SoftBank 光サービス規約 新旧対照表
改定前

改定後

（2016 年 10 月 1 日付）

（2016 年 12 月 7 日改定／2017 年 1 月 16 日実施）

第 44 条（サービスの利用）

第 44 条（サービスの利用）

1．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する

1．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する

内容に従い、本サービスを利用するものとします。

内容に従い、本サービスを利用するものとします。

2．会員 ID およびパスワードを用いて本サービスが利

2．会員 ID およびパスワードを用いて本サービスが利用

用された場合には、会員自身が本サービスを利用したも

された場合には、会員自身が本サービスを利用したもの

のとみなします。

とみなします。

3．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、そ

3．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、その

の利用にあたって別途制限事項を設けることがありま

利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。

す。この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。 この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。
4．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一

4．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一

切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害

切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害

を与えないものとします。

を与えないものとします。

5．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して

5．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して

損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場

損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場

合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、 合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、
当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。 当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
6．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童

6．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

スリストをいいます。
）に基づき、当該 Web サイト、画

リストをいいます。）に基づき、当該 Web サイト、画像

像または映像等の閲覧を制限することがあります。

または映像等の閲覧を制限することがあります。
7．当社は、本サービスのインターネット接続におい
て、悪意のある第三者により会員が利用している端末が
コンピューターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感
染することにより、個人情報搾取等の会員の不利益とな
ることを防ぐため、以下の対応を行います。なお、以下
対応は完全性を保証するものではなく、また遮断された
インターネット接続への影響について、当社は責任を負
いません。
(1)会員がインターネットサービスへアクセスする場
合、そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的
に検知し、当社の保持している悪意のあるサーバーのド
メインリストと照合いたします。
(2)照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、
その通信を遮断します。
8．会員は第 7 項（1）および（2）に同意しない場合、
当社が別途定める方法により、その機能を無効にするこ
とができます。

SoftBank Air サービス規約 新旧対照表
改定前

改定後

（2016 年 10 月 5 日付）

（2016 年 12 月 7 日改定／2017 年 1 月 16 日実施）

第 25 条（サービスの利用）

第 25 条（サービスの利用）

1．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する内

1．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する内

容に従い、本サービスを利用するものとします。

容に従い、本サービスを利用するものとします。

2．会員 ID およびパスワードを用いて本サービスが利用

2．会員 ID およびパスワードを用いて本サービスが利用

された場合には、会員自身が本サービスを利用したもの

された場合には、会員自身が本サービスを利用したもの

とみなします。

とみなします。

3．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、その

3．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、その

利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。

利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。

この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。

この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。

4．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一切

4．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一切

の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害を

の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害を

与えないものとします。

与えないものとします。

5．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して損

5．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して損

害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場合、 害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場合、
当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、当社

