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Instagramへようこそ！↩ 
↩ 
この利用規約(以下「本利用規約」)は、弊社が(本利用規

約ではない)別段の利用規約が適用される旨を明示してい

る場合を除き、Instagram のご利用に適用されるものであ

り、Instagram サービス(以下「サービス」)に関する情報

の概要を下記で提供しています。Instagram アカウントを

作成する場合、または Instagram をご利用になる場合は、

この規約に同意していただきます。Facebook 利用規約は本

サービスに適用されません。↩ 
↩ 
Instagram サ ー ビス は、 Facebook, Inc. が 提 供す る

Facebook 製品の 1 つです。したがって、この利用規約は、

利用者と Facebook, Inc.の間の合意を構成します。↩ 
↩ 
Instagramサービス↩ 
弊社は、Instagram サービスを利用者に提供することに同

意します。Instagram サービスには、Instagram の製品、

機能、アプリ、サービス、技術およびソフトウェアのすべ

てが含まれます。これらは、Instagram のミッション「利

用者と大好きな人やものとのつながりを深める」を推進す

ることを目的として提供されるものです。Instagram サー

ビスは、次の要素で構成されています (以下「サービ

ス」)。↩ 
↩ 
創作、コミュニケーション、発見およびシェアを行い、つ

ながりを構築するためのパーソナライズされた機会を提供

すること↩ 
人は皆それぞれ異なります。弊社は、利用者が実際に関心

を持ち、シェアする体験を通じて、人と人との関係強化を

実現したいと考えています。そこで弊社は、利用者やその

他の人が、誰に対して、そして何について関心があるのか

理解するためのシステムを構築するとともに、利用者が関

心のある体験を通じて創作、発見、参加およびシェアを行

うことができるよう支援するために、その情報を使用して

います。その一部として、Instagram 上であるかを問わず

利用者等がとる行動に基づき、利用者が興味を持つ可能性

のあるコンテンツ、機能、クーポンおよびアカウントを強

調したり、Instagram の体験方法を提示したりしていま

す。↩ 
ポジティブで開放的かつ安全な環境を構築すること↩ 
弊社は、支援が必要と考える場合を含め、コミュニティの

メンバーの体験をポジティブかつ開放的なものにするため

に役立つツールを開発および使用し、これらに役立つリソ

ースを提供しています。その他にも、弊社には、有害な行

動や不正な行動のほか、弊社の規約やポリシーの悪用や違

反を防止するための活動を行うチームやシステムがありま

す。弊社が保有するすべての情報(利用者の情報を含む)

は、プラットフォームを安全に保つために使用されます。

また、コンテンツの不正利用や有害なコンテンツに関する

情報を、他の Facebook グループ企業や法執行機関との間

で共有する場合があります。詳しくは、データに関するポ

リシーをご覧ください。↩ 
拡大を続ける弊社のコミュニティを着実に支えるための技

術の開発と使用↩ 
弊社のサービスの中核は、拡大を続ける弊社のコミュニテ

ィに役立つ情報を整理し分析することです。弊社のサービ

スの重要な部分は、広範囲にわたるグローバルなコミュニ

ティのために、弊社のサービスをパーソナライズ、保護お

よび改善することに役立つ最先端技術を大規模なスケール

で創造および活用することです。人工知能や機械学習とい
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てが含まれます。これらは、Instagram のミッション「利

用者と大好きな人やものとのつながりを深める」を推進す

ることを目的として提供されるものです。Instagram サー

ビスは、次の要素で構成されています (以下「サービ
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創作、コミュニケーション、発見およびシェアを行い、つ
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実現したいと考えています。そこで弊社は、利用者やその

他の人が、誰に対して、そして何について関心があるのか

理解するためのシステムを構築するとともに、利用者が関

心のある体験を通じて創作、発見、参加およびシェアを行

うことができるよう支援するために、その情報を使用して

います。その一部として、Instagram 上であるかを問わず

利用者等がとる行動に基づき、利用者が興味を持つ可能性

のあるコンテンツ、機能、クーポンおよびアカウントを強

調したり、Instagram の体験方法を提示したりしていま

す。↩ 
ポジティブで開放的かつ安全な環境を構築すること↩ 
弊社は、支援が必要と考える場合を含め、コミュニティの

メンバーの体験をポジティブかつ開放的なものにするため

に役立つツールを開発および使用し、これらに役立つリソ

ースを提供しています。その他にも、弊社には、有害な行

動や不正な行動のほか、弊社の規約やポリシーの悪用や違

反を防止するための活動を行うチームやシステムがありま

す。弊社が保有するすべての情報(利用者の情報を含む)

