END USER LICENSE AGREEMENT FOR
BRAIN CORPORATION’S
AUTONOMOUS NAVIGATION SOFTWARE
WHIZ
We take agreements with our customers seriously. This End User License Agreement (this “agreement”) explains
the use of our software and autonomy services, and the terms and conditions of your license with Brain Corporation.
Please read the details contained in this agreement to ensure that you are fully informed. By using our products and
services, you are agreeing to the terms and conditions contained in this agreement. If you have any questions or
concerns, please contact us using the details provided in the “Contact Us” section.

Introduction
This agreement covers the terms and conditions for the use of any Brain Corporation autonomous navigation
software (“software”) contained on any “Whiz” vacuum or sweeper product sold or distributed under the “Brain” or
“BrainOS” trademark (each, a “Whiz robot”). This agreement forms a legally binding contract between you and us,
Brain Corporation, a California corporation (“Brain”) for the use of the software and Whiz robot(s).

1. Accepting this Agreement
By (a) using the software or the autonomy features, (b) executing an order form or other agreement that references
this agreement, (c) clicking a box indicating your acceptance, or (d) signing at the end of this agreement, you agree to
be bound by the terms and conditions of this agreement, including its limitations on access, use, transferability,
warranty and liability. In addition, you are agreeing that you have the authority to bind yourself (or your employer or
other entity on whose behalf you are agreeing) to the terms and conditions of this agreement. You agree that this
agreement is enforceable like any written negotiated agreement signed by you. If you do not agree to these terms and
conditions, you may not use the software or the autonomy features or exercise any of the rights granted by this
agreement.

2. Autonomy Services
During the initial period specified in the purchase order or other agreement for your purchase, rental, lease, or use
of the Whiz robot and any additional purchase of an extension of access to the autonomy features between you
and Brain, SoftBank Robotics Group Corp. and its affiliates (meaning with respect to SoftBank Robotics Group
Corp. any legal entity which directly or indirectly is controlled by SoftBank Robotics Group Corp.) (individually and
collectively, “SoftBank”), or an authorized manufacturer, reseller or distributor (an “authorized seller”), we agree
to provide the following services (the “autonomy services”) to you:
2.1

2.2

Autonomy Features. With the autonomous navigation and other features of the software (the “autonomy
features”) enabled for a Whiz robot, the Whiz robot can clean along routes that you pre-configure. You are
solely responsible for the design of all pre-configured routes. Without the autonomy features enabled, the
Whiz robot will not be able to operate autonomously but can be used in manual operation.

Support Services. Brain will provide you software support services from the robot operations center (“ROC”),
which provide the following, as applicable: (a) cloud-connectivity for remote diagnosis of problems and
support relating to the autonomy features; (b) software updates for safety-critical or new software features;
and (c) summary data on the usage and operation of each Whiz robot.
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3. Use of the Software and Autonomy Features by You
You must comply with the usage rules established below that apply to all Whiz robots:
3.1

You agree that you are responsible for the operation and use of the autonomy features by you and your
employees, agents, and contractors and any transferee or other entity that you permit to use the Whiz robot
(“permitee”). Use of the autonomy services and the autonomy features carry the following restrictions and
limitations on use as provided in this Section 3 (the “restrictions on use”).

3.2

You agree to use the software, autonomy services, or the autonomy features only for purposes that are
permitted by (a) this agreement, and (b) any applicable law, regulation, or generally accepted practices or
guidelines in the relevant jurisdictions (including any laws regarding the export of data or software to and
from the United States, or such other country in which you purchase, lease, rent, or use the Whiz robot).

3.3

Approved Uses. The autonomy features allow the Whiz robot to learn actions performed by an operator
and later autonomously perform similar actions based on that learning. Notwithstanding the restrictions on
use in this Section 3, you, your employees, agents, contractors, and other permitees, shall only use the Whiz
robot and autonomy services to clean dry, carpeted areas and surfaces reasonably cleaned by a manual
vacuum or sweeper in “approved environments.” Specifically, these approved environments are physical
spaces that are monitored and designated for cleaning using industry standard practices for machinery. All
areas in which the Whiz robot operates in autonomous mode must be flat (i.e., without an incline or decline
gradient exceeding 5%). While a Whiz robot is in autonomous mode, all drops and cliffs need to be avoided,
and all stairs, escalators, and moving platforms near to the Whiz robot during its operation must be guarded
by a physical barrier. You, as well as your employees, agents, contractors, and other permitees, shall use the
autonomy services in accordance with the Whiz robot’s user manuals. These manuals may be updated,
revised or otherwise modified by Brain, SoftBank, or an authorized seller.

