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「KDDI AI 翻訳」 利用規約 

 

「KDDI AI 翻訳」（以下「本サービス」といいます）のご利用にあたっては、以下の KDDI 

AI 翻訳利用規約（以下「本利用規約」といいます）の内容に承諾いただく必要があります。

ご利用の前に必ず利用規約をお読みください。 

 

第 1 条（適用） 

1． KDDI 株式会社（以下「当社」といいます）は、本利用規約に従って本サービスを提供

します。当社が本サービスの円滑な運用を図るため定める本サービスの利用に関する諸

規程（ご利用条件等を含みますが、これらに限られません）は、本利用規約の一部を構

成するものとします。 

2． 当社は、本利用規約の変更が合理的に必要となった場合、本利用規約を変更することが

あります。この場合、本サービスの提供条件は変更後の本利用規約によります。なお、

当社は変更後の本利用規約及びその効力発生時期を、所定の Web サイトにおいて周知

するものとし、変更後の本利用規約は、当該効力発生時期が到来した時点で効力を生じ

るものとします。 

 

第 2 条（ご利用に係る契約） 

お客様が本利用規約に同意し、且つ本サービス利用申込書を提出した時点をもって、お客様

と当社との間で本サービスのご利用に係る契約（以下「本サービス利用契約」といいます）

が成立するものとします。 

 

第 3 条（利用料） 

1. 本サービスは、お申し込み時に定める料金(以下「本料金」といいます)でご利用いただ

けます。但し、LTE NET、IS NET 又は au.NET 等の接続料及び通信料等は、本料金

とは別にお客様のご負担になります。 

2. 前項の料金はお申し込み時に定める方法、条件でお支払い頂くものとします。 

3. 本サービスの利用料金は、当社が別途定める料金表によるものとします。なお、本サー

ビスの利用が１ヶ月に満たない場合であっても、本サービス利用開始月、及び解約月と

も、月額の利用料金の日割計算は行われません。 

 

第４条（最低利用期間） 

本サービスの最低利用期間はご利用開始日から 1 年間です。ご利用開始から 1 年を経ずに

契約解除された場合は、違約金として、最低利用期間の残期間に対応する料金を全額お支払

い頂きます。 
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第 5 条（知的財産権） 

本サービスに関する著作権等を含む一切の知的財産権その他の権利は、当社又は当社に対

して使用許諾を行っている第三者に帰属します。 

 

 

第 6 条（個人情報の利用） 

当社は、本サービスの提供にあたり取得した個人情報について、当社が別に公表するプライ

バシーポリシーに従って適切に取り扱うものとします。 

 

第 7 条（アップデート） 

1． お客様は、本サービス提供に必要なアプリ（以下、本アプリ）を随時最新のバージョン

にアップデートするものとします。 

2． 当社は、お客様に通知することなく本アプリのアップデートを行うことができるものと

します。 

3． 本アプリのアップデートに必要な通信料等は、お客様のご負担となります。 

 

第 8 条（禁止事項） 

1． お客様は、本アプリをお客様のご利用のためのみに利用することができるものとし、広

告目的等、当社が許可していない目的での利用及び二次利用を一切してはならないもの

とします。 

2．お客様は、本アプリに関して以下の行為を一切行ってはならないものとします。 

（1）当社及び第三者の権利を侵害する又はその虞がある行為 

（2）本サービスの運営を妨害する又はその虞がある行為 

（3）法令に違反する又は違反する可能性がある行為 

（4）当社が定めた方法以外の方法で本アプリの一部若しくは全部を利用する行為、又は

そのおそれがある行為 

（5）その他合理的な理由に基づき不適当と判断される行為 

3．お客様は、本アプリに係るいかなる権利又は義務も第三者に移転又は譲渡することはで

きません。 

4．お客様は、本アプリ及び本アプリを通じて得るデータ及び情報等につき、当社の事前の

承諾を得ることなく無断で、転載・複製・複写・修正・改変・公衆送信・頒布・貸与・

翻訳・翻案・二次的著作物の作成、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセ

ンブル等を行うことはできず、また、第三者に譲渡、使用許諾、その他の処分を行うこ

とはできません。 

 

