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本サービス(Service)及び如何なるSnowflakeの提供物の利用は、この利用規定 (Acceptable Use Policy)（以下「本利
用規定」といいます）の対象となります。 

 
大文字で始まる用語は、お客様とSnowflakeとの間の該当する契約に記載された意味を有します。 

 
お客様は、本サービスを以下の目的で利用しないこと、及び第三者に本サービスの利用を許可しないことに同意します。 

 
Use of the Service and any Snowflake offerings are subject to this Acceptable Use Policy. 
 
Capitalized terms have the meaning stated in the applicable agreement between Customer and Snowflake. 
 
Customer agrees not to, and not to allow third parties to, use the Service: 
 

1. (a)権利侵害若しくは名誉毀損に該当し、違法若しくは不法であり、又は第三者の 権利に抵触するコンテンツ、(b)本
サービス又はSnowflake提供物の通常の機能（トラフィック又はデータの監視を含む）を妨害し又はこれを制限する
コンテンツ又はテクノロジー、又は(c)ウィルス、マルウェアその他の悪質なコードを保存、送信又は提供する目的。 

 to store, transmit, or make available: (a) content that is infringing, libelous, unlawful, tortious, or in violation of third-
party rights, (b) content or technology that harms, interferes with, or limits the normal operation of the Service or 
Snowflake offerings, including monitoring traffic or data, or (c) viruses, malware, or other malicious code. 

 

2. 違法、脅迫的若しくは攻撃的な利用の目的、又はそれらと同様の不適切な目的（嫌悪感情若しくは暴力を喧伝

し、又は第三者に危害を加え若しくは当社の評判を低下させることを含む）。 

 for illegal, threatening, or offensive uses, or for similarly objectionable purposes, such as propagating hate or violence 
or causing harm to others or to our reputation; 

 
3. 第三者の個人情報（不正に入手されたクレジットカード情報又はアカウント認証情報を含むが、これらに限定され

ません）を不正に使用し又はそれに関連する行為を助長する目的。 

 to transact in, or facilitate activities related to, misappropriating another individual’s identity, including, but not limited 
to, improperly obtained credit card information and/or account credentials; 

 

4.  本契約で明示的に許可された場合を除き、暗号通貨のマイニング又は類似の活動に従事する目的。 

to engage in cryptocurrency mining or similar activities except as expressly authorized under the Agreement; 
 

5. 本サービス又は如何なるSnowflake提供物又は関連システム（Snowflake の業務委託先及びその他の顧客又はユーザ
ーのものも含む）に不正アクセスする目的。 

 to attempt to gain unauthorized access to the Service or any Snowflake offerings or any related systems, including 
those of Snowflake’s subcontractors and other customers or users; 

 
6. 本契約・本規約に違反する方法により本サービス又は如何なるSnowflake提供物への直接的若しくは間接的なアクセ

ス若しくは利用を許可する目的、又は本契約・本規約で認められる場合を除き本サービス又は如何なるSnowflake提
供物に関連する知的財産にアクセスし又はこれを利用するために本サービス又は如何なるSnowflake提供物を利用す
る目的。 

 to permit direct or indirect access to or use of the Service or any Snowflake offerings in a way that violates the 
Agreement or use of the Service or any Snowflake offerings to access or use any intellectual property in or related to 
the Service or any Snowflake offerings except as permitted under the Agreement; 

 
7. 本サービス又は如何なるSnowflake提供物又はその部分、要素、機能若しくはユーザーインターフェイスをコピーす

る目的（ただし、本契約・本規約に基づき、クライアントソフトウェアに関して明示的に許可されている場合を除
きます）。 

 to copy the Service or any Snowflake offerings, or any part, feature, function or user interface thereof except as 
expressly allowed for Client Software under the Agreement; or 

 
8. 類似若しくは競合的な製品若しくはサービスを開発する目的。 

 to build similar or competitive products or services.  
 



お客様は、本サービスのベンチマークテスト(以下「テスト」といいます)を実施することができます。 お客様は、外部に開
示できないプレビューを含むテストを除き、テストを再現するために必要なすべての情報を開示の一部として含める場合は、
テストを外部に開示するか、又は、テストの結果を外部に開示させることができます。 

 

本契約・本規約にこれと異なる趣旨の定めがある場合であっても、本契約・本規約と本利用規定との間に不一致がある場合
には、本利用規定が優先します。本利用規定は合理的な通知（本サービスを通じて又は本利用規定の更新版を掲載すること
により提供されます）を行うことにより、適宜更新することができます。本利用規定の違反があった場合には、お客様の本

サービス又は如何なるSnowflake提供物へのアクセス及び利用は停止又は解除されることがあります。 

 

本利用規定の言語は、英語及び日本語です。英語と日本語の間に齟齬がある場合は、日本語の文章が優先されます。 

 
Customer may conduct benchmark tests of the Service (each a “Test”).  Other than with respect to Tests involving Previews, 
which may not be disclosed externally, Customer may externally disclose a Test or otherwise cause the results of a Test to 
be externally disclosed if it includes as part of the disclosure all information necessary to replicate the Test. 
 
Notwithstanding anything to the contrary in the Agreement, in the event of any conflict between the Agreement and this 
AUP, this AUP shall govern.  This AUP may be updated by Snowflake from time to time upon reasonable notice (which may 
be provided through the Service or by posting an updated version of this AUP). Any violation of this AUP may result in the 
suspension or termination of your access to and use of the  
Service or any Snowflake offering. 
 
The language of this AUP is English and Japanese. In the event of a conflict between the English and Japanese text, the 
Japanese text shall govern. 
 