3.4

Cellular Connection. During operation, if access to a 4G/LTE cellular connection is not available for a Whiz
robot, Brain may not be able to provide that Whiz robot the applicable support services from the ROC
described in paragraph 2.2.

3.5

Proper Maintenance and Inspections. You, as well as your employees, agents, contractors, and other
permitees, shall only use the software and the autonomy features so long as the Whiz robot is maintained
and operated in accordance with the Whiz robot’s user manuals. This maintenance and operation shall
include, but not be limited to, (a) inspection of the Whiz robot prior to operation to ensure, among other
things, brushes are properly positioned and cleaned, debris bags, trays and/or hoppers are clean and clear
from obstruction, and there is no obvious damage to the Whiz robot, and (b) maintenance and routine
service at least in accordance with industry standards for manual vacuums or sweepers. All Whiz robots are
to be stored in a reasonably secure location away from public access.

3.6

Conduct Restrictions. You, as well as your employees, agents, contractors, and other permitees, shall not
engage in any of the following conduct or activities: (a) operating a Whiz robot in any manner that
constitutes a prohibited use under the Whiz robot’s user manuals or periodic updates; (b) intentionally
tampering with, modifying, or damaging the Whiz robot or any hardware or sensors containing or associated
with the software or the autonomy services; (c) installing or modifying, or attempting to install or modify,
any software other than the software on the Whiz robot (except solely as otherwise permitted under
pursuant to any open source licenses, if any, provided to you by Brain, in connection with the software
licensed hereunder); (d) installing or attempting to install the software on any hardware or device other than
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the Whiz robot; (e) using the software or the autonomy services to conduct any operation of the Whiz robot
beyond routine cleaning functions within an approved environment; or (f) attempting to deliberately
damage or undermine the legitimate operation of the autonomy services or the software. The Whiz robots,
software, and autonomy services are not designed or intended for use in environments requiring fail-safe
performance, including any application in which the failure of the Whiz robots, software, and autonomy
services would reasonably likely lead directly to death, personal injury, or severe physical or property
damage.

4. License from Brain
4.1

Subject to the terms of this agreement, we are granting you a royalty-free, non-sublicensable, and nonexclusive license solely during the period when you have access to the autonomy services as provided in
Section 2 and solely for your use (or your use on behalf of your employer or entity on whose behalf you are
agreeing) of the software in the country in which Brain, SoftBank, or an authorized seller delivered the Whiz
robot to you in conjunction with (a) the Whiz robot pre-loaded with the software that you acquired and (b)
the autonomy services. “Use” as used in this paragraph shall mean the ability to run or execute the software
through an interface on the Whiz robot as necessary to navigate and operate the Whiz robot autonomously
in an approved environment in accordance with Section 3.

4.2

All rights not specifically granted under this agreement are reserved by us and, as applicable, our licensors.
THE SOFTWARE IS LICENSED, NOT SOLD. YOU ARE PERMITTED TO USE THE SOFTWARE ONLY IN
ACCORDANCE WITH THE TERMS OF, AND ONLY AS EXPRESSLY ALLOWED BY, THIS AGREEMENT. Your
license confers no title or ownership in the software and should not be construed as a sale of any rights in
the software. This agreement also applies to any patches or updates you may obtain for the software, and
to the software on any Whiz robot that you use.

4.3

You agree and acknowledge that Brain, our affiliates (meaning with respect to Brain any legal entity which
directly or indirectly is controlled by Brain) and our licensors own all legal right, title and interest in and to
the software (including any patches and updates to the software and all copies), including any intellectual
property rights that subsist in the software. "Intellectual property rights" means any and all rights under
patent law, copyright law, moral rights, trade secret law, trademark law, and all other proprietary rights. We
reserve all rights not expressly granted to you. Our software is protected by the copyright laws of the United
States, international copyright treaties and conventions and other laws of the country in which you purchase,
rent, lease, or use the Whiz robot.

4.4

You may not: (a) copy, modify, adapt, redistribute, decompile, reverse engineer, disassemble, or create
derivative works of the software or any part of the software; or (b) sell, rent, lease, license, distribute or
otherwise transfer, commercialize, or offer or provide a service with, any software or device (other than the
Whiz robot as provided to you) incorporating the software or any part of the software.