は、プラットフォームを安全に保つために使用されます。

また、コンテンツの不正利用や有害なコンテンツに関する

情報を、他の Facebook グループ企業や法執行機関との間

で共有する場合があります。詳しくは、データに関するポ

リシーをご覧ください。↩ 
拡大を続ける弊社のコミュニティを着実に支えるための技

術の開発と使用↩ 
弊社のサービスの中核は、拡大を続ける弊社のコミュニテ

ィに役立つ情報を整理し分析することです。弊社のサービ

スの重要な部分は、広範囲にわたるグローバルなコミュニ

ティのために、弊社のサービスをパーソナライズ、保護お

よび改善することに役立つ最先端技術を大規模なスケール

で創造および活用することです。人工知能や機械学習とい

った技術を用いることで、弊社はサービス全体を通した複

雑な処理に対応できるようになります。さらに、自動化技

術もサービスの機能性および保全の確保に役立ちます。↩ 



った技術を用いることで、弊社はサービス全体を通した複

雑な処理に対応できるようになります。さらに、自動化技

術もサービスの機能性および保全の確保に役立ちます。↩ 
Facebook グループ企業のほかの製品全体を通して、一貫性

のあるシームレスな体験を提供すること↩ 
Instagram は、 Facebook グループ企業の一員です。

Facebook グループ企業は、より優れた安全かつ確実なサー

ビスの提供を目的として、技術、システム、インサイトお

よび情報(利用者に関して弊社が保有する情報を含む)を共

有しています。詳しくは、データに関するポリシーをご覧

ください。また弊社は、ご利用中の Facebook グループ企

業の製品全体にわたって交流を行うことのできる手段を提

供するほか、Facebook グループ企業の製品全体を通してシ

ームレスかつ一貫性のある体験が得られるように設計され

たシステムを提供しています。↩ 
サービスへの確実なアクセスの実現↩ 
弊社のサービスを 
グローバルに運営するには、利用者の居住国以外を含む世

界各国に所在する弊社のシステムにデータを保管、移転す

る必要があります。弊社のサービスを提供するには、この

グローバルなインフラストラクチャの利用が必要であり不

可欠です。Facebook, Inc.、Facebook Ireland Limited、

またはこれらの関係会社が、このインフラストラクチャを

所有し、その運用を行う場合があります。↩ 
利用者が関心を寄せる方法で、利用者と、ブランド、製

品、サービスをつなぐこと↩ 
弊社は、Instagram やその他の Facebook グループ企業の製

品あるいは外部のパートナーから入手したデータを、利用

者にとって有意義であると弊社が判断する広告、クーポン

およびその他のスポンサー付きコンテンツを表示するため

に使用しています。さらに弊社は、そのコンテンツが利用

者の Instagram 上で他のすべての体験と適切に関連付くよ

うに努めます。↩ 
研究およびイノベーション↩ 
弊社は保有する情報を利用し、弊社のサービスについて理

解を深め、他者と協力して研究を進めています。この取り

組みを通じて、弊社はより良いサービスを提供し、弊社の

コミュニティを健全で望ましい状態に維持することができ

ます。↩ 
↩ 
弊社サービスへの資金援助↩ 
利用者は、本規約が対象とするサービスを利用すること

で、Instagram を無料で利用できる一方、弊社から広告の

配信を受けることに同意するものとします。これらの広告

は、ビジネスや組織が Facebook グループ企業の製品の内

外で宣伝するために広告料を支払って行っているもので

す。 弊社は、利用者にとって関連性が高い広告を配信す

るため、利用者のアクティビティまたは興味・関心に関す

る情報などの個人データを使用します。↩ 
↩ 
弊社では、利用者の身元を特定する情報を広告主に提供す

ることなく、関連性の高い有益な広告を配信することが可

能になっています。弊社が利用者の個人データを販売する

ことはありません。 広告主は、ビジネスの目的および広

告の配信を希望するオーディエンスの種類を弊社に知らせ

ることができます。 この情報をもとに、弊社は関心を示

す可能性のある利用者に広告を配信します。↩ 
↩ 
また、弊社は Instagram 内外で利用者が広告主のコンテン

ツに対してどのようなアクションを実行したかを広告主が

把握できるよう、広告のパフォーマンスに関するレポート

を広告主に提供します。 広告主には、例えば、設定した

オーディエンスについての理解を深めることができるよ
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リシー↩ 
弊社のサービスを提供するために、弊社は利用者の情報を