当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、当社

に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

6．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童

6．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

リストをいいます。
）に基づき、当該 Web サイト、画像

リストをいいます。）に基づき、当該 Web サイト、画像

または映像等の閲覧を制限することがあります。

または映像等の閲覧を制限することがあります。

7．以下のコンテンツ・サービス等を利用の際、通信速度

6-2.当社は、本サービスのインターネット接続におい

の制御や各種ファイルの最適化を行うことがあります。

て、悪意のある第三者により会員が利用している端末が

- 音声通話やテレビ電話等をパケット信号に変換し、デ

コンピューターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感

ータ通信にて実現するサービス

染することにより、個人情報搾取等の会員の不利益とな

- MPEG、AVI、MOV 形式等の動画ファイル

ることを防ぐため、以下の対応を行います。なお、以下

- BMP、JPEG、GIF 形式等の画像ファイル

対応は完全性を保証するものではなく、また遮断された

- 動画閲覧、高画質画像閲覧をともなうサイト、アプリ

インターネット接続への影響について、当社は責任を負

ケーション等

いません。

8．当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当する行為

(1)会員がインターネットサービスへアクセスする場

を行った場合、会員の本サービス利用に係る通信につい

合、そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的

て、当該通信に割り当てる帯域を制限する場合がありま

に検知し、当社の保持している悪意のあるサーバーのド

す。

メインリストと照合いたします。

(1) ウィルスに感染した会員のパーソナルコンピュータ

(2)照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、そ

ー（以下「PC」といいます。
）からウィルスを送信してい

の通信を遮断します。

る場合。

6-3.会員は 6-2. (1)および(2)に同意しない場合、当社

(2) ウィルスの大量感染が発生し、ウィルスの感染拡大

が別途定める方法により、その機能を無効にすることが

を防ぐため、一時的に特定プロトコル（該当ウィルスが利

できます。

用する）の遮断を行う場合。

(3) スパムメール発信行為を行い、第三者へ迷惑を及ぼ

7．以下のコンテンツ・サービス等を利用の際、通信速度

している場合。

の制御や各種ファイルの最適化を行

(4) 会員側の機器（PC、ブロードバンドルーターなど） うことがあります。
が故障し、エラーパケットをネットワークに大量に送信

- 音声通話やテレビ電話等をパケット信号に変換し、デ

し、当社設備などに想定外の負荷を与えている場合。

ータ通信にて実現するサービス

(5) 会員が第三者や当社設備に対して不正アクセス行為

- MPEG、AVI、MOV 形式等の動画ファイル

を行っている場合。

- BMP、JPEG、GIF 形式等の画像ファイル

(6) サービスに関する当社の業務の遂行または当社の設

- 動画閲覧、高画質画像閲覧をともなうサイト、アプリ

備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、または及ぼ

ケーション等

すおそれがある行為をしたとき。

8．当社は、会員が以下の各号のいずれかに該当する行為

(7) 当社が提供する他のサービスの会員の場合で、当該

を行った場合、会員の本サービス利用に係る通信につい

サービスの利用停止事由が発生したとき、またはこれら

て、当該通信に割り当てる帯域を制限する場合がありま

の利用を停止されたとき。

す。

(8) 本サービスの利用契約成立後に、第 6 条第 2 項各

(1) ウィルスに感染した会員のパーソナルコンピュー

号に該当する事由の存在が判明したとき。

ター（以下「PC」といいます。）からウィルスを送信して

(9) 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払わ

いる場合。

ないとき。

(2) ウィルスの大量感染が発生し、ウィルスの感染拡大

(10)料金等の支払に使用するクレジットカードを発行

を防ぐため、一時的に特定プロトコル（該当ウィルスが

したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解

利用する）の遮断を行う場合。

除その他の理由によりクレジットカードの利用を認めら

(3) スパムメール発信行為を行い、第三者へ迷惑を及ぼ

れなくなったとき。

している場合。

(11)本サービスに関する当社の業務の遂行または当社

(4) 会員側の機器（PC、ブロードバンドルーターなど）

の設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、または

が故障し、エラーパケットをネットワークに大量に送信

及ぼすおそれがある行為をしたとき。

し、当社設備などに想定外の負荷を与えている場合。

(12)会員の料金等の支払意思が確認できないとき。

(5) 会員が第三者や当社設備に対して不正アクセス行

(13)大量のトラフィック送信を長時間継続し、当社設備

為を行っている場合。

に対して想定外の負荷をかけ、または、サービスの安定提

(6) サービスに関する当社の業務の遂行または当社の

供に著しい影響を与えている場合。

設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、または

(14)当社より付与されている IP アドレスを通常以外の

及ぼすおそれがある行為をしたとき。

方法で利用することにより、第三者の通信、または当社設

(7) 当社が提供する他のサービスの会員の場合で、当該

備に悪影響を与える可能性がある場合。

サービスの利用停止事由が発生したとき、またはこれら

(15)その他、当社が適当でないと判断する場合。

の利用を停止されたとき。

9．本サービスの安定提供を目的として、当社の判断によ

(8) 本サービスの利用契約成立後に、第 6 条第 2 項各号

り、会員の利用に係る通信に割り当てる帯域を制限する

に該当する事由の存在が判明したとき。

場合があります。

(9) 支払期日を経過しても本サービスの料金等を支払
わないとき。
(10)料金等の支払に使用するクレジットカードを発行
したクレジットカード会社からクレジット利用契約の解
除その他の理由によりクレジットカードの利用を認めら
れなくなったとき。
(11)本サービスに関する当社の業務の遂行または当社
の設備、機器、システム等に著しい障害を及ぼし、また

は及ぼすおそれがある行為をしたとき。
(12)会員の料金等の支払意思が確認できないとき。
(13)大量のトラフィック送信を長時間継続し、当社設備
に対して想定外の負荷をかけ、または、サービスの安定
提供に著しい影響を与えている場合。
(14)当社より付与されている IP アドレスを通常以外の
方法で利用することにより、第三者の通信、または当社
設備に悪影響を与える可能性がある場合。
(15)その他、当社が適当でないと判断する場合。
9．本サービスの安定提供を目的として、当社の判断によ
り、会員の利用に係る通信に割り当てる帯域を制限する
場合があります。