4.5

Nothing in this agreement gives you a right to use any of our trade names, trademarks, service marks, logos,
domain names, or other distinctive brand features.

4.6

You agree that you will not remove, obscure, or alter any proprietary rights notices (including patent,
copyright, and trademark notices) that may be affixed to or contained within the software or the Whiz robot.

5. Privacy and Information
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To continually innovate and improve our software and to provide additional or improved products, software, or
services to current or future customers, we may collect, and you agree to the collection of, certain data from the
software or the Whiz robot maintained and used in accordance with Brain's Data Policy (available at
www.braincorporation.com/data-privacy), as may be updated by Brain from time to time. The Whiz robot uses
onboard cameras to see its surroundings. On occasion, the cameras may capture images of people who happen to
be in its surrounding. There may be additional laws in your jurisdiction of operation relating to your use of technology
with cameras. Please comply with all applicable laws, including using signage or obtaining consents as required.

6. Terminating this Agreement
6.1

This agreement will continue to apply until terminated by either you or Brain as set out below.

6.2

If you want to terminate this agreement, you may do so by ceasing completely your use of the software and
the autonomy features. You may be required to separately terminate your autonomy services under terms
and conditions provided in your purchase order, lease, rental agreement, or other agreement with Brain,
SoftBank, or an authorized seller.

6.3

We may, at any time, immediately terminate this agreement with you if: (a) you have breached any provision
of this agreement; or (b) Brain is required to do so by law. In the event you make any use of the software,
autonomy services, or the autonomy features not expressly permitted by this agreement, your license rights
under this agreement shall immediately and automatically terminate. When this agreement comes to an
end, all legal rights, obligations and liabilities that you and Brain have benefited from, been subject to (or
which have accrued over time while this agreement has been in force) or which are expressed to continue
indefinitely, shall not be affected and the provisions of paragraph 10.4 shall continue to apply to such rights,
obligations and liabilities indefinitely.

7. Disclaimer of Warranties
YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT YOUR USE OF THE SOFTWARE, AUTONOMY SERVICES, AND
AUTONOMY FEATURES IS AT YOUR SOLE RISK AND THAT THE SOFTWARE, AUTONOMY SERVICES, AND AUTONOMY
FEATURES ARE PROVIDED "AS IS" AND "AS AVAILABLE" WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND FROM BRAIN. BRAIN
FURTHER EXPRESSLY DISCLAIMS ALL WARRANTIES AND CONDITIONS OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED,
INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES AND CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE AND NON-INFRINGEMENT.

8. Limitation of Liability
YOU EXPRESSLY UNDERSTAND AND AGREE THAT BRAIN, ITS SUBSIDIARIES AND AFFILIATES, AND ITS LICENSORS
SHALL NOT BE LIABLE TO YOU UNDER ANY THEORY OF LIABILITY FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES ARISING UNDER THIS AGREEMENT THAT MAY BE INCURRED BY YOU,
WHETHER OR NOT BRAIN OR ITS REPRESENTATIVES HAVE BEEN ADVISED OF OR SHOULD HAVE BEEN AWARE OF THE
POSSIBILITY OF ANY SUCH LOSSES ARISING.

9. Changes to this Agreement
We reserve the right, at any time and from time to time, to update, revise, supplement, and otherwise modify this
agreement and to impose new or additional rules, policies, terms, or conditions as required for safety, for compliance
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with laws or government regulations, and/or that do not materially impact your use of the Whiz robot (collectively
referred to in this agreement as “additional terms”) on your use of the software, autonomy services, or the
autonomy features. The additional terms will be effective immediately and incorporated into this agreement. Your
continued use of the software, autonomy services, or the autonomy features following notice, at the mailing address
or email address you provided to Brain or by the posting of an updated version of this agreement, of any additional
terms will be deemed to constitute your acceptance of all such additional terms. All additional terms are hereby
incorporated into this agreement by reference.

10. General Legal Terms
10.1

This agreement constitutes the whole legal agreement between you and Brain and governs your use of the
software, autonomy services, and the autonomy features (excluding any services which we may provide to
you under a separate written agreement), and completely replaces any prior agreements between you and
us in relation to the software, autonomy services, and the autonomy features. Unless expressly overwritten
and agreed upon in writing by us, the terms and conditions of this agreement shall control in the event of a
conflict with terms and conditions in a purchase order, lease agreement, rental agreement, vendor
agreement, extended service agreement, or any other instrument. You agree that if Brain does not exercise
or enforce any legal right or remedy which is contained in this agreement (or which Brain has the benefit of
under any applicable law), this will not be taken to be a formal waiver of our rights and that those rights or
remedies will still be available to us. If any court of law, having the jurisdiction to decide on this matter, rules
that any provision of this agreement is invalid, then that provision will be removed from this agreement
without affecting the rest of this agreement. The remaining provisions of this agreement will continue to be
valid and enforceable.