取得し、これを使用する必要があります。データに関する

ポリシーでは、弊社が Facebook 製品全体を通してどのよ

うに情報を取得、使用、また共有するかについて説明して

います。このポリシーは、Instagram のプライバシーおよ

びセキュリティ設定など、あなたがご自身の情報を管理す

るさまざまな方法についても説明しています。 Instagram

をご利用になる場合、データに関するポリシーに同意して

いただく必要があります。↩ 
↩ 
↩ 
利用者による誓約↩ 
弊社が提供するサービスのご利用にあたり、利用者は、次

の事項について、弊社に対して誓約していただく必要があ

ります。↩ 



う、一般的な利用者層データや興味・関心の情報が提供さ

れます。 ただし、弊社は、利用者の明確な許可を得ず

に、利用者を直接特定する情報(氏名やメールアドレスな

ど、それのみで利用者への連絡に使用できる、または利用

の身元が特定される情報)を共有しません。Instagram 広告

のしくみについて詳しくは、こちらをご覧ください。↩ 
↩ 
Instagram では、製品やサービスを宣伝するアカウント所

有者により投稿されたブランドコンテンツが利用者に表示

されることがあります。これらの表示は、そのコンテンツ

において言及されているビジネスパートナーとの取引関係

に基づいて行われます。これについて、詳しくはこちらを

ご覧ください。↩ 
↩ 
↩ 
データに関するポリシー↩ 
弊社のサービスを提供するために、弊社は利用者の情報を

取得し、これを使用する必要があります。データに関する

ポリシーでは、弊社が Facebook 製品全体を通してどのよ

うに情報を取得、使用、また共有するかについて説明して

います。このポリシーは、Instagram のプライバシーおよ

びセキュリティ設定など、あなたがご自身の情報を管理す

るさまざまな方法についても説明しています。 Instagram

をご利用になる場合、データに関するポリシーに同意して

いただく必要があります。↩ 
↩ 
↩ 
利用者による誓約↩ 
弊社が提供するサービスのご利用にあたり、利用者は、次

の事項について、弊社に対して誓約していただく必要があ

ります。↩ 
Instagram を利用できる方弊社は、法令に従って、弊社の

サービスをできる限りオープンで開放的にするとともに、

安全かつ確実で適法なものにしたいと考えています。そこ

で、Instagram コミュニティに参加する利用者には、いく

つかの制限事項の遵守について誓約していただく必要があ

ります。↩ 
13 歳以上であるか、または自国で Instagram を利用できる

法定年齢に達していること。↩ 
適用法により弊社サービスの一部の受領を禁止されていな

いこと。適用される取引禁止対象者リストに掲載されてい

る場合は、サービスに関連する支払いへの関与を禁止され

ていないこと。↩ 
法令違反や弊社のポリシー違反を理由として、過去にアカ

ウントを停止されたことがないこと。↩ 
性犯罪者でないこと。↩ 
Instagram で禁止されている行為広範囲にわたるコミュニ

ティに安全でオープンなサービスを提供するためには、私

たち全員がそれぞれの役割を果たす必要があります。↩ 
他人へのなりすましや不正確な情報の提供は禁止されてい

ます。↩ 
Instagram では、利用者ご自身の身元を開示していただく

必要はありませんが、弊社に対しては、正確かつ最新の情

報(登録情報を含む)を提供していただく必要があります。

これは個人データの提供を含むことがあります。また、他

者へのなりすましは禁止されており、本人から明示的な許

可を得ない限り、他者のアカウントを作成することはでき

ません。↩ 
不正な、誤解を招くおそれのある、または詐欺的な行為を

行うことや、違法または不正な目的で何らかの行為を行う

ことは禁止されています。↩ 
利用者は、本規約や弊社のポリシーに違反する(または、

これらに対する他の人の違反を手助けしたり、奨励したり

Instagram を利用できる方弊社は、法令に従って、弊社の

サービスをできる限りオープンで開放的にするとともに、

安全かつ確実で適法なものにしたいと考えています。そこ

で、Instagram コミュニティに参加する利用者には、いく

つかの制限事項の遵守について誓約していただく必要があ

ります。↩ 
13 歳以上であるか、または自国で Instagram を利用できる

法定年齢に達していること。↩ 
適用法により弊社サービスの一部の受領を禁止されていな

いこと。適用される取引禁止対象者リストに掲載されてい

る場合は、サービスに関連する支払いへの関与を禁止され

ていないこと。↩ 
法令違反や弊社のポリシー違反を理由として、過去にアカ

ウントを停止されたことがないこと。↩ 
性犯罪者でないこと。↩ 
Instagram で禁止されている行為広範囲にわたるコミュニ

ティに安全でオープンなサービスを提供するためには、私

たち全員がそれぞれの役割を果たす必要があります。↩ 