第 9 条（免責） 
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1． お客様は、本利用規約の内容を理解した上で、本サービスおよび本アプリをお客様自身

の責任で利用するものとします。 

2． 当社は、本サービス、本アプリの内容及び結果について、その完全性、正確性、安全性、

目的適合性又は有用性等につき、何ら保証するものではなく、当該内容及び結果が第三

者の権利を侵害しないこと等について何ら保証するものではありません。 

 

第 10 条（データの管理） 

1. データの保全 

初期設定時に設定した各種情報（以下「情報」といいます）とサーバーを冗長化して障害対

応を行います。なお、お客様が本アプリに保存した例文は保全の対象にはなりません。 

 

2. データ等の消去 

（1）当社は、原契約終了時（解約時）、情報の消去を行います。当社は、お客様に当該情報

の提供は行いません。また、消去作業完了後に、消去した情報を復元することはでき

ません。 

（2）お客様が当該情報を原契約の終了日までに消去しなかった場合、当社は、お客様へ何

ら通知を行うことなく、当該情報を消去できるものとします。 

（3）当社は、上記の場合を除き、お客様に対し、事前に対象及び理由を通知した上で、情

報を削除することができるものとします。 

（4）当社は、本項に基づく当該情報の消去によりお客様に損害が生じたとしても、一切そ

の責任を負わないものとします。 

 

3. データ等の滅失 

当社の故意又は重大な過失により当該情報が滅失、毀損又は漏洩（以下、本条において「滅

失等」といいます）した場合、次の各号に定める対応を行います。ただし、第２号の措置は、

お客様が当該データ等の滅失等から３０日以内に当社にその旨を書面で通知した場合に限

り、これを行うものとし、また、当社はデータの回復を保障するものではありません。 

（1）滞りなくお客様に通知すること 

（2）合理的に可能な限り当該データ等を回復するための措置を講ずること 

 

第 11 条（ユーザーID の扱い） 

1. 原契約成立後、申込担当者に対し、当社はサービス利用 ID 及びパスワードを発行しま

す。 

2. 申込担当に対し当社が発行したサービス利用 ID及びパスワードの管理及び保管はお客

様の責任及び費用で行うものとし、お客様以外の第三者に利用させる行為の他、譲渡、

貸与、又は質入等の担保権の設定その他一切の処分を行ってはならないものとします。 
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3. 当社は、お客様の管理不十分、使用上の過誤及び第三者の使用等による損害については、

一切の責任を負いません。 

4. お客様は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに当社に届け出るとともに、

当社の指示に従うものとします。 

（1）サービス利用 ID 及びパスワード等を紛失したとき 

（2）サービス利用 ID 及びパスワード等が盗難にあったとき 

（3）サービス利用 ID 及びパスワード等が正常に機能しないとき 

（4）サービス利用 ID 及びパスワード等が第三者により使用されていることが判明したと

き 

5. 前項の届出があった場合、当社は、サービス利用 ID 及びパスワード等を使用した本サ

ービスへのアクセスを防ぎ、また、お客様の本サービスの適正な利用を維持すべく対処

しますが、それらが効果を有することを保障し又はそれらを行う義務を負うものでは

ありません。 

 

第 12 条（セキュリティ） 

1. 初期設定時に設定した情報（サービス利用 ID 及びパスワード）は暗号化を行います。 

2. 本サービスでは HTTPS 通信を使用します。 

3. 本サービスでは、サーバーへの保存データ（音声認識の結果、翻訳の結果、関連情報）

は全て暗号化されます。 

 

第 13 条（変更、廃止等） 

1．当社は、お客様に事前に通知することなく、本サービスおよび本アプリの全部又は一部

を変更又は廃止することができるものとします。 

2．当社は、お客様に事前に通知することなく、保守作業、システム復旧、停電や天災など

の不可抗力、又はその他のやむをえない理由により本アプリの提供を中止又は中断する

ことがあります。 

 