10.2

THE SOFTWARE IS SUBJECT TO UNITED STATES EXPORT LAWS AND REGULATIONS. YOU MUST COMPLY WITH
ALL DOMESTIC AND INTERNATIONAL EXPORT LAWS AND REGULATIONS THAT APPLY TO THE SOFTWARE.
THESE LAWS INCLUDE RESTRICTIONS ON DESTINATIONS, END USERS AND END USE.

10.3

The rights granted in this agreement may not be assigned or transferred by you without the prior written
approval of Brain. You shall not be permitted to delegate your responsibilities or obligations under this
agreement to any third party without our prior written approval.

10.4

This agreement, and your relationship with us under this agreement, shall be governed by the laws of the
State of California without regard to its conflict of laws provisions. Any controversy or claim arising out of or
relating to this contract, or the breach thereof, shall be settled by arbitration administered by the American
Arbitration Association in accordance with its Commercial Arbitration Rules. Any judgment on the award
rendered by the arbitrator(s) may be entered in any court having jurisdiction. Claims shall be heard by a
single arbitrator, unless the claim amount exceeds $500,000, in which case the dispute shall be heard by a
panel of three arbitrators. The place of arbitration shall be San Diego, California. The arbitration shall be
governed by the laws of the State of California. Hearings will take place pursuant to the standard procedures
of the Commercial Arbitration Rules that contemplate in person hearings. The standard provisions of the
Commercial Rules shall apply. Arbitrators will have the authority to allocate the costs of the arbitration
process among the parties but will only have the authority to allocate attorneys' fees if a particular law
permits them to do so. Except as may be required by law, neither a party nor an arbitrator may disclose the
existence, content, or results of any arbitration without the prior written consent of both parties. The parties
agree that failure or refusal of a party to pay its required share of the deposits for arbitrator compensation
or administrative charges shall constitute a waiver by that party to present evidence or cross-examine
witness. In such event, the other party shall be required to present evidence and legal argument as the
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arbitrator(s) may require for the making of an award. Such waiver shall not allow for a default judgment
against the non-paying party in the absence of evidence presented as provided for above. Notwithstanding
the foregoing, you agree that Brain shall still be allowed to apply for injunctive remedies (or an equivalent
type of urgent legal relief) in any jurisdiction.
10.5

This agreement shall serve as the Autonomous Navigation Software End User License Agreement (“EULA”) as
may be referenced by the Whiz robot’s user manuals and other documents by us, SoftBank, or any authorized
seller.

11. Contact Us
If you have questions or comments, or if you have a concern about this agreement, you may also contact us by postal
mail or email at:
Brain Corporation
Attn: EULA
10182 Telesis Court
San Diego, CA 92121
eula@braincorporation.com

Updated October 27, 2019
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Brain 社の自律走行ソフトウェアに関するエンドユーザーライセンス契約 - Whiz
当社は利用者と正式に契約します。本エンドユーザーライセンス契約（以下「本契約」といいま
す。）は、当社のソフトウェアおよび自律走行サービスの使用ならびに Brain 社と利用者とのライセ
ンス条項について説明しています。
十分に理解してご利用いただくために、本契約の詳細をお読みください。当社の製品およびサービ
スを使用することにより、利用者は本契約に含まれる条件に同意したものとさせていただきます。ご
質問やご不明な点がございましたら、「お問い合わせ」先にご連絡下さい。

導入

本契約は「Brain」または「BrainOS」の商標の下で販売、流通された、いずれかの Whiz ロボットバキ
ュームおよびスイーパーなど(以下「Whiz」といいます。)に含まれる Brain Corporation 自律走行ソフ
トウエア（以下「本ソフトウエア」といいます。）の使用条件を定めるものです。本契約は、本ソフ
トウェアと Whiz の利用者の使用に関連した、利用者とカリフォルニア州の会社である当社、すなわち
Brain Corporation（以下「Brain 社」といいます。）間の法的拘束力のある契約になります。
1.