他人へのなりすましや不正確な情報の提供は禁止されてい

ます。↩ 
Instagram では、利用者ご自身の身元を開示していただく

必要はありませんが、弊社に対しては、正確かつ最新の情

報(登録情報を含む)を提供していただく必要があります。

他人へのなりすましは禁止します。また、本人から明示的

な許可を得ない限り、他の人のアカウントを作成すること

はできません。↩ 
不正な、誤解を招くおそれのある、または詐欺的な行為を

行うことや、違法または不正な目的で何らかの行為を行う

ことは禁止されています。↩ 
利用者は、この規約や弊社のポリシーに違反(または他の

人の違反を手助けしたり、奨励したり)してはなりませ

ん。これには具体的には、Instagram コミュニティガイド

ライン、Instagram プラットフォームポリシーおよび音楽

ガイドラインが含まれます。 
行為やコンテンツに関して報告を行う場合は、弊社のヘル

プセンターをご覧ください。↩ 
意図されたサービスの運用に支障をきたす行為や、これを

損なう行為は禁止されています。↩ 

 
不正な方法を用いて、アカウントの作成、情報へのアクセ

ス、または情報の取得を試みることは禁止されています。

↩ 
これには、弊社から明示的な許可を得ることなく、自動化

された手段を用いてアカウントを作成したり、情報を取得

したりする行為が含まれます。↩ 

 
ご自身のアカウント(ユーザーネームを含む)の一部分の購

入、販売または譲渡を試みること、また他のユーザーのロ

グイン認証もしくはバッジの募集、取得または使用を試み

ることは禁止されています。↩ 
個人情報や秘密情報を投稿したり、知的財産などの他者の

権利を侵害したりする行為は、禁止されています。↩ 
ご自身の知的財産権を侵害していると思われるコンテンツ

について報告する方法などについて、詳しくはこちらをご

覧ください。↩ 

 
弊社から事前に書面による許可を得ることなく、ドメイン

名や URL を自分のユーザーネームに使用することは、禁止

されています。↩ 
弊社に対する利用者の許可弊社と利用者との間の契約の一

部として、利用者は、弊社がサービスを提供するにあたり

必要となる許可を弊社に付与します。↩ 



する)ことを行ってはなりません。これのポリシーには、

具体的には Instagram コミュニティガイドライン、

Facebook プラットフォーム利用規約と開発者ポリシー、音

楽ガイドラインなどが含まれます。↩ 
ブランドコンテンツを投稿する利用者は、Facebook のブラ

ンドコンテンツツールの使用を義務付ける Facebook のブ

ランドコンテンツポリシーに準拠する必要があります。行

為やコンテンツに関して報告を行う場合は、弊社のヘルプ

センターをご覧ください。↩ 
意図されたサービスの運用に支障をきたす行為や、これを

損なう行為は禁止されています。↩ 
これには、詐欺的または根拠のない報告や異議申し立てを

行うことなどよって、報告、申し立て、または異議申し立

てを濫用することが含まれます。↩ 
不正な方法を用いて、アカウントの作成、情報へのアクセ

ス、または情報の取得を試みることは禁止されています。

↩ 
これには、弊社から明示的な許可を得ることなく、自動化

された手段を用いてアカウントを作成したり、情報を取得

したりする行為が含まれます。↩ 
Facebook または Facebook のサービスから取得されたアカ

ウントやデータを販売、ライセンス供与、または購入して

はなりません。↩ 
これには、ご自身のアカウント(ユーザーネームを含む)に

ついてその何らかの部分の購入、販売または譲渡を試みる

こと、他のユーザーのログイン認証情報またはバッジの募

集、取得、使用を試みること、また Instagram のユーザー

名、パスワードを所望または取得したり、アクセストーク

ンを悪用したりしようと試みることなどが含まれます。↩ 
他者の個人情報や秘密情報を許可なく投稿したり、知的財

産権などの他者の権利を侵害したりする行為(著作権侵

害、商標侵害、偽造、海賊品など)は禁止されています。↩ 
利用者は、適用法により認められている著作権および関連

する権利の例外事項または制約事項に基づき、他者の制作

物を使用できる場合があります。利用者は、ご自身が投稿

またはシェアするコンテンツに関して必要なすべての権利

を保有しているか取得済みであることを表明するものとし

ます。ご自身の知的財産権を侵害していると思われるコン

テンツについて報告する方法などについて、詳しくはこち

らをご覧ください。↩ 
Facebook の製品またはそのコンポーネントについて、改

変、翻案、派生物の作成、リバースエンジニアリングを行

ってはなりません。↩ 
弊社から事前に書面による許可を得ることなく、ドメイン

名や URL を自分のユーザーネームに使用することは、禁止

されています。↩ 
弊社に対する利用者の許可弊社と利用者との間の契約の一

部として、利用者は、弊社がサービスを提供するにあたり

