
aiboデベロッパープログラム利用規約 

 
この利用規約（以下「本規約」といいます）は、ソニーグループ株式会社（以下「ソニ

ー」といいます）が提供する「aibo デベロッパープログラム」というサービス（以下「本
サービス」といいます）の利用条件を定めるものであり、日本国内で本サービスを利用さ
れる方（以下「ライセンシー」といいます）に適用されます。なお、本サービスは 18歳以
上の aibo の所有者（以下「利用対象者」といいます）に提供されるものであり、その他の
方が利用することはできないものとします。 

 
ソニーが本サービスに関連して別途個別の規約等（一部の本サービスに追加的に適用さ

れるご利用条件、本サービス内において通知される運用ルール等を含み、以下「個別規約
等」といいます。以下、個別に言及される場合を除き、個別規約等は本規約に含まれるも
のとします。）を定めた場合、ライセンシーは個別規約等にも従って本サービスを利用され
るものとします。個別規約等やその他ウェブサイト等の記載と、本規約の内容が異なる場
合には、特段の定めがない限り本規約が優先するものとします。 
 

1．本サービスについて 

1-1 本規約中、以下に掲げる用語は、それぞれ次に定める意味を有するものとします。 
 aibo: ソニーが開発したエンタテインメントロボット 
 aibo ソフトウェア API（以下単に「API」ともいいます）: ソニーがライセン
シーに提供する連携アプリの開発および動作に必要なWeb API 

 関連データ・ドキュメント等： 本サービスを通じてソニーがライセンシーに
提供するデータ・ドキュメント等（アクセストークン、認証コード、APIリフ
ァレンスガイド、スタートアップガイド、テストリストを含みます） 

 連携アプリ： aibo と他の機器やサービス等を連携（aiboへ特定のコマンド
を送信し実行させること、および aibo から特定のコマンドを受信し実行する
ことをいいます）させるアプリケーションプログラム  

 連携アプリユーザー： 連携アプリのユーザー（連携アプリを組み込んだ機器
やサービス等のユーザーも含みます） 

 連携アプリの公開： 連携アプリを第三者の使用に供すること 
1-2 API、関連データ・ドキュメント等およびそれらのアップデート版は、本サービスの

一部を構成します。 
1-3 本サービスのご利用にあたっては、インターネット環境が必要となります。インター

ネット環境の整備、通信料の負担、セキュリティの確保等は、ライセンシーの費用と



責任において行うものとします。 
1-4 ソニーは、本サービスに関する技術的な質問への回答その他のサポートを提供する義

務を負わないものとします。なお、ソニーがその裁量によりサポートを提供した場合、
ソニーはその結果について一切責任を負わないものとします。 

1-5 本サービスは、いかなるデータのバックアップや保管の目的に利用されることも想定
されていません。ソニーは、本サービス内のデータに消失または変更等が生じたこと、
本サービス内のデータへのアクセスやアップロード・ダウンロードができないことに
ついて、一切責任を負わないものとし、ユーザーアカウントの削除や本サービスの変
更、中断または終了の際においても同様とします。 

 

2．ユーザー登録・情報の管理・退会等 

2-1 本サービスの利用には、ソニーマーケティング株式会社が提供するMy Sony ID およ
びパスワード（以下「MSID 等」といいます）が必要となります。MSID 等の管理に
ついては、本規約の定めのほか、ソニーマーケティング株式会社が定める「My Sony ID
利用規約」に従うものとします。 

2-2 ソニーは、本サービスの利用希望者が次のいずれかに該当すると疑われる場合その他
本サービスの提供が不可能または不適切と判断する場合には、ライセンシーとしての
登録の拒否や事後の削除等の措置をとることができるものとします。 
 利用希望者が利用対象者ではない場合 
 利用希望者が未成年者である場合 
 利用希望者が過去に本規約に反する行為を行った者である場合 
 利用希望者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、総会屋、社会運動等標榜
ゴロ、特殊知能暴力集団その他これに準じる反社会的勢力、あるいは、これら
反社会的勢力等が経営に実質的に関与している法人等に該当する場合 