本契約の承諾

利用者は、（a）ソフトウェアまたは自律機能を使用すること、（c）本契約を参照する注文書または
その他規約書の署名アクセス、使用、譲渡の制限、保証および責任を含む本契約の条件に拘束される
ことに同意します。また、利用者は、本契約の条件に自ら（またはあなたが代わって同意しているあ
なたの雇用者または他の団体）を拘束する権限を有することに同意します。利用者は、本契約が利用
者の署名した書面で交渉された契約と同様に、拘束力を有することに同意します。利用者がこの条件
に同意しない場合、利用者は、本ソフトウェアまたは自律機能を使用することができず、本契約に基
づき付与された権利を行使できません。
2.

自律走行サービス

利用者と Brain 社、ソフトバンクロボティクスグループ株式会社およびソフトバンクロボティクス株式
会社（以下、「ソフトバンクロボティクス」といいます）、または認可製造業者、再販業者または販
売業者（以下「許可された販売者」といいます。）間における、Whiz の発注書またはその他の購入契
約による初期期間、および自律機能へのアクセス期間を延長するための契約とそれに基づき購入また
は利用された期間、当社は、利用者に以下のサービス（以下「自律走行サービス」といいます。）を
提供するものとします：
自律機能 Whiz 用に使用可能となる自律ナビゲーションおよびその他のソフトウェア機能（以
2.1
下「自律機能」といいます。）により、Whiz は、利用者が事前設定したルートに沿って清掃すること
ができます。利用者は、利用者のみがすべての事前設定ルートの設計に責任を負います。使用可能と
なった自律機能なしに、Whiz は自律的に作動することはできませんが、マニュアル作動においては使
用が可能です。
サポートサービス Brain 社は、利用者に、ロボットオペレーションズセンター（以下「ROC」
2.2
といいます。）から本ソフトウェアのサポートサービスを提供し、該当する場合、以下を提供しま
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す：（a）問題のリモート診断のためのクラウド接続および自律機能に関するサポート、（b）安全に
かかわる重大なまたは新しいソフトウェア機能にかかる本ソフトウェアのアップデート、および（c）
各 Whiz の使用および作動における要約データ。
3.

利用者による本ソフトウェアと自律機能の使用

利用者はすべての Whiz に適用される以下の使用規則に従わなければなりません。
3.1
利用者は、利用者や利用者の従業員、代理人、請負人および譲受人または利用者が Whiz の使用
を許可した事業体（以下「被許可人」といいます。）による自律機能の操作および使用に利用者が責
任を負うことに同意します。自律走行サービスおよび自律機能の使用は、以下の使用制限（以下「使
用制限」といいます。）があります。
3.2
利用者は、（a）本契約、および（b）適用法、規制または関連管轄において一般に受け入れら
れている慣行またはガイドライン（米国からまたは米国への、または利用者が Whiz を購入または利用
するその他の国からまたは国へのデータまたはソフトウェアの輸出を含みます。）によって許可され
ている目的でのみ、本ソフトウェアまたは自律走行サービスまたは自律機能を使用することに同意し
ます。