ソフトバンク BB サービス規約

新旧対照表

改定前

改定後

（2015 年 2 月 4 日付）

（2016 年 12 月 7 日改定／2017 年 1 月 16 日実施）

第 20 条（サービスの利用）

第 20 条（サービスの利用）

1．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する

1．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する

内容に従い、本サービスを利用するものとします。

内容に従い、本サービスを利用するものとします。

2．サービス会員回線または会員 ID およびパスワードを

2．サービス会員回線または会員 ID およびパスワードを

用いて第三者により本サービスが利用された場合には、

用いて第三者により本サービスが利用された場合には、

会員自身が本サービスを利用したものとみなします。

会員自身が本サービスを利用したものとみなします。

3．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、そ

3．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、そ

の利用にあたって別途制限事項を設けることがありま

の利用にあたって別途制限事項を設けることがありま

す。この場合、会員は当該制限事項に従うものとしま

す。この場合、会員は当該制限事項に従うものとしま

す。

す。

4．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一

4．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一

切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害

切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害

を与えないものとします。

を与えないものとします。

5．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して

5．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して

損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場

損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場

合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、

合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、

当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

6．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童

6．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

リストをいいます。
）に基づき、当該 Web サイト、画像

リストをいいます。）に基づき、当該 Web サイト、画像

又は映像等の閲覧を制限することがあります。

又は映像等の閲覧を制限することがあります。
7．当社は、本サービスのインターネット接続におい
て、悪意のある第三者により会員が利用している端末が
コンピューターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感

染することにより、個人情報搾取等の会員の不利益とな
ることを防ぐため、以下の対応を行います。なお、以下
対応は完全性を保証するものではなく、また遮断された
インターネット接続への影響について、当社は責任を負
いません。
(1)会員がインターネットサービスへアクセスする場
合、そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的
に検知し、当社の保持している悪意のあるサーバーのド
メインリストと照合いたします。
(2)照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、
その通信を遮断します。
8．会員は第 7 項（1）および（2）に同意しない場合、
当社が別途定める方法により、その機能を無効にするこ
とができます。

Yahoo!BB SOHO サービス利用規約

新旧対照表

改定前

改定後

（2014 年 10 月 2 日付）

（2016 年 12 月 7 日改定／2017 年 1 月 16 日実施）

第 45 条（サービスの利用）

第 45 条（サービスの利用）

1. 会員は、規約その他当社が随時通知・連絡等する内容

1. 会員は、規約その他当社が随時通知・連絡等する内

に従い、本サービスを利用するものとします。

容に従い、本サービスを利用するものとします。

2．前項の他、当社は、本サービスの種類に応じ、その利

2．前項の他、当社は、本サービスの種類に応じ、その

用にあたって別途制限事項を設けることがあります。こ

利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。

の場合、会員は当該制限事項に従うものとします。

この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。

3．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一切

3．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一

の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害を

切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害

与えないものとします。

を与えないものとします。

4. 当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童

4. 当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

リストをいいます。）に基づき、当該 Web サイト、画

リストをいいます。）に基づき、当該 Web サイト、画像

像又は映像等の閲覧を制限することがあります。

又は映像等の閲覧を制限することがあります。
5. 当社は、本サービスのインターネット接続におい
て、悪意のある第三者により会員が利用している端末が
コンピュータウィルスやワーム、スパイウェア等へ感染
することにより、個人情報搾取等の会員の不利益となる
ことを防ぐため、以下の対応を行います。なお、以下対
応は完全性を保証するものではなく、また遮断されたイ
ンターネット接続への影響について、当社は責任を負い
ません。
(1)

会員がインターネットサービスへアクセスする

場合、そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動
的に検知し、当社の保持している悪意のあるサーバーの
ドメインリストと照合いたします。
(2)

照合の結果、当該ドメインリストと合致する場

合、その通信を遮断します。
6．会員は第 7 項（1）および（2）に同意しない場合、
当社が別途定める方法により、その機能を無効にするこ
とができます。

Yahoo! BB 光 with フレッツサービス規約 新旧対照表
改定前

改定後

（2015 年 2 月 4 日付）

（2016 年 12 月 7 日改定／2017 年 1 月 16 日実施）

第 24 条（サービスの利用）

第 24 条（サービスの利用）

1．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する内

1．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する内

容に従い、本サービスを利用するものとします。

容に従い、本サービスを利用するものとします。

2．会員 ID およびパスワードを用いて本サービスが利用

2．会員 ID およびパスワードを用いて本サービスが利用

された場合には、会員自身が本サービスを利用したもの

された場合には、会員自身が本サービスを利用したもの

とみなします。

とみなします。

3．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、その

3．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、その

利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。

利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。

この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。

この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。

4．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一切

4．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一

の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害を

切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害

与えないものとします。

を与えないものとします。

5．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して損

5．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して

害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場合、 損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場
当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、当社