必要となる許可を弊社に付与します。↩ 
弊社が利用者のコンテンツの権利の帰属を主張することは

ありませんが、利用者はコンテンツを使用するためのライ

センスを弊社に付与します。↩ 
利用者がそのコンテンツについて保有する権利に変動が生

じることはありません。弊社は、利用者がサービス上で、

またはサービスを通じて投稿するいかなる利用者のコンテ

ンツについても、その所有権を主張しません。利用者はご

自身のコンテンツを、誰とでも、好きな場所で自由にシェ

アすることができます。ただし、弊社はサービスを提供す

るために、利用者から一定の法的許可(一般的に「ライセ

ンス」と呼ばれる)を得る必要があります。利用者がサー

ビス上で、またはサービスに関連して、知的財産権の対象

となっているコンテンツ(写真や動画など)をシェア、投稿

またはアップロードする場合、利用者は、弊社が(利用者

弊社が利用者のコンテンツの権利の帰属を主張することは

ありませんが、利用者はコンテンツを使用するためのライ

センスを弊社に付与します。↩ 
利用者がそのコンテンツについて保有する権利に変動が生

じることはありません。弊社は、利用者がサービス上で、

またはサービスを通じて投稿するいかなる利用者のコンテ

ンツについても、その所有権を主張しません。 ただし、

利用者がサービス上で、またはサービスに関連して、知的

財産権の対象となっているコンテンツ(写真や動画など)を

シェア、投稿またはアップロードする場合、利用者は、弊

社が(利用者のプライバシー設定およびアプリ設定に沿っ

て)利用者のコンテンツをホスト、使用、配信、変更、運

営、複製、公演、公開あるいは翻訳し、また派生作品を作

成する非独占的、使用料なしの、譲渡可能、サブライセン

ス可能な全世界を対象としたライセンスを付与するものと

します。このライセンス付与は、利用者がコンテンツやア

カウントを削除することにより、いつでも終了させること

ができます。ただし、利用者が他の人にシェアしたコンテ

ンツであっても、その人が削除していないものについて

は、継続して表示されます。弊社が利用者の情報をどのよ

うに使用するのか、また利用者がご自身のコンテンツをど

のように管理または削除できるのかについて、詳しくはデ

ータに関するポリシーをご覧になるか、Instagram ヘルプ

センターにご相談ください。↩ 
利用者のユーザーネーム、プロフィール写真、およびアカ

ウントや広告、スポンサー付きコンテンツとの関係やこれ

らに対するアクションに関する情報の使用許可↩ 
利用者は、弊社が利用者に対していかなる謝礼を支払うこ

となく、フォローしているまたは関わりを持っているアカ

ウント、広告、クーポン、その他 Facebook 製品で表示さ

れるスポンサー付きコンテンツに並べて、あるいは関連し

て次の事項を表示することを弊社に許可するものとしま

す。利用者のユーザーネーム、プロフィール写真、および

アクション(「いいね！」など)または交友関係やつながり

(フォローなど)に関する情報。例えば、Instagram に有料

広告を表示するブランドが作成したスポンサー付き投稿に

利用者が「いいね！」をした場合、これを表示する場合が

あります。その他のコンテンツ上のアクションやその他の

アカウントのフォローと同じく、スポンサー付きコンテン

ツ上のアクションとスポンサー付きアカウントのフォロー

は、当該コンテンツやフォローを見ることを許可された人

に対してのみ表示されます。弊社は、利用者の広告設定を

尊重します。広告設定については、こちらをご覧くださ

い。↩ 
利用者は、サービスに関するアップデートが利用者のデバ

イスにダウンロードおよびインストールされることに同意

します。↩ 
↩ 
弊社が保持するその他の権利↩ 
利用者が自分のアカウント用に選択するユーザーネームま

たは類似のアカウント識別情報について、弊社が妥当また

は必要であると考える場合(例えば、それらが他者の知的

財産権を侵害する、または他のユーザーのなりすましであ

るなど)、弊社は当該情報を変更することがあります。↩ 
弊社が保有し、サービス上で提供するコンテンツのうち、

知的財産権の対象であるものを利用者が使用する場合(例

えば、弊社が提供する画像、デザイン、動画、音声のう

ち、利用者が自ら作成しシェアするコンテンツに追加する

ものなど)、弊社のコンテンツに属するすべての権利(利用

者に属する権利を除く)は、弊社が継続して保有するもの

とします。↩ 
利用者は、弊社のブランドガイドラインにより明示的に許

可されている場合、または弊社から事前に書面による許可



のプライバシー設定およびアプリ設定に沿って)利用者の

コンテンツをホスト、使用、配信、変更、実行、複製、公

演、公開または翻訳し、またその派生作品を作成できる、

非独占的、使用料なしの、譲渡可能、サブライセンス可能

な、全世界を対象としたライセンスを弊社に付与するもの

とします。このライセンスは、コンテンツが弊社のシステ

ムから削除されるとその時点で終了します。利用者は、コ