承諾された使用 自律機能は、Whiz が、操作者によって取られた行動を学習し、その学習に基
3.3
づき類似した自律行動を可能にします。本条の使用制限にかかわらず、利用者および利用者の従業
員、代理人、請負人およびその他の被許可人は、「承認された環境」において、バキュームやスイー
パーが合理的に手動で清掃するよう建設され、デザインされたカーペットや乾いた表面での領域での
み、Whiz 及び自律走行サービスを使用します。特に、これらの承認された環境は業界標準の慣行を用
いた清掃のために監視、指定され、管理された物理的スペースをいいます。Whiz の自律機能は平らで
5%を超える傾斜がない環境で使用するものとします。自律機能の使用時には段差、崖を避け、階段や
エスカレーター、その他持続的に可動している環境・物体から物理的なバリアで Whiz を遠ざけるもの
とします。利用者および利用者の従業員、代理人、請負人およびその他の被許可人は、Whiz 使用マニ
ュアルに従って自律走行サービスを使用するものとします。これらのマニュアルは、適宜 Brain 社、ソ
フトバンクロボティクスまたは許可された販売者によってアップデートされ、修正その他変更される
ことがあります。
セルラー接続 操作中、セルラーデータへのアクセスが Whiz に利用できない場合、Brain 社は、
3.4
2.2 に記載された ROC からの適用サポートサービスを Whiz に提供することができません。セルラーサ
ービスを携帯電話に提供するためにテキストアラート通信が利用者には必要になります。
適切なメンテナンスと点検 利用者ならびに利用者の従業員、代理人、請負人およびその他の被
3.5
許可人は、適宜アップデートされる Whiz 使用マニュアルに従い Whiz が維持、操作されている場合に限
り、本ソフトウェアと自律機能を使用するものとします。この維持と操作には、以下を含みますがこ
れに限定されません：（a）ブラシが適切な場所にあり清潔にされており、紙パックやトレイ等が清潔
で支障なく設置されており、Whiz に明らかな損害がないことを保証するための、操作前の Whiz の点
検、および（b）少なくともマニュアルバキュームおよびスイーパーに対する業界標準に従ったメンテ
ナンスおよび通常のサービス。利用者は、すべての Whiz を、公共のアクセスのない合理的に安全な場
所に保管するものとします。
管理制限 利用者ならびに利用者の従業員、代理人、請負人およびその他の被許可人は、以下の
3.6
管理または活動に従事しないものとします：（a）Whiz 使用マニュアルまたはその定期的アップデート
に基づき禁止された使用方法で Whiz を操作すること、（b）本ソフトウェアまたは自律走行サービス
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を含むまたはそれと関連した Whiz またはハードウェアまたはセンサーを故意に改ざん、修正し、また
は損害を与えること、（c）Whiz および Whiz 上の本ソフトウェア以外のソフトウェアをインストール
もしくは修正し、またはインストールもしくは修正しようとすること（Brain 社によって利用者に提供
されたオープンソースライセンスに基づき別途許可されたものを除く。）、（d）Whiz 以外のハードウ
ェアまたはデバイス上の本ソフトウェアをインストールし、またはインストールを試みること、（e）
承認された環境内で、通常の清掃機能の範囲を超えて、本ソフトウェアまたは自律走行サービスを利
用して Whiz を操作すること、または（f）自律走行サービスまたは本ソフトウェアの合法的操作に故
意に損害を与えるまたは傷つけること。Whiz、本ソフトウェアおよび自律走行サービスは、これらの
誤使用が直接、死亡、人的損傷又は重大な物理的または財産的損害に至る利用の場合を含む、安全装
置の作動が必要な環境での使用を想定し、設計されたものではありません。
4.

Brain 社からのライセンス

4.1
本契約の条件に従い、当社は 3 条で定める自律走行サービスにアクセスする期間のみ、利用者
の使用（または利用者の雇用者または利用者が合意する利用者を代表する事業体に代わる利用者の使
用）のためだけに、利用者に限定的、ロイヤルティなし、サブライセンスなし、譲渡不可でかつ非独
占的なライセンスを許諾します。本契約の条件は Brain 社、ソフトバンクロボティクスもしくは許可さ
れた販売者より利用者に引き渡された（a）利用者が取得した本ソフトウェアを予め搭載された Whiz、
および（b）自律走行サービスを対象とします。本条で使用された「使用」とは、承認された環境で自
律的に Whiz を操縦、操作する必要のある Whiz のインターフェースを通じて、本ソフトウェアを実行ま
たは遂行する能力を意味します。
4.2
本契約に基づき特に付与されていないすべての権利は、当社が留保し、該当する場合には、当
社のライセンサーが留保します。本ソフトウェアはライセンスされるものであり、販売されるもので
はありません。利用者は、本契約の条件に従い、明示的に許諾されたものに限り、本ソフトウェアの
使用が許可されています。利用者のライセンスは、本ソフトウェアの所有権が移転し、本ソフトウェ
アの権利の販売と解釈されるものではありません。また、本契約は、利用者が本ソフトウェアのため
に取得することのできるパッチまたはアップデートに適用されるものです。
4.3
利用者は、Brain 社、当社の関連会社および当社のライセンサーが、本ソフトウェアに存在す
る知的財産権を含むソフトウェアに関するすべての法的権利、権限および利益（本ソフトウェアおよ
びそのすべてのコピーのパッチおよびアップデートを含む。）を所有することに合意し、承認しま
す。「知的財産権」とは、特許法、著作権法、人格権、営業秘密法、商標法に基づくすべての権利、
およびその他の知的財産権のすべてを意味します。当社は、明示的に利用者に付与されないすべての
権利を留保します。本ソフトウェアは米国著作権法、国際著作権条約および慣習および利用者が Whiz
を購入または利用する国のその他の法律によって保護されています。
4.4
利用者は、本契約によって明示的に許可されていない目的でソフトウェアを使用することはで
きません。利用者は、（a）本ソフトウェアまたは本ソフトウェアの一部の派生品を複製、修正、翻
案、再分配、デコンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブル、作成してはならず、また
は、（b）本ソフトウェアまたは本ソフトウェアの一部を組み込んだソフトウェアまたはデバイス（あ
なたに提供された Whiz 以外の物）を販売、貸与、リース、ライセンス、流通または譲渡、商業化、ま
たはサービスの提供をしてはなりません。
4.5
本契約は、利用者に当社の商号、商標、サービスマーク、ロゴ、ドメイン名またはその他の独
特のブランド特性を使用する権利を付与しません。
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4.6
利用者は、利用者が本ソフトウェアまたは Whiz 内に添付または含まれている可能性のある財産
権の表示（特許、著作権および商標の表示を含む。）を除去したり、覆い隠したり、交換したりしな
いことに同意します。