合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、

に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

6．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童

6．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

リストをいいます。
）に基づき、当該 Web サイト、画像

リストをいいます。）に基づき、当該 Web サイト、画像

又は映像等の閲覧を制限することがあります。

又は映像等の閲覧を制限することがあります。
7．当社は、本サービスのインターネット接続におい
て、悪意のある第三者により会員が利用している端末が
コンピューターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感
染することにより、個人情報搾取等の会員の不利益とな
ることを防ぐため、以下の対応を行います。なお、以下
対応は完全性を保証するものではなく、また遮断された
インターネット接続への影響について、当社は責任を負
いません。

(1)会員がインターネットサービスへアクセスする場
合、そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的
に検知し、当社の保持している悪意のあるサーバーのド
メインリストと照合いたします。
(2)照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、
その通信を遮断します。
8．会員は第 7 項（1）および（2）に同意しない場合、
当社が別途定める方法により、その機能を無効にするこ
とができます。

Yahoo! BB 光 フレッツコースサービス規約 新旧対照表
改定前

改定後

（2015 年 2 月 4 日付）

（2016 年 12 月 7 日改定／2017 年 1 月 16 日実施）

第 24 条（サービスの利用）

第 24 条（サービスの利用）

1．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する内

1．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する内

容に従い、本サービスを利用するものとします。

容に従い、本サービスを利用するものとします。

2．会員 ID およびパスワードを用いて本サービスが利用

2．会員 ID およびパスワードを用いて本サービスが利用さ

された場合には、会員自身が本サービスを利用したもの

れた場合には、会員自身が本サービスを利用したものとみ

とみなします。

なします。

3．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、その

3．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、その

利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。

利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。こ

この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。

の場合、会員は当該制限事項に従うものとします。

4．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一切

4．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一切

の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害を

の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害を与

与えないものとします。

えないものとします。

5．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して損

5．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して損

害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場合、 害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場合、
当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、当社

当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に

に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

何等の迷惑または損害を与えないものとします。

6．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童

6．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童ポ

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコンテ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

ンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリスト

リストをいいます。
）に基づき、当該 Web サイト、画像

をいいます。
）に基づき、当該 Web サイト、画像又は映像

又は映像等の閲覧を制限することがあります。

等の閲覧を制限することがあります。
7．当社は、本サービスのインターネット接続において、
悪意のある第三者により会員が利用している端末がコンピ
ューターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感染するこ
とにより、個人情報搾取等の会員の不利益となることを防
ぐため、以下の対応を行います。なお、以下対応は完全性
を保証するものではなく、また遮断されたインターネット
接続への影響について、当社は責任を負いません。

(1)会員がインターネットサービスへアクセスする場合、
そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的に検知
し、当社の保持している悪意のあるサーバーのドメインリ
ストと照合いたします。
(2)照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、そ
の通信を遮断します。
8．会員は第 7 項（1）および（2）に同意しない場合、当
社が別途定める方法により、その機能を無効にすることが
できます。

Yahoo! BB 光 with フレッツ（IPv6 IPoE）サービス規約

新旧対照表

改定前

改定後

（2015 年 10 月 1 日付）

（2016 年 12 月 7 日改定／2017 年 1 月 16 日実施）

第 24 条（サービスの利用）

第 24 条（サービスの利用）

1．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する

1．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する内

内容に従い、本サービスを利用するものとします。

容に従い、本サービスを利用するものとします。

2．会員 ID およびパスワードを用いて本サービスが利用

2．会員 ID およびパスワードを用いて本サービスが利用

された場合には、会員自身が本サービスを利用したもの

された場合には、会員自身が本サービスを利用したもの

とみなします。

とみなします。

3．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、そ

3．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、その

の利用にあたって別途制限事項を設けることがありま

利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。

す。この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。 この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。
4．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一

4．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一切

切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害

の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害を

を与えないものとします。

与えないものとします。

5．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して

5．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して損

損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場

害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場

合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、 合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、
当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。 当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
6．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童

6．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

スリストをいいます。
）に基づき、当該 Web サイト、画

リストをいいます。）に基づき、当該 Web サイト、画像

像又は映像等の閲覧を制限することがあります。

又は映像等の閲覧を制限することがあります。
7．当社は、本サービスのインターネット接続において、
悪意のある第三者により会員が利用している端末がコン
ピューターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感染す
ることにより、個人情報搾取等の会員の不利益となるこ
とを防ぐため、以下の対応を行います。なお、以下対応
は完全性を保証するものではなく、また遮断されたイン
ターネット接続への影響について、当社は責任を負いま

