふりをすること、またはユーザーがある個人または団体の関係を偽っ
て記述したり、不正確に伝えたりすること。または他者を欺くために虚偽の身元を創出
すること。 

8. 海外における利用。 特定の BLACKBERRY ID アクセス可能サービスは世界中でアクセス可
能であるため、本 BLACKBERRY ID アクセス可能サービスの提供を RIM が表明する国以外
でユーザーが BLACKBERRY ID または BLACKBERRY ID アクセス可能サービスにアクセ
スすることを選択する場合は、ユーザーは自分の意志でそれを行うことになり、すべての関
連する法律や規制（BLACKBERRY ID アクセス可能サービスおよび関連するコンテンツの
輸出、輸入、使用、転送、通信などに関連するものを含む）を遵守する責任を負います。 RIM 

が BLACKBERRY ID アクセス可能サービスおよび関連コンテンツ（当該製品、ツール、サ
ービス、その他のデータを含むが、これらに限定されない）を提供している特定地域に関す
る情報は、特定の BLACKBERRY ID アクセス可能サービスに対する情報をご覧ください。 

9. BlackBerry ID アクセス可能サービス契約条項。 RIM はいかなる時でもその時々に、通告
と共に、または予告なしに、BLACKBERRY ID アクセス可能サービスのすべてまたは一部
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を一時的または永久的に修正または中止する権利を留保します。 ユーザーは、RIM がユー
ザーまたはいかなる第三者に対しても、すべての BLACKBERRY ID アクセス可能サービス
（またはその一部）のいかなる修正、停止、中止に関しても一切の賠償責任を負わないこと
に同意します。 

10. 第三者。 ユーザーが BLACKBERRY ID アクセス可能サービスを通してまたはそれに関連し
て行う第三者との通信または取引には、第三者の商品またはサービスの支払および納品、さ
らに当該取引に伴うその他の諸条件、保証、表明などが含まれますが、これらはユーザーと
第三者の間のみに起こるものとます。 またユーザーは、RIM が当該取引の結果発生するい
かなる種類の損失または損害に対して、一切の責任または賠償責任を負わないことに同意し
ます。 

11. 知的財産権。 ユーザーは、BlackBerry ID アクセス可能サービスには情報、データ、テキス
ト、メッセージ、作品、製品、ソフトウェア、音楽、音声、写真、画像、グラフィック、商
標、商標名、ロゴ、ビデオ、添付ファイル、ハイパーリンク、RIM または RIM のサプライ
ヤーが提供するその他のコンテンツ、マテリアルおよびサービス（総称して「RIM コンテ
ンツ」）が含まれること、またはそれらが利用できることを理解するものとします。 ユー
ザーは、BLACKBERRY ID アクセス可能サービスに適用される特定のライセンス条項に従
って、RIM コンテンツだけをユーザーの個人使用に利用することができます。 

12. 知的財産権侵害の賠償請求。  

ユーザーが著作権侵害となるような方法で自己の作品が侵害されていると確信する妥当な
根拠を有する場合、またはユーザーの知的財産権が侵害されている場合は、
legalinfo@rim.com 宛に RIM まで、以下の情報をお知らせください：  

a. 著作権またはその他の知的財産所有権の所有者の代理として行動する権限が付与され
ている個人の電子署名または自筆の署名。 

b. 侵害されているとユーザーが主張する、著作権のある作品またはその他の知的財産権の
詳細。 

c. 侵害されているとユーザーが主張するデータのある、サイト内の場所の詳細。 

d. ユーザーの住所、電話番号、電子メールアドレス。  
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e. 問題となっている使用が知的財産所有者、その代理人、または法律によって承認されて
いないことを、ユーザーが誠実な信念を持って確信しているという、ユーザーによる供
述書。 

f. ユーザーの申告にある上記の情報が正確であり、ユーザーが著作権または知的財産権の
所有者であること、または著作権または知的財産権の所有者の代理として行動する権限
が付与されていることが記載され、かつ違反すれば偽証の処罰を適用する条件で作成さ
れた、ユーザーによる供述書。  

13. 契約解除。  

a. ユーザーはいかなる時点でも、RIM に対してかかる契約解除の請求を提出することによ
り、BlackBerry ID アクセス可能サービスのアカウントおよび BlackBerry ID アクセス可
能サービスへのアクセスを終了することができます。 

b. BBSLA に規定される RIM の契約解除権に加えて、特定の BlackBerry ID アクセス可能
サービスに対する補遺に記載される相反する条項に従って、RIM はその独自裁量で、ユ
ーザーへの通告なしに、審問や行政審判に訴える、もしくは公判を開始せずに、（a）
BlackBerry 会員契約またはそれに組み込まれたその他の契約またはガイドラインの侵
害または違反、（b）法執行機関またはその他の政府機関による要請、（c）会員サービ
ス（またはその一部）の中止または内容修正、（d）技術的またはセキュリティ上の予
期せぬ問題、（e）長期にわたる休止、（f）不正、違法、または不法行為へのユーザー
の関与、（g）会員サービスに関連してユーザーが負う手数料や料金の未払い、などを
含むがこれらに限定されない理由で、 ただちに本契約または BlackBerry ID アクセス可
能サービスの法人アカウント、本契約の特定の補遺を終了し、いかなる理由でも 

BlackBerry ID アクセス可能サービスへのアクセスを制限または停止することができま
す。 さらに、RIM がユーザーまたはいかなる第三者に対しても、本契約、本契約に含ま
れる補遺、ユーザーの法人アカウントの契約解除、または BlackBerry ID アクセス可能
サービスへのアクセスの制限または停止に関する一切の賠償責任を負わないことに、ユ
ーザーは同意します。  
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C. 契約条項の変更。 本書に規定されているように RIM が BBSLA を更新または改訂する方法
に加えて、RIM はその独自裁量で、ビジネスプラクティス上の変更を反映するため、または、法律
の変更や適用される法律の RIM の解釈の変更を反映するために、本契約を更新または改訂する権
利 を 留 保 し 、 さ ら に か か る 更 新 ま た は 改 訂 さ れ た サ ー ビ ス 条 項 を 

http://www.blackberry.com/legal に掲載する権利を留保します。 更新または改訂のそれぞれの実
施日は、更新または改訂されたサービス条項に記載されます。 本契約の更新または改訂は、遡って
適用されるものではありません。 本契約が改訂または更新されるにあたり、およびその場合には、
次回 BlackBerry ID アクセス可能サービスへのアクセスを試みる際に改訂版または更新版を読み、
それを承諾する必要があります。  

 

改訂日： 2011 年 3 月 10 日 

 

承諾する         承諾しない 
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