ンテンツを個別に削除することも、アカウントを削除して

すべてのコンテンツを一括削除することもできます。弊社

が利用者の情報をどのように使用するのか、また利用者が

ご自身のコンテンツをどのように管理または削除できるの

かについて、詳しくはデータに関するポリシーをご覧にな

るか、Instagramヘルプセンターをご確ください。↩ 
利用者のユーザーネーム、プロフィール写真、およびアカ

ウントや広告、スポンサー付きコンテンツとの関係やこれ

らに対するアクションに関する情報の使用許可↩ 
利用者は、弊社が利用者に対していかなる謝礼を支払うこ

となく、フォローしているまたは関わりを持っているアカ

ウント、広告、クーポン、その他 Facebook 製品で表示さ

れるスポンサー付きコンテンツに並べて、あるいは関連し

て次の事項を表示することを弊社に許可するものとしま

す。利用者のユーザーネーム、プロフィール写真、および

アクション(「いいね！」など)または交友関係やつながり

(フォローなど)に関する情報。例えば、Instagram に有料

広告を表示するブランドが作成したスポンサー付き投稿に

利用者が「いいね！」をした場合、これを表示する場合が

あります。その他のコンテンツ上のアクションやその他の

アカウントのフォローと同じく、スポンサー付きコンテン

ツ上のアクションとスポンサー付きアカウントのフォロー

は、当該コンテンツやフォローを見ることを許可された人

に対してのみ表示されます。弊社は、利用者の広告設定を

尊重します。広告設定については、こちらをご覧くださ

い。↩ 
利用者は、サービスに関するアップデートが利用者のデバ

イスにダウンロードおよびインストールされることに同意

します。↩ 
↩ 
弊社が保持するその他の権利↩ 
利用者が自分のアカウント用に選択するユーザーネームま

たは類似のアカウント識別情報について、弊社が妥当また

は必要であると考える場合(例えば、それらが他者の知的

財産権を侵害する、または他のユーザーのなりすましであ

るなど)、弊社は当該情報を変更することがあります。↩ 
弊社が保有し、サービス上で提供するコンテンツのうち、

知的財産権の対象であるものを利用者が使用する場合(例

えば、弊社が提供する画像、デザイン、動画、音声のう

ち、利用者が自ら作成しシェアするコンテンツに追加する

ものなど)、弊社のコンテンツに属するすべての権利(利用

者に属する権利を除く)は、弊社が継続して保有するもの

とします。↩ 
利用者は、弊社のブランドガイドラインにより明示的に許

可されている場合、または弊社から事前に書面による許可

を得た場合に限り、弊社の知的財産権や商標、または類似

の商標を使用できます。↩ 
利用者が弊社のソースコードの改変や派生物の作成、デコ

ンパイル、弊社のソースコードを抽出するようなその他の

操作を行う場合、弊社からの書面による許可、またはオー

プンソースライセンスに基づく許可を得る必要がありま

す。↩ 
↩ 
コンテンツの削除およびアカウントの停止または終了↩ 
利用者によってサービスにシェアされたいずれかのコンテ

ンツや情報が本利用規約や弊社のポリシー(Instagram コミ

を得た場合に限り、弊社の知的財産権や商標、または類似

の商標を使用できます。↩ 
利用者が弊社のソースコードの改変や派生物の作成、デコ

ンパイル、弊社のソースコードを抽出するようなその他の

操作を行う場合、弊社からの書面による許可、またはオー

プンソースライセンスに基づく許可を得る必要がありま

す。↩ 
↩ 
コンテンツの削除およびアカウントの停止または終了↩ 
利用者によってサービスにシェアされたいずれかのコンテ

ンツや情報が本利用規約や弊社のポリシー(Instagram コミ

ュニティガイドラインを含む)に違反していると弊社が判

断した場合、もしくは法律により削除が認められているま

たは義務付けられている場合、弊社は、当該コンテンツや

情報を削除することができます。弊社は、コミュニティま

たはサービスを保護する目的がある場合、すべてまたは一

部のサービスの提供を直ちに拒否または停止することがで

きます(アカウントの終了や停止を含む)。または、利用者

の行為により弊社に何らかのリスクが生じたり、弊社が法

的リスクを負うこととなったりした場合、利用者が本利用

規約または弊社のポリシー(Instagram コミュニティガイド

ラインを含む)に違反した場合、利用者が他者の知的財産

権を繰り返し侵害した場合、または法律により許容または

要求される場合についても同様とします。アカウントを停

止または終了させる措置を講じる場合、必要に応じて利用

者に通知します。何らかの誤りによりアカウントが終了さ

れたと思われる場合、またはアカウントを停止または完全

に削除したい場合は、ヘルプセンターにご相談ください。

↩ 
利用者が削除したコンテンツは、一定期間バックアップコ

ピーに残る 
場合があるほか、 
他者がそれをシェアした場合は、引き続き表示されます 

 

 

 

 

 