5.

プライバシーと情報

本ソフトウェアを継続的に刷新、改良するため、また、現在もしくは将来の顧客へ追加または改良さ
れた製品、ソフトウェアまたはサービスを提供するため、当社は、維持または使用される本ソフトウ
ェアまたは Whiz から特定のデータを Brain が適宜アップデートすることのできるデータポリシー
（www.braincorporation.com/data-privacy)に従って収集するものとし、利用者はこの収集に同意し
ます。Whiz に搭載されたカメラは周りの環境をスキャンし、接近する人の画像データを取得すること
があります。利用者の地域においてカメラの使用に関する法的制限が存在する可能性があります。利
用者は必要な標識提示や同意取得を含む適切な法律に準拠するものとします。
6.

本契約の解除

6.1
す。

本契約は、以下の定めに従い、利用者または Brain 社によって解除されるまで適用され続けま

6.2
利用者が本契約を解除することを希望する場合、利用者は、本ソフトウェアおよび自律機能の
使用を中止することにより可能となります。 また、利用者は Brain 社、ソフトバンクロボティクス、
および許可された販売者が定める規約と条件等により自律走行サービスの利用を停止されることがあ
るものとします。
6.3
当社は、次の場合、いつでも利用者との本契約を直ちに解除することができます：（a）利用者
が本契約の規定に違反した場合、（b）Brain 社が法により契約の解除を要求された場合。利用者が本
契約によって明示的に許可されていない本ソフトウェアまたは自律走行サービスまたは自律機能の使
用を行った場合、本契約に基づく利用者のライセンス権は、直ちにかつ自動的に解除されます。本契
約終了後も、利用者と Brain 社が得た利益、対象となった（または本契約の有効期間に生じた）、また
は無制限に継続するよう表明されているすべての法的権利、義務、および責任は、本終了によって影
響を受けず、10.4 は、かかる権利、義務および責任に無制限に適用され続けるものとします。

7.

保証の免責条項

利用者は、利用者の本ソフトウェアおよび自律走行サービス、および自律機能の使用が利用者単独の
リスクにあり、本ソフトウェアと自律走行サービスと自律機能が Brain 社からの保証なしで「現状有
姿」でかつ「利用可能な状態」で提供されることに明示的に了解し、同意します。Brain 社は、さら
に、明示、黙示の如何を問わず、黙示の保証および商品性の条件、特定の目的への合致および非侵害
を含むがそれに限定されないすべての保証と条件を否認します。
8.

責任の限定

利用者は、Brain 社またはその代表者が生じる損失についての責任について助言をしていたか認識して
いたかの如何にかかわらず、利用者によって発生する可能性のある本契約に基づき生じる直接的、間
接的、偶発的、特別の、結果的または懲罰的な損害に対しての責任理論に基づき、Brain 社および関連
会社およびそのライセンサーが利用者に責任を負わないことを明示的に了解し、同意します。
9.

本契約の変更
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当社は、いつでも、また適宜、本契約を最新版化、改定、補足およびその他の修正を行い、安全のた
めに必要とされる法律や規制に遵守するため、Whiz の利用における物理的な影響有無に関わらず、利
用者に対して本ソフトウェアまたは自律走行サービスまたは自律機能の使用についての新たな、また
は追加の規則、方針、条件（総称して「追加の条件」といいます。）を課す権利を留保します。追加
の条件は、直ちに有効となり、本契約に組み込まれます。利用者が本ソフトウェア、自律走行サービ
スまたは自律機能を継続使用する限りは、Brain 社に提供した郵送先住所やメールアドレスまたは最新
版の本契約の投稿による通知によって、かかる追加の条件のすべてを利用者が受理したとみなされま
す。すべての追加の条件は、これにより本契約に組み込まれます。
10.

