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映画『LIFE IN A DAY – 2020 』（地球上のある一日の物語）  

公式規約 

 

RSA1-LIAD2020 Limited （以下「当社に」、「当社は」または「当社の」あるいは「当製作

者」等の表現には、RSA1-LIAD2020 Limited の権原の承継人、譲受人、ライセンシーを含

む）は、多数の協力者から提出されたビデオを基に製作される仮題 "LIFE IN A DAY - 2020

（地球上のある一日の物語）”の 本編映画への使用を検討をするためのビデオ提出を、皆様

にお願いするものです（以下、当「映画」という表現には、この映画の現在または以降に製

作される全バージョン、またあらゆる部分または複数の部分及びこの映画のあらゆる音声の

みのトラックあるいはバージョンを含みます）。 

 

当映画の製作者の目的は、地球上の人生のある 1 日を記録することにあります。ついては、

当社により当映画への使用対象として検討するために、2020 年 7 月 25日に撮影または記録

されたオリジナルのビデオ（これらのビデオとは、動画映像及び音声、または単なる動画映

像または単なる音声が含まれ、当公式規約の制限を遵守したもの）の提出を募ります（以下

それぞれ「ビデオ」及び集合的に「これらのビデオ」と言い、この表現にはこれらのビデオ

のあらゆる部分、または例えば⾧尺カット等の内容及びビデオに関連してその後当社に提出

されたあらゆる素材を含みます）。当映画への使用の検討対象となるビデオの提出には、

lifeinaday.youtube に設置された専用マイクロサイト（以下、当 「映画マイクロサイト」）

への、下記に定めた日程と時間に従った応募者によるアップロードが必要です。 

 

当製作者があなたのビデオの当映画への使用を決定した場合、あなたは当映画へのあなたの

ビデオ使用以外のいかなる形式の対価その他の物を受領する権利がないことを、あなたは理

解しているものとします。 

 

またビデオを当映画マイクロサイトにアップロードすることにより、あなたは 

http://www.youtube.com/t/termsに定められた YouTubeウェブサイトのサービス利用規約

（以下「サービス利用規約」）及び http://www.youtube.com/t/community_guidelines に定め

られた YouTubeウェブサイトのコミュニティガイドライン（以下「 コミュニティガイドラ

イン」）に加えて、これの公式規約（以下「当公式規約」）にも同意したものとします（ま

た「公式規約」と言う場合は、別途に定めのない限り、前述のすべての規定を含むものとし

ます）。 

 

当映画と当映画用のビデオ作成と提出に関する詳細は、
https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vQu5VJ4XHB0vcsALwqdhbbGhToBDzM00h-
pVAtCbtXHgbkesWp8r2FeCGQ9iTeFpmxf1qK-yYFhMaAH/pub 
に表示される当社の FAQページで閲覧可能ですが、その情報は当公式規約の一部を構成する

ものではありません。 

 

1. 関連日程 

当プロジェクト（以下、当「プロジェクト」）に関連した日程は以下の通りです： 

 

件名 開始 終了 

あなたの撮影日 2020年 7月 25日土曜日 2020年 7月 25日土曜日
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00:00:01 AM、場所を問わず 23:59:59 PM、場所を問わず 

当映画マイクロサイトへのア

ップロードによるあなたのビ

デオ提出 

（以下「提出期間」） 

 

2020年 7月 25日土曜日

00:00:01 AM、場所を問わず 

2020年 8月 2日 日曜日

23:59:59 PM、場所を問わず

（またはこれ以降の当社独自

の裁量により決定する日時） 

製作者/管理者のビデオレビ

ュー  

2020年 7月 26日 日曜日

09:00:00 AM GMTまたはそ

の前後  

2020年 11月 16日 23:59:59 

GMT またはその前後か、提

出期間中にアップロードされ

た全ビデオのレビュー終了時

のいずれか早い方。 

 
 

当映画の公開予定日等の他の日程、及び当プロジェクト日程に関連した変更は、当

映画マイクロサイトでご確認下さい。日程（映画公開日を含む）は、当社の独自の

裁量により変更される場合があります。当社は、当映画の製作を完了するいかなる

義務もなく、また完成した場合においても、特定のメディアで映画を公開または使

用するかまったくしないかに関していかなる義務も負いません。 

 

管理者：  

当プロジェクト管理者は RSA1-LIAD2020 Limited で、住所は 42-44 Beak Street, 

London W1F 9RHです。 

 