せん。
(1)会員がインターネットサービスへアクセスする場合、
そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的に検
知し、当社の保持している悪意のあるサーバーのドメイ
ンリストと照合いたします。
(2)照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、そ
の通信を遮断します。
8．会員は第 7 項（1）および（2）に同意しない場合、
当社が別途定める方法により、その機能を無効にするこ
とができます。

Yahoo! BB 光 フレッツコース(IPv6 IPoE) サービス規約

新旧対照表

改定前

改定後

（2015 年 10 月 1 日付）

（2016 年 12 月 7 日改定／2017 年 1 月 16 日実施）

第 24 条（サービスの利用）

第 24 条（サービスの利用）

1．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する

1．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する内

内容に従い、本サービスを利用するものとします。

容に従い、本サービスを利用するものとします。

2．会員 ID およびパスワードを用いて本サービスが利用

2．会員 ID およびパスワードを用いて本サービスが利用

された場合には、会員自身が本サービスを利用したもの

された場合には、会員自身が本サービスを利用したもの

とみなします。

とみなします。

3．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、そ

3．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、その

の利用にあたって別途制限事項を設けることがありま

利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。

す。この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。 この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。
4．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一

4．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一切

切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害

の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害を

を与えないものとします。

与えないものとします。

5．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して

5．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して損

損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場

害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場

合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、 合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、
当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。 当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。
6．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童

6．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

スリストをいいます。
）に基づき、当該 Web サイト、画

リストをいいます。）に基づき、当該 Web サイト、画像

像又は映像等の閲覧を制限することがあります。

又は映像等の閲覧を制限することがあります。
7．当社は、本サービスのインターネット接続において、
悪意のある第三者により会員が利用している端末がコン
ピューターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感染す
ることにより、個人情報搾取等の会員の不利益となるこ
とを防ぐため、以下の対応を行います。なお、以下対応
は完全性を保証するものではなく、また遮断されたイン

ターネット接続への影響について、当社は責任を負いま
せん。
(1)会員がインターネットサービスへアクセスする場合、
そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的に検
知し、当社の保持している悪意のあるサーバーのドメイ
ンリストと照合いたします。
(2)照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、そ
の通信を遮断します。
8．会員は第 7 項（1）および（2）に同意しない場合、
当社が別途定める方法により、その機能を無効にするこ
とができます。

Yahoo! BB 光シティ サービス規約 新旧対照表
改定前

改定後

（2015 年 12 月 1 日付）

（2016 年 12 月 7 日改定／2017 年 1 月 16 日実施）

第 15 条（サービスの利用）

第 15 条（サービスの利用）

１．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する

１．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する内

内容に従い、本サービスを利用するものとします。

容に従い、本サービスを利用するものとします。

２．会員は、当社が認めた場合を除き、同居の家族以外

２．会員は、当社が認めた場合を除き、同居の家族以外の

の第三者に対し、本サービスを利用させることはできま

第三者に対し、本サービスを利用させることはできませ

せん。専用回線またはＩＤを用いて本サービスが利用さ

ん。専用回線またはＩＤを用いて本サービスが利用された

れた場合には、会員自身が本サービスを利用したものと

場合には、会員自身が本サービスを利用したものとみなし

みなします。

ます。

３．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、そ

３．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、その

の利用にあたって別途制限事項を設けることがありま

利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。こ

す。この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。 の場合、会員は当該制限事項に従うものとします。
４．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一

４．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一切

切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害

の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害を与

を与えないものとします。

えないものとします。

５．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して

５．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して損

損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場

害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場合、

合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、 当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、当社に
当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。 何等の迷惑または損害を与えないものとします。
６．当社は、会員がＷｅｂサイトを閲覧する場合に、児

６．当社は、会員がＷｅｂサイトを閲覧する場合に、児童

童ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネット

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコン

コンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアド

テンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリス

レスリストをいいます）に基づき、当該Ｗｅｂサイト、 トをいいます）に基づき、当該Ｗｅｂサイト、画像または
画像または映像等の閲覧を制限することがあります。

映像等の閲覧を制限することがあります。
7.当社は、本サービスのインターネット接続において、悪意
のある第三者により会員が利用している端末がコンピュー
ターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感染することに

より、個人情報搾取等の会員の不利益となることを防ぐた
め、以下の対応を行います。なお、以下対応は完全性を保
証するものではなく、また遮断されたインターネット接続
への影響について、当社は責任を負いません。
(1)会員がインターネットサービスへアクセスする場合、そ
のアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的に検知
し、当社の保持している悪意のあるサーバーのドメインリ
ストと照合いたします。
(2)照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、その
通信を遮断します。
8．会員は第 7 項（1）および（2）に同意しない場合、当
社が別途定める方法により、その機能を無効にすることが
できます