2-3 ライセンシーは、他人のMSID等および関連データ・ドキュメント等（以下「ID・関
連データ等」といいます）を使用して本サービスを利用してはならず、また、自己の
ID・関連データ等を他人に使用させてはならないものとします。なお、連携アプリユ
ーザーにMSID等によりログインしていただくことを通じて、当該連携アプリユーザ
ーの aiboと連携アプリを連携させることは、本項による禁止の対象には当たらないも
のとします。 

2-4 ライセンシーは、ID・関連データ等を適切に管理するものとし、万一 ID・関連データ
等の第三者への流出や冒用が判明した場合は速やかにソニーに通知するものとしま
す。ただし、ライセンシーは、自己の ID・関連データ等により本サービスを利用して
なされた一切の行為およびその結果について、自ら責任を負うものとします。 

2-5 ライセンシーは、ソニーに連絡することにより、いつでも本サービスからの退会（ラ



イセンシーとしての登録の削除）をすることができます。また、ソニーは、本規約の
他の規定に定める場合のほか、ライセンシーが 6か月以上ライセンシー専用ウェブサ
イトにログインしていない場合およびライセンシーのMy Sony IDが失効した場合は、
ライセンシーの登録を削除することができるものとします。 

2-6  ライセンシーは、退会（ソニーの措置によるライセンサーとしての登録の削除を含み
ます。以下同じ。）により、本規約上の一切の権利および便益を失うものとします（ア
クセストークンおよび認証コードの無効化、その結果として公開済みのものを含む連
携アプリが aibo と連携できなくなることを含みます）。ライセンシーは、退会時に保
有する関連データ・ドキュメント等を削除し、また、公開済みの連携アプリの公開を
停止するものとします（なお、aiboとの連携機能に関する部分を削除したバージョン
のアプリを公開することは本規約が禁止するものではありません）。なお、退会前に
なされたライセンシーによる本サービスの利用に関連する事項には、ライセンシーの
退会後もなお本規約が適用されるものとします。 

 

3．連携アプリの開発・公開 

3-1 ライセンシーは、最新のバージョンの API および最新のソフトウェアアップデートが
適用された aiboを用いて連携アプリの開発を行うものとします。 

3-2 ライセンシーは、連携アプリの公開に先立ち、公開申請等のソニー所定の手続を遵守
するほか、ソニーが指定する内容のテストを実施し、テスト項目について問題が無い
ことを確認するものとします。万一、連携アプリの脆弱性やライセンシーの情報管理
等に起因するセキュリティインシデントその他のソニー又は連携アプリユーザーに
重大な影響を与えるおそれのあるインシデントが発生した場合、ライセンシーは、速
やかに適切な対策を講じるとともに、ソニーに当該インシデントにかかる報告（イン
シデント発生の初期報告及びその後の原因調査の結果や対策の状況の報告を含む）を
し、かつ、ソニーが求める場合はソニーによる調査や対策の実施に合理的な範囲で情
報提供等の協力をするものとします。 

3-2 本規約 2-3および 6-1の定めにかかわらず、ライセンシーは、本規約に同意のうえラ
イセンシーとして登録されている者（他人の開発した連携アプリを公開するためにソ
ニーに公開申請をし、承認されライセンシーとして登録された者（以下「公開のみを
行うライセンシー」といいます）を含みます）に対し、①自己が開発した連携アプリ
を公開させる（連携アプリユーザーに使用させることを含みます）ために提供し、ま
た、②自己がソニーから提供を受けた関連データ・ドキュメント等を同目的のため提
供することができるものとします。なお、公開のみを行うライセンシーは、前項に定
めるソニー所定のテストを、連携アプリを開発したライセンシーに実施させることが
できるものとします。 



 

4．ライセンシーに関する情報の取り扱い 

本サービスに関連してソニーが取得するライセンシーに関する情報の取扱いは、aibo
プライバシーポリシーおよびMy Sony ID利用規約に従うものとします。 

 

5．禁止事項 

5-1 ライセンシーは、本サービスの利用に関連して、以下のような行為を自ら試みまたは
行なってはならず、かつ、第三者による行為に協力しまたはこれを助長してはならな
いものとします。 