第 14 条（本サービス利用契約の終了等） 

1．お客様は、当社所定の方法により、当月末日より遡り 10 営業日までに当社に到着した

解約の申出に係る利用契約については、当該申出に不備がなく当社にて適正に解約処理

が完了することを条件に、原則として解約申出到着月の末日を解約日とします。また、当

月末日より遡り 10 営業日以後に当社に到着した場合、原則として解約申出到着月の翌月

末日を本サービスの利用契約解約日とします。但し、お客様より上記に定める日以降の解

約月が指定された場合は、当該解約月の末日を以って解約日とします。 

2．当社は、お客様が第 8 条に違反した場合、お客様に事前に通知することなく、本サービ

ス利用契約を解除することができます。 
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3．当社は、事由の如何を問わず本サービス利用契約が終了した場合、お客様が本アプリを

利用して保存した情報、お客様の本アプリご利用に係る情報等をすべて消去することが

できるものとします。 

 

第 15 条（本サービスに含まれないサービス） 

本サービスには、次のサービスは含まれません。 

1. ユーザー単語辞書、用例辞書の作成及び登録、メンテナンス作業 

2. ユーザー言語辞書の作成及び登録、メンテナンス作業 

3. 本サービスの利用に関する事項以外に関する問い合わせ対応 

4. アプリケーションの開発や音声認識結果の調整、翻訳結果、コンサルテーションに関す

る問い合わせ対応 

5. 処理精度や処理結果等に関する問い合わせ対応 

6. オンサイトサポート 

7. 本サービスの利用に必要となる機器、環境、回線の提供 

その他、本サービスに含まれると明示されていないサービス（素材の権利処理等）は、本サ

ービスには含まれません。 

 

第 16 条（お客様に準備いただく環境） 

1. お客様は、本サービスおよび本アプリを利用するために、必要な機器、ソフトウェア、

通信回線等で当社が提供しないものについては、お客様にてご準備いただきます。 

2. お客様には、本サービスの利用に必要となるネットワークに接続できる環境の整備な

どを行っていただきます。 

 

第 17 条（注意事項） 

1． 問い合わせの受付対象は日本国内です。また、大使館、外国為替及び外国貿易法上の非

居住者は、対象外です。 

2． クライアントやインターネット接続環境のセキュリティポリシーによっては、本サー

ビスにおける提供物の取得や利用ができない場合があります。 

 

第 18 条（損害賠償） 

本サービスのご利用にあたり、当社の責に帰すべき事由によりお客様が損害を被った場合

は、当社は 1 か月分の料金を上限として当該損害を賠償するものとします。但し、当社の故

意又は重大な過失に基づく損害については、当該上限を適用しないものとします。 

 

第 19 条（裁判管轄） 

お客様との間で本利用規約の内容について疑義又は本サービスに関して争いが生じた場合
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には、誠意をもって協議することとしますが、それでもなお解決しない場合には東京地方裁

判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

 

第 20 条（準拠法） 

本利用規約は、日本国の法律に基づき解釈されます。 

 

変更履歴 

変更日 変更内容 版数 

2017年 2月 初版作成 第 1.0版 

2017年 5月 19日 第 10 条（データの管理）を追加 

第 11 条（ユーザーID の扱い）を追加 

第 12 条（セキュリティ）を追加 

第 15 条（本サービスに含まれないサービス）を追

加 

第 16 条（お客様に準備いただく環境）を追加 

第 17 条（注意事項）を追加 

第 2.0版 

2017年 9月 1日 第 14 条（本アプリ利用契約の終了等） 

第 1 項、解約申出日の条件変更 

第 2.2版 

2017年 10月 20日 第 3 条（利用料）の内容変更 

「アプリ」「サービス」を定義し直し、各条項に適

用および変更 

第 2.4版 

2020年 3月 31日 第 1 条（適用） 

第 2 項、規約変更について内容変更 

第 3.0版 

第 10 条（データの管理） 

第 3 項、一部文言削除 

 

以 上 