Yahoo！BB 光 マンションサービス規約 新旧対照表
改定前

改定後

（2015 年 2 月 4 日付）

（2016 年 12 月 7 日改定／2017 年 1 月 16 日実施）

第 14 条（サービスの利用）

第 14 条（サービスの利用）

１．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する

１．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する

内容に従い、本サービスを利用するものとします。

内容に従い、本サービスを利用するものとします。

２．会員回線または会員ＩＤ及びパスワードを用いて第

２．会員回線または会員ＩＤ及びパスワードを用いて第

三者により本サービスが利用された場合には、会員自身

三者により本サービスが利用された場合には、会員自身

が本サービスを利用したものとみなします。

が本サービスを利用したものとみなします。

３．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、そ

３．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、そ

の利用にあたって別途制限事項を設けることがありま

の利用にあたって別途制限事項を設けることがありま

す。この場合、会員は当該制限事項に従うものとしま

す。この場合、会員は当該制限事項に従うものとしま

す。

す。

４．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一

４．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一

切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害

切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害

を与えないものとします。

を与えないものとします。

５．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して

５．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して

損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場

損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場

合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、

合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、

当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

６．当社は、会員がＷｅｂサイトを閲覧する場合に、児

６．当社は、会員がＷｅｂサイトを閲覧する場合に、児

童ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネット

童ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネット

コンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレ

コンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレ

スリストをいいます。
）に基づき、当該Ｗｅｂサイト、

スリストをいいます。
）に基づき、当該Ｗｅｂサイト、

画像又は映像等の閲覧を制限することがあります。

画像又は映像等の閲覧を制限することがあります。
７.当社は、本サービスのインターネット接続におい
て、悪意のある第三者により会員が利用している端末が

コンピューターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感
染することにより、個人情報搾取等の会員の不利益とな
ることを防ぐため、以下の対応を行います。なお、以下
対応は完全性を保証するものではなく、また遮断された
インターネット接続への影響について、当社は責任を負
いません。
(1)会員がインターネットサービスへアクセスする場
合、そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的
に検知し、当社の保持している悪意のあるサーバーのド
メインリストと照合いたします。
(2)照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、
その通信を遮断します。
８．会員は第 7 項（1）および（2）に同意しない場
合、当社が別途定める方法により、その機能を無効にす
ることができます。

ソフトバンク BB プロバイダーサービス規約 新旧対照表
改定前

改定後

（2015 年 2 月 4 日付）

（2016 年 12 月 7 日改定／2017 年 1 月 16 日実施）

第 22 条（サービスの利用）

第 22 条（サービスの利用）

1．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する内

1．会員は、本規約その他当社が随時通知・連絡等する

容に従い、本サービスを利用するものとします。

内容に従い、本サービスを利用するものとします。

2．会員 ID およびパスワードを用いて本サービスが利用

2．会員 ID およびパスワードを用いて本サービスが利用

された場合には、会員自身が本サービスを利用したもの

された場合には、会員自身が本サービスを利用したもの

とみなします。

とみなします。

3．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、その

3．前項の他、当社は、本サービスの種類等に応じ、その

利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。

利用にあたって別途制限事項を設けることがあります。

この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。

この場合、会員は当該制限事項に従うものとします。

4．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一切

4．会員は、本サービスを通じて発信する情報につき一

の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害を

切の責任を負うものとし、当社に何等の迷惑または損害

与えないものとします。

を与えないものとします。

5．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して損

5．本サービスの利用に関連して、会員が他者に対して

害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場合、 損害を与えた場合、または会員が他者と紛争を生じた場
当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、当社

合、当該会員は自己の費用と責任で解決するものとし、

に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

当社に何等の迷惑または損害を与えないものとします。

6．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童

6．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に、児童

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

リストをいいます。
）に基づき、当該 Web サイト、画像

リストをいいます。）に基づき、当該 Web サイト、画像

又は映像等の閲覧を制限することがあります。

又は映像等の閲覧を制限することがあります。
7.当社は、本サービスのインターネット接続において、

悪意のある第三者により会員が利用している端末がコン
ピューターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感染す
ることにより、個人情報搾取等の会員の不利益となるこ
とを防ぐため、以下の対応を行います。なお、以下対応
は完全性を保証するものではなく、また遮断されたイン
ターネット接続への影響について、当社は責任を負いま
せん。
(1)会員がインターネットサービスへアクセスする場
合、そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的
に検知し、当社の保持している悪意のあるサーバーのド
メインリストと照合いたします。
(2)照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、
その通信を遮断します。
8．会員は第 7 項（1）および（2）に同意しない場合、
当社が別途定める方法により、その機能を無効にするこ
とができます。