 
。 
本段落および下記の「利用者の同意事項およびご同意いた

だけない場合に関する事項」は、アカウントが終了または

削除された後にも引き続き適用されます。↩ 
↩ 
利用者の同意事項および同意いただけない場合に関する事

項↩ 
同意事項↩ 
サービスで音楽を使用する場合、弊社の音楽ガイドライン

もあわせて適用されます。また API を使用する場合は、弊

社のプラットフォームポリシーが適用されます。その他の

一定の機能や関連サービスを利用する場合には、さらにそ

の他の規約が提供されることとなり、弊社との同意事項の

一部となります。例えば、支払い機能を利用する場合に

は、ミュニティ決済規約への同意を求められます。その他

の規約と本同意事項の間に抵触する事項がある場合、その

他の規約が優先適用されます。↩ 
本同意事項に施行不能な部分が見つかったとしても、残り

の部分は有効に存続するものとします。↩ 
本同意事項の改訂または放棄は、書面により行われ、弊社

の署名が必要となります。弊社が本同意事項のいずれかを

履行強制しなかった場合においても、それは放棄とみなさ

れません。↩ 



ュニティガイドラインを含む)に違反していると弊社が判

断した場合、または法律によりその削除が認められている

か義務付けられている場合、弊社は当該コンテンツや情報

を削除することができます。弊社は、コミュニティまたは

サービスを保護する目的上、サービスの全部または一部の

提供を直ちに拒否または停止することができます

(Facebook 製品や Facebook グループ企業の製品へのアクセ

ス権の取り消しや停止を含む)。また、利用者の行為によ

り弊社に何らかのリスクが生じたり、弊社が法的リスクを

負うこととなったりした場合、利用者が本利用規約または

弊社のポリシー(Instagram コミュニティガイドラインを含

む)に違反した場合、利用者が他者の知的財産権を繰り返

し侵害した場合、または法律により許容または義務付けら

れている場合についても同様とします。弊社はまた、弊社

に対する法律上または規制上の悪影響を回避または軽減す

るために合理的に必要であると判断した場合、本サービス

を終了または変更したり、本サービス上でシェアされたコ

ンテンツや情報を削除またはブロックしたり、サービスの

全部または一部の提供を停止したりすることができます。

何らかの誤りによりアカウントが取り消されたと思われる

場合、またはアカウントを停止または完全に削除したい場

合は、ヘルプセンターをご覧ください。コンテンツまたは

アカウントの削除依頼をいただいた場合、ご依頼後 30 日

以内に削除処理 
が自動的に開始されます。 削除処理の開始後にコンテン

ツが削除されるまでには、最長で 90 日かかります。 この

ようなコンテンツの削除処理が実行されている間、そのコ

ンテンツを他の利用者が見ることはできなくなっています

が、本利用規約および弊社のデータに関するポリシーが引

き続きそのコンテンツに適用されます。 コンテンツの削

除後、それをバックアップと災害復旧システムから除去す

るまでには、最長で 90日かかります。↩ 
以下の場合、コンテンツは、アカウントの削除またはコン

テンツ削除処理の開始から 90日以内に削除されません。↩ 
そのコンテンツを他者がライセンスに基づき引き続き使用

しており、削除していない場合(この場合、当該コンテン

ツが削除されるまでこのライセンスは引き続き適用されま

す)↩ 
弊社システムの技術的な制約により、90 日以内に削除する

ことが不可能な場合(この場合、弊社は技術的に可能な範

囲で速やかに削除を完了させます)↩ 
削除することにより、弊社が以下の実施において制限を受

ける場合↩ 
不正なアクティビティや弊社規約およびポリシーへの違反

を調査または特定すること(例えば、弊社の製品やシステ

ムの不正利用を特定または調査すること)↩ 
弊社の製品、システムおよび利用者の安全とセキュリティ

を保護すること↩ 
証拠保全などの法的義務に従うこと↩ 
司法機関、行政機関、法執行機関、または政府機関の要求

に従うこと↩ 
上記のいずれかに該当する場合、対象のコンテンツは上記

目的における保持の必要性が消滅するまで保持されます

(正確な保持期間は個々のケースにより異なります)。↩ 
アカウントを利用者が削除するか、弊社が停止した場合、

本利用規約は利用者と弊社の間の合意事項としての効力を

失いますが、本段落および下記の「利用者の同意事項およ

びご同意いただけない場合に関する事項」は、アカウント

の終了、停止または削除後にも引き続き適用されます。↩ 
↩ 
利用者の同意事項および同意いただけない場合に関する事

項↩ 
同意事項↩ 

弊社は利用者に対して明示的に付与されていない権利をす

べて留保します。↩ 
同意事項に基づく権利↩ 
本同意事項に基づき、第三者に対して権利が付与されるこ

とはありません。↩ 
利用者は、弊社の同意を得ることなく、本同意事項に基づ

く利用者の権利または義務を譲渡することができません。

↩ 
弊社の権利と義務については、弊社が他者に対して譲渡す

ることができます。その例としては、(合併、買収または

事業や資産の売却などにより)弊社の所有者が変更する場

合、または法律により義務付けられる場合などがありま

す。↩ 
↩ 
問題発生に関する責任の所在↩ 
サービスは「現状のまま」で提供されるものであり、弊社

は、サービスが安全かつ確実であることや、常に完全に動

作することを保証することはできません。また法律上認め

られる範囲で、弊社は、明示、黙示を問わず、いかなる保

証責任も負いません。これには、商品性、特定目的適合

性、所有権、および非侵害についての黙示的保証が含まれ

ます。↩ 
弊社は、利用者の言動を管理せず、また(オンライン、オ

フラインを問わず)利用者の行為や行動、コンテンツ(違法

または不適切なコンテンツを含む)に関しても責任を負い

ません。弊社は、他者や他社が提供したサービスや機能に

ついては、たとえ利用者が弊社のサービスを通じてアクセ

スしたものである場合であっても、その責任を負いませ

ん。↩ 
サービス利用時に発生した問題に関して弊社が負う責任

(「法的責任」ともいいます)は、法律により認められる範

囲に限定されます。サービスに何らかの問題が発生した場

合にどのような影響が生じる可能性があるかについて、弊

社がすべてを把握することはできません。利用者は、本規

約に起因または関連して何らかの利益、収入、情報もしく

はデータが失われ、または派生的損害、特別損害、間接損

害、懲罰的損害もしくは付随的損害が発生した場合、弊社

がそのような損害が発生する可能性を把握していたとして

も、弊社がその責任(「法的責任」ともいいます)を負わな

いことに同意します。これには、弊社が利用者のコンテン

ツ、情報またはアカウントを削除した場合に発生する損害

を含まれます。↩ 