一般的法的条件

10.1 本契約は、利用者と Brain 社間の完全な法的契約を構成し、利用者による本ソフトウェアと自
律走行サービスと自律機能の使用について定めるものであり（当社が利用者に別個の書面契約に基づ
き提供するサービスを除きます。）、本ソフトウェアと自律走行サービスと自律機能に関する利用者
と当社間の従前の合意に完全に置き換わります。明示的に上書きされ、かつ当社の書面による合意が
ない限り、本契約の条件は、発注書、供給業者契約、延長サービス契約またはその他の文書における
条件に関する争いの場合に準拠するものとなります。利用者は、当社が本契約に含まれる（または
Brain 社が適用法に基づき利益を得る）法的権利または救済を行使または実行しない場合、これは
Brain 社の権利の正式な放棄とは解釈されず、これらの権利または救済が未だ Brain 社に行使可能であ
ることに同意します。本事項を決定する裁判管轄を有する法廷が本契約の定めが無効であると判決す
る場合、その定めは本契約の残余に影響を与えることなく本契約から除外されます。本契約のそれ以
外の定めは、有効でかつ執行可能であり続けます。
10.2 本ソフトウェアは、米国輸出法および規則に従います。利用者は、本ソフトウェアに適用され
るすべての国内および国際輸出法および規則を遵守しなければなりません。これらの法には、目的
地、エンドユーザーおよびエンドユーズへの規制が含まれます。
10.3 本契約で付与された権利は、利用者によって、Brain 社の事前の書面による承認なしに譲渡ま
たは移転することはできません。利用者は、Brain 社の事前の書面による承認なしに、本契約に基づく
利用者の責任または義務を第三者に委譲することはできません。
10.4 本契約および本契約に基づく利用者と当社の関係は、法の適用にかかる定めを考慮することな
しに、カリフォルニア州法に準拠します。本契約または本契約の違反から生じ、またはそれに関係す
る論争または苦情は、商業仲裁規則に従って、アメリカ仲裁協会により管理される仲裁によって解決
されるものとし、仲裁人による裁定はその裁判管轄を有する裁判所に提訴することができます。請求
は、請求が 500,000 ドルを超えない限り、一人の仲裁人によって審問され、500,000 ドルを超える場
合、三人の仲裁人の委員会により審問されるものとします。仲裁の場所は、カリフォルニア州サンデ
ィエゴとします。仲裁はカリフォルニア州法に準拠するものとします。審問は、商業仲裁規則の基準
手続きに従って行われます。商業規則の基準規定が適用されるものとします。仲裁人は、両当事者間
の仲裁過程の費用を割り当てる権限を有し、所定の法律で認められる場合、弁護士費用を割り当てる
権限のみを有するものとします。法律により要求されるもの以外、当事者も仲裁人も、両当事者の事
前の書面による同意なしに本契約に基づく仲裁の存在、内容または結果を開示できないものとしま
す。両当事者は、仲裁人の報酬または事務費用の預託の必要な分担金の当事者による不払または拒絶
が、当該当事者の証拠または反対尋問証人提示の放棄を構成することに同意します。かかる場合、他
方当事者は裁定を下すために仲裁人が要求する証拠および法的議論の提示を要求されるものとしま
す。かかる放棄は、上記に規定された提出証拠の不在において、支払を行わない当事者に対する欠席
判決を許さないものとします。前述にもかかわらず、利用者は、Brain 社がいかなる裁判管轄において
も、差止救済（または緊急の法的救済と同等のもの）の適用を許可されることに同意します。
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10.5 本契約は、当社、ソフトバンクロボティクスまたは当社の認可された販売者による Whiz 使用マ
ニュアルおよびその他文書において参照される自律走行ソフトウェアエンドユーザー契約（以下
「EULA」と言います。）としての役割を果たすものとします。

11.

お問い合わせ

ご質問やご意見がある場合、あるいは本契約についてご懸念がある場合は、郵便または電メールにて
下記にご連絡ください
Brain Corporation
担当：EULA
住所：10182 Telesis Court, San Diego, CA 92121
電子メール：eula@braincorporation.com
2019 年 5 月 20 日更新
本エンドユーザーライセンス契約はは、英文が正本であり、本翻訳文は、あくまでも参考にとどまる
ものです。英文の本 EULA と本翻訳文との意味が異なる場合、英文の本 EULA の意味が優先されます。
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