ダイヤルアップサービス契約約款

新旧対照表

改定前

改定後

（2015 年 2 月 4 日付）

（2016 年 12 月 7 日改定／2017 年 1 月 16 日実施）

第 15 条（通信利用の制限）

第 15 条（通信利用の制限）

当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通

当社は、天災、事変その他の非常事態の発生により、通

信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続す

信需要が著しく輻輳し、通信の一部または全部を接続す

ることができなくなった場合には、公共の利益のために

ることができなくなった場合には、公共の利益のために

緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うた

緊急を要する事項を内容とする通信を優先的に取扱うた

め、本サービスの提供を制限し、または中止する措置を

め、本サービスの提供を制限し、または中止する措置を

とることがあります。

とることがあります。

2．本サービスの会員で、当社の電気通信設備に過大な

2．本サービスの会員で、当社の電気通信設備に過大な

負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限すること

負荷を生じる行為をしたときには、利用を制限すること

があります。

があります。

3．当社は、会員が WEB サイトを閲覧する場合に、児

3．当社は、会員が WEB サイトを閲覧する場合に、児童

童ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネット

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

コンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

スリストをいいます。
）に基づき、当該 WEB サイト、

リストをいいます。）に基づき、当該 WEB サイト、画像

画像又は映像等の閲覧を制限することがあります。

又は映像等の閲覧を制限することがあります。
4. 当社は、本サービスのインターネット接続におい
て、悪意のある第三者により会員が利用している端末が
コンピューターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感
染することにより、個人情報搾取等の会員の不利益とな
ることを防ぐため、以下の対応を行います。なお、以下
対応は完全性を保証するものではなく、また遮断された

インターネット接続への影響について、当社は責任を負
いません。
(1)会員がインターネットサービスへアクセスする場
合、そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的
に検知し、当社の保持している悪意のあるサーバーのド
メインリストと照合いたします。
(2)照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、
その通信を遮断します。
5．会員は第 4 項（1）および（2）に同意しない場合、
当社が別途定める方法により、その機能を無効にするこ
とができます。

モバイル接続利用規約

新旧対照表

改定前

改定後

（2015 年 2 月 4 日付）

（2016 年 12 月 7 日改定／2017 年 1 月 16 日実施）

第 12 条（利用の制限）

第 8 条の 2（利用の制限）

1．本サービスの利用について、法令等の規制、仲介業

1．本サービスの利用について、法令等の規制、仲介業

者、提携 ISP、電気通信事業者またはインターネット接

者、提携 ISP、電気通信事業者またはインターネット接

続サービス事業者等が定める約款等により制限される可

続サービス事業者等が定める約款等により制限される可

能性があることを会員は予め承諾するものとします。

能性があることを会員は予め承諾するものとします。

2．当社は、会員が WEB サイトを閲覧する場合に、児

2．当社は、会員が WEB サイトを閲覧する場合に、児童

童ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネット

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

コンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

スリストをいいます。
）に基づき、当該 WEB サイト、

リストをいいます。）に基づき、当該 WEB サイト、画像

画像又は映像等の閲覧を制限することがあります。

又は映像等の閲覧を制限することがあります。
3．当社は、本サービスのインターネット接続におい
て、悪意のある第三者により会員が利用している端末が
コンピューターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感
染することにより、個人情報搾取等の会員の不利益とな
ることを防ぐため、以下の対応を行います。なお、以下
対応は完全性を保証するものではなく、また遮断された
インターネット接続への影響について、当社は責任を負
いません。
(1)会員がインターネットサービスへアクセスする場
合、そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的
に検知し、当社の保持している悪意のあるサーバーのド
メインリストと照合いたします。
(2)照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、
その通信を遮断します。
4．会員は第 3 項（1）および（2）に同意しない場合、
当社が別途定める方法により、その機能を無効にするこ