 ソニーまたは第三者の権利もしくは法律上保護される利益（知的財産権、営業
秘密、名誉、プライバシー、肖像権、パブリシティ権、所有権を含みます）を
侵害すること 

 法令、裁判所の判決その他公的機関による法的拘束力のある処分、または公序
良俗に反すること 

 ソニーまたは第三者に対し侮辱、名誉毀損、誹謗を行い、また、他人に不快感
を与えるまたは反社会的な内容を含む表現（暴言、露骨な性的表現、差別につ
ながるおそれのある表現を含みます）等の情報を発信・伝達すること 

 他人の個人情報その他プライバシーにかかわる情報やパスワード等の秘匿情
報を不正に収集・利用し、または公開もしくは第三者に提供すること 

 本サービスを利用して、営利を目的とする活動（事前にソニーの承諾を得たも
のを除きます）その他本サービスが予定する利用目的と異なる目的のための活
動を行うこと 

 本サービスの全部または一部をソニーによって明示的に許可された範囲を超
えてダウンロード、頒布、公衆送信可能化、改変ないし操作、リバースエンジ
ニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、消去等すること 

 ソニーまたは第三者が管理する情報端末、ネットワーク機器、システム等に、
その適切な稼働を阻害したり、操作を妨害・制御したり、データを閲覧・取得
ないし毀損するなどの動作をするウイルスその他のプログラムやファイル等
を組み込みまたは実行させること 

 本サービスのサーバー等に過度の負担を与え、あるいは、本規約上の権利の正
当な行使の範囲を超えた過度な要求をするなど、本サービスの正常かつ円滑な
運営に支障を与えること 

 その他本規約に違反すること 



 その他ソニーが不適切と判断すること 
5-2 ソニーが自らの裁量においてライセンシーが本規約に違反していると判断した場合、

ソニーは、アクセストークンや認証コードの無効化、ライセンシーとしての登録の削
除その他の措置をとることができるものとし、当該措置に関してライセンシーに一切
の責任を負わないものとします。 

5-3 法令により要請されない限り、本サービスのライセンシーによる利用状況に関して、
ソニーは監視または記録する義務を負いません。ただし、ソニーは、法令や本規約の
遵守の確保等の正当な目的のため、法令により認められた範囲内で、本サービス上の
オンライン活動を記録し、また、これを閲覧、開示等することができるものとします。 

 

6．知的財産権等 

6-1 本サービスに関する知的財産権その他の権利は、ソニーまたはソニーに利用を許諾し
た原権利者（以下「原権利者」といいます）に帰属します。ソニーは、ライセンシー
に対し、ライセンシー自らが API等を利用して連携アプリを開発・公開し、連携アプ
リユーザーに使用させる非独占的な権利を、別途本規約に定めの無い限り無償にて許
諾します。 

6-2 本サービスには、本規約とは異なる利用条件を原権利者が定めたソフトウェアが含ま
れている場合があります。ソニーが当該利用条件を本サービス内において通知した場
合、ライセンシーは当該利用条件にも従って本サービスを利用されるものとします。 

6-3 ライセンシーが本サービスに関するフィードバック等の情報・データをソニーに提供
した場合、ライセンシーは、ソニーに対して、ソニーまたはソニーの指定する者が日
本国内外を問わず対価の支払いなく非独占的に自由にこれを利用する権利（再許諾す
る権利を含みます）を許諾するものとし、また、フィードバック等に関する著作者人
格権を行使しないものとします。 

 

7．本サービスの変更・中断・終了 

7-1 ソニーは、その裁量により、本サービスの全部または一部を変更または終了すること
ができるものとします。なお、当該変更に関連し、aiboのソフトウェアアップデート
を行うことが本サービスの利用を継続するための条件となる場合があります。 

7-2 ソニーは、以下のいずれかに該当する場合、本サービスの全部または一部の提供を必
要な期間中断することができるものとします。 
 本サービスの提供に必要な第三者のサービス（電気通信サービス、クラウドサ
ービスを含みますがこれらに限定されません）の提供が中断した場合 



 本サービスの提供に必要なシステムの保守・点検を実施しまたはその故障・不
具合等に対処するために本サービスの中断が必要な場合 

 停電、天変地変、労働争議等その他不可抗力により本サービスの提供ができな
くなった場合 

 その他ソニーがやむを得ないと判断した場合 
7-3 ソニーは、本サービスの全部または一部の変更・中断・終了に際し、それによりライ

センシーに大きな影響を与える場合には、緊急やむを得ない場合を除きあらかじめ
（本サービスの全部を終了する場合は 60 日前までに）ライセンシーに通知をしたう
えでこれを行うものとします。 