紛争の解決方法↩ 
利用者が消費者に該当する場合、本規約に起因または関連

して弊社に対して行う何らかの請求、申し立ての提起、ま

たは紛争(以下「請求」)については、利用者の居住国の法

律が適用され、その請求は、当該国における当該請求の管

轄裁判所で解決することができます。その他のすべての場

合、請求の解決は米国で専属的に解決することに同意し、

抵触法の規定にかかわらず、当該請求は、カリフォルニア

北部地区連邦地方裁判所、またはサンマテオ群に所在する

州裁判所のいずれかでのみ解決すること、当該請求に関す

る申し立てを行う目的において、上記のいずれかの裁判所

の対人管轄権に従うこと、本規約や請求は、カリフォルニ

ア州法に準拠することに同意します。↩ 
利用者からのご意見↩ 
いつでも、フィードバックやその他のご提案をお聞かせく

ださい。ただし、弊社は、いかなる制限あるいは謝礼の支

払い義務も負うことなくこれらの情報を使用できるものと

し、またその秘密を保持する義務を負わないものとしま

す。↩ 
↩ 
本規約の更新↩ 



サービスで音楽を使用する場合、弊社の音楽ガイドライン

もあわせて適用されます。また API を使用する場合は、弊

社の Facebook プラットフォーム利用規約と開発者ポリシ

ーが適用されます。他の特定の機能や関連サービスを利用

する場合には、追加の規約も適用されることとなり、当該

規約も弊社との合意事項の一部となります。例えば、支払

い機能を利用する場合には、ミュニティ決済規約への同意

を求められます。その他の規約と本同意事項の間に抵触す

る事項がある場合、その他の規約が優先適用されます。↩ 
本同意事項に施行不能な部分が見つかったとしても、残り

の部分は有効に存続するものとします。↩ 
本同意事項の改訂または放棄は、書面により行われ、弊社

の署名が必要となります。弊社が本同意事項のいずれかを

履行強制しなかった場合においても、それは放棄とみなさ

れません。↩ 
弊社は利用者に対して明示的に付与されていない権利をす

べて留保します。↩ 
同意事項に基づく権利↩ 
本同意事項に基づき、第三者に対して権利が付与されるこ

とはありません。↩ 
利用者は、弊社の同意を得ることなく、本同意事項に基づ

く利用者の権利または義務を譲渡することができません。

↩ 
弊社の権利と義務については、弊社が他者に対して譲渡す

ることができます。その例としては、(合併、買収または

事業や資産の売却などにより)弊社の所有者が変更する場

合、または法律により義務付けられる場合などがありま

す。↩ 
↩ 
問題発生に関する責任の所在↩ 
サービスは「現状のまま」で提供されるものであり、弊社

は、サービスが安全かつ確実であることや、常に完全に動

作することを保証することはできません。また法律上認め

られる範囲で、弊社は、明示、黙示を問わず、いかなる保

証責任も負いません。これには、商品性、特定目的適合

性、所有権、および非侵害についての黙示的保証が含まれ

ます。↩ 
弊社は、利用者の言動を管理せず、また(オンライン、オ

フラインを問わず)利用者の行為や行動、コンテンツ(違法

または不適切なコンテンツを含む)に関しても責任を負い

ません。弊社は、他者や他社が提供したサービスや機能に

ついては、たとえ利用者が弊社のサービスを通じてアクセ

スしたものである場合であっても、その責任を負いませ

ん。↩ 
サービス利用時に発生した問題に関して弊社が負う責任

(「法的責任」ともいいます)は、法律により認められる範

囲に限定されます。サービスに何らかの問題が発生した場

合にどのような影響が生じる可能性があるかについて、弊

社がすべてを把握することはできません。利用者は、本規

約に起因または関連して何らかの利益、収入、情報もしく

はデータが失われ、または派生的損害、特別損害、間接損

害、懲罰的損害もしくは付随的損害が発生した場合、弊社

がそのような損害が発生する可能性を把握していたとして

も、弊社がその責任(「法的責任」ともいいます)を負わな

いことに同意します。これには、弊社が利用者のコンテン

ツ、情報またはアカウントを削除した場合に発生する損害

を含まれます。↩ 
紛争の解決方法↩ 
利用者が消費者に該当する場合、本規約に起因または関連

して弊社に対して行う何らかの請求、申し立ての提起、ま

たは紛争(以下「請求」)については、利用者の居住国の法

律が適用され、その請求は、当該国における当該請求の管

轄裁判所で解決することができます。 その他の場合はす

弊社のサービスやポリシーは、変更される場合がありま

す。また、変更されたサービスやポリシーを正確に反映さ

せるために、本規約を変更する必要が生じる場合がありま

す。法律に別段の定めがない限り、弊社は、本規約を変更

する前に、(サービスなどを通じて)その旨を利用者に通知

し、変更された規約が効力を生じる前に利用者に確認する

機会を提供します。更新後にサービスの利用を継続する場

合は、更新後の規約が利用者を法的に拘束することになり

ます。本規約または更新後の規約への同意を希望しない場

合、こちらでアカウントを削除できます。 



べて、利用者は、請求は米国カリフォルニア州北部地区連

邦地方裁判所か、サンマテオ群に所在する州裁判所でのみ

解決されなければならないこと、当該請求に関する訴訟を

行う目的においては、上記のいずれかの裁判所の対人管轄

権に服すること、ならびに本利用規約および請求には抵触

法の規定にかかわらずカリフォルニア州の法律が適用され

ることに同意するものとします。 上記の規定に制限を課

すことなく、利用者は、不正に Facebook Inc.の製品を濫

用する、または不正に弊社の製品に干渉する、もしくは関

わる取り組みに対して弊社が有する利用者に対する請求

を、弊社がその独自の裁量により、当該請求に対する管轄

権を有する利用者の居住国にて提起することもできること

に同意するものとします。↩ 
利用者からのご意見↩ 
いつでも、フィードバックやその他のご提案をお聞かせく

ださい。ただし弊社は、ご提供いただいたこのような情報

を、いかなる制限も受けず、ご提供者への謝礼の支払い義

務も負うことなく使用できること、またその情報の秘密を

保持する義務を負わないことはご了承ください。↩ 
↩ 
本規約の更新↩ 
弊社のサービスやポリシーは、変更される場合がありま

す。また、変更されたサービスやポリシーを正確に反映さ

せるために、本規約を変更する必要が生じる場合がありま

す。法律に別段の定めがない限り、弊社は、本規約を変更

する前に、(サービスなどを通じて)その旨を利用者に通知

し、変更された規約が効力を生じる前に利用者に確認する

機会を提供します。更新後にサービスの利用を継続する場

合は、更新後の規約が利用者を法的に拘束することになり

ます。本規約または更新後の規約への同意を希望しない場

合、こちらでアカウントを削除できます。 

 