とができます。

海外ローミング利用規約

新旧対照表

改定前

改定後

（2015 年 2 月 4 日付）

（2016 年 12 月 7 日改定／2017 年 1 月 16 日実施）

第 12 条（利用の制限）

第 12 条（利用の制限）

1．本サービスの利用について、国内外の法令等の規

1．本サービスの利用について、国内外の法令等の規

制、仲介業者、提携 ISP、電気通信事業者またはインタ

制、仲介業者、提携 ISP、電気通信事業者またはインタ

ーネット接続サービス事業者等が定める約款等により制

ーネット接続サービス事業者等が定める約款等により制

限される可能性があることを会員は予め承諾するものと

限される可能性があることを会員は予め承諾するものと

します。

します。

2．当社は、会員が WEB サイトを閲覧する場合に、児

2．当社は、会員が WEB サイトを閲覧する場合に、児童

童ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネット

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

コンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレ

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

スリストをいいます。
）に基づき、当該 WEB サイト、

リストをいいます。）に基づき、当該 WEB サイト、画像

画像又は映像等の閲覧を制限することがあります。

又は映像等の閲覧を制限することがあります。
3．当社は、本サービスのインターネット接続におい
て、悪意のある第三者により会員端末がコンピューター
ウィルスやワーム、スパイウェア等へ感染することによ
り、個人情報搾取等の会員の不利益となることを防ぐた
め、以下の対応を行います。なお、以下対応は完全性を
保証するものではなく、また遮断されたインターネット
接続への影響について、当社は責任を負いません。
(1)会員がインターネットサービスへアクセスする場
合、そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的
に検知し、当社の保持している悪意のあるサーバーのド
メインリストと照合いたします。
(2)照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、
その通信を遮断します。
4．会員は第 3 項（1）および（2）に同意しない場合、
当社が別途定める方法により、その機能を無効にするこ
とができます。

公衆無線 LAN 利用規約 新旧対照表
改定前

改定後

（2015 年 2 月 4 日付）

（2016 年 12 月 7 日改定／2017 年 1 月 16 日実施）

第 9 条（利用の制限）

第 9 条（利用の制限）

1．当社は、技術上やむを得ない理由等により、事前の

1．当社は、技術上やむを得ない理由等により、事前の

通知なく、無線基地局設備の点検または全部もしくは一

通知なく、無線基地局設備の点検または全部もしくは一

部を移設、増設もしくは減設することがあります。この

部を移設、増設もしくは減設することがあります。この

場合、提供区域であっても本サービスの提供を行うこと

場合、提供区域であっても本サービスの提供を行うこと

ができなくなる場合があります。

ができなくなる場合があります。

2．無線基地局設備には同時接続可能数に限りがあるた

2．無線基地局設備には同時接続可能数に限りがあるた

め、最大同時接続数を超えた場合は利用できません。ま

め、最大同時接続数を超えた場合は利用できません。ま

た、同時に接続する利用者の利用状況等により最大同時

た、同時に接続する利用者の利用状況等により最大同時

接続数が異なる場合があります。

接続数が異なる場合があります。

3．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に児童

3．当社は、会員が Web サイトを閲覧する場合に児童ポ

ポルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコ

ルノアドレスリスト（一般社団法人インターネットコン

ンテンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレス

テンツセーフティ協会が提供する児童ポルノアドレスリ

リストをいいます。
）に基づき、当該 Web サイト、画

ストをいいます。）に基づき、当該 Web サイト、画像又

像又は映像等の閲覧を制限することがあります。

は映像等の閲覧を制限することがあります。

4．当社は、別に定める無線基地局設備に係る提供区域

3-2．当社は、本サービスのインターネット接続におい

において会員が通信を行う場合に、当社が別に定めるソ

て、悪意のある第三者により会員が利用している端末が

フトウェア又は通信プロトコルに係る通信等を制限する

コンピューターウィルスやワーム、スパイウェア等へ感

ことがあります。

染することにより、個人情報搾取等の会員の不利益とな

5．当社は、本条に規定する通信の制限のために必要と

ることを防ぐため、以下の対応を行います。なお、以下

なる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合が

対応は完全性を保証するものではなく、また遮断された

あります。

インターネット接続への影響について、当社は責任を負
いません。
(1)会員がインターネットサービスへアクセスする場
合、そのアクセス要求に付随するドメイン情報を自動的
に検知し、当社の保持している悪意のあるサーバーのド
メインリストと照合いたします。
(2)照合の結果、当該ドメインリストと合致する場合、
その通信を遮断します。
3-3．会員は 3-2.（1）および（2）に同意しない場
合、当社が別途定める方法により、その機能を無効にす
ることができます。
4．当社は、別に定める無線基地局設備に係る提供区域
において会員が通信を行う場合に、当社が別に定めるソ
フトウェア又は通信プロトコルに係る通信等を制限する
ことがあります。
5．当社は、本条に規定する通信の制限のために必要と
なる通信に係る情報の収集、分析及び蓄積を行う場合が
あります。