7-4 ソニーは、本サービスの変更・中断・終了に関連してライセンシーに生じた損害その
他の結果について、一切の責任を負わないものとします。 

 

8．免責事項 

8-1 ソニーは、本サービスからのリンクにより遷移可能な第三者のウェブサイトやサービ
スの内容等の正確性、安全性その他のいかなる事項についても明示または黙示を問わ
ず何らの保証も行わないものとし、ライセンシーによる当該ウェブサイトやサービス
の利用による損害その他の結果について一切の責任を負わないものとします。 

8-2 ライセンシーは、ライセンシーによる本サービスの利用（連携アプリの公開を含みま
す）に関連して第三者との間で権利侵害その他の事由により紛争が生じた場合、ライ
センシー自らの費用と責任において解決するものとし、ソニーは一切責任を負わない
ものとします。 

8-3 ソニーは、本サービスの常時ないし将来にわたっての利用可能性、正確性その他のい
かなる事項（バグ等の不具合やセキュリティ等に関する欠陥および第三者の権利を侵
害の有無を含みます）についても、明示または黙示を問わず何らの保証もいたしませ
ん。 

8-4 本規約の他の規定にかかわらず、ソニーは、その債務不履行または不法行為によりラ
イセンシーに損害が生じた場合、ライセンシーに通常生じうる損害の範囲に限りこれ
を賠償する責任を負うものとし、特別な事情から生じた損害等（損害発生を予見しま
たは予見し得た場合を含みます）については一切責任を負わないものとします。但し、
ライセンシーとの本規約に基づく本サービスのご利用に関する契約が消費者契約法
に定める消費者契約に該当する場合、ソニーは、その故意または重大な過失による債
務不履行または不法行為に起因してライセンシーに生じた損害に対する賠償責任に
ついては、免責されないものとします。 

 



9．本規約上の地位の譲渡等 

9-1 ライセンシーは、本規約上の地位または権利義務の全部もしくは一部を、第三者に譲
渡し、承継させ、または担保の目的に供することはできないものとします。 

9-2 ソニーは、本サービスに関する事業を第三者に譲渡または承継させることに伴い、本
規約上の地位および権利義務その他ライセンシーに関する情報等を当該第三者に譲
渡ないし承継させることができるものとします。 

 

10．本規約の変更 

ソニーは、法令で認められた範囲において、本規約を随時変更することができるものと
します。ソニーは、変更後の本規約の適用開始に先立ち、変更内容等に照らしてソニーが
合理的と判断する事前告知期間を設定したうえで（ただし、本規約の変更内容がライセン
シーの一般の利益に適合するものである場合は事前告知期間を定めないことができるもの
とします）、変更後の本規約を本サービスのウェブサイトを通じてライセンシーに周知いた
します。 
 

11．問い合わせ窓口 

本規約についてのご質問等がある場合には、以下の窓口にご連絡ください。なお、ソ
ニーは、ソニー所定の方法により、ライセンシーの本人確認を行うことができるものと
します。また、問い合せに対する回答その他の対応は、法令の要請がない限り、ソニー
が適切と判断する方法で行うことができるものとします。 

  
 ［連絡先］ 
  aibo オーナーサポート URL：aibo.com/support 
 

12．準拠法および裁判管轄 

本規約の準拠法は、日本法とします。ライセンシーとソニーとの間に本サービスに関連
して訴訟の必要が生じた場合、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。 
 

13．その他 

13-1 本サービスに関する当社からライセンシーへのご案内、通知または連絡は、本サー
ビスのウェブサイトへの掲示その他ソニーが適当と判断する方法により行われるも



のとします。なお、ご案内等の不着やライセンシーがご案内等を確認されなかった
こと等による損害その他の結果について、ソニーは一切責任を負わないものとしま
す。 

13-2 本規約の一部分が無効と判明した場合でも、本規約の残りの部分はその影響を受け
ず引続き有効に存続するものとします。 

 
[最終更新日： 2022年 04月 01日] 