2. 応募資格 

2.1  当映画への使用の検討対象としてのビデオのアップロードと提出には、以下の条件

が応募者に必要です： 

 2020年 7 月 25 日土曜日の時点で、18才（または居住する国、州、県の成人年齢が

18才より上の場合はその年齢）以上であること；また  

 Googleアカウントを持っていること。Googleアカウントを無料で設定するには、次

にアクセスして下さい：   https://accounts.google.com/。 

 

2.2 以下の場合は、ビデオを提出する資格はありません： 

 あなたがキューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリア、クリミア、またはその他

の米国の制裁対象国の居住者 または米国の輸出規制および制裁プログラムで制限を

受けるその他の者である場合；  

 あなたが、当製作者または Google Ireland Limited（以下「Google」）またはその親

会社、子会社、法律顧問および財務アドバイザーの従業員、役員、取締役、代理人

または代表者（または前述の者の両親、配偶者、市民パートナー、子供等の直系家

族あるいは法的関連性の有無に関わらず同居する者）である場合； 

 またあなたが； 

(a) 当製作者または Googleあるいは Googleを、直接的か間接的に支配するか支配さ

れるかまたは一般的な支配下にあるあらゆる法人の能力を制限するか損なう契約に

より、当公式規約に従ったあなたのビデオの使用に関して（例えばタレントエージ
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ェントまたはマネージャーによって）あなたが代表される場合。上記の法人には、

Google LLC 及び Google Commerce Limited （以下 Google も含めて集合的に

「Google グループ会社各社」と言い、この表現にはその権原の承継人、譲受人、ラ

イセンシーも含み、単体では「Google グループ会社」と言い、この表現には その

権原の承継人、譲受人、ライセンシーも含みます）； 

（b）ビデオへのあなたの露出が第三者の権利の侵害となる契約を締結している場

合； 

（c）商品化契約下にある場合；または  

（d）当映画へのあなたの完全な参加を禁ずるか、当製作者/管理者、Google グルー

プ会社各社またはその他の当映画のライセンシーまたは譲受人（以下集合的に、当

「ライセンシー」と言う）に、残留情報フリーかつロイヤルティフリーベースで、

全世界・全媒体でのあなたのビデオの永久的（フランスとスペインの場合は、あな

たのビデオに関する権利期間中）な使用を不可能にする、あらゆるその他（職能団

体及び/または組合及び/または著作権管理団体会員権を含むがこれらに限定されな

い）の契約関係にあなたがある場合。 

 

3. ビデオ提出の要件 

3.1 ビデオの提出期間中は好きなだけの本数のビデオを提出することができますが、す

べてオリジナルで当公式規約を遵守したものに限ります。提出する各ビデオのファ

イルサイズは 4 GB を越えないものとします。ビデオの詳細な提出方法は、

lifeinaday.youtubeをご覧下さい。 

 

3.2 当映画マイクロサイトにビデオを提出する際には、具体的に氏名、メールアドレス、

連絡先電話番号、ビデオで使用される言語、居住国、ビデオを撮影した及び/または

記録した国、その他の当社が要求した一定の明細を記入していただく必要があり、

またあなたが 18 才以上（および居住国の法定成人年齢が 18 才を超える場合はその

年齢以上）であることの確認書が必要で、それらが提供されない場合はビデオの当

映画への使用の検討対象としての資格がないものとします。ウェブサイト 

www.getreleaseform.com を訪問してビデオの登場人物と共有する電子リンクを入手

し、登場人物からあなたへの肖像権利用許諾の電子的送信を可能にする場合にも、

あなたは自分の氏名とメールアドレスを提供する必要があります。いずれの場合も

当社は、https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-ja.pdf 当社のデータ保護通知(Data 

Protection Notice)に定められた目的でかつその規定に基づいて収集したあなたに関

連する情報のみを使用します。 

 
 

3.3 またあなたのビデオは、サービス規約とコミュニティガイドラインも遵守している

ことが必要です。上記を制限することなく、あなたのビデオには以下が禁止されま

す： 

 商標、ロゴ、または著作権で保護された素材（会社名、写真、美術著作物、入れ墨、

またはウェブサイト、テレビ、映画、その他のメディアで公開された画像等）が、

あなたの所有か否かに関わらず含まれること（ビデオ自体を除く） ； 
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 何らかの製品、サービス、または企業のエンドースメントまたは宣伝を含むか、暗

示すること。 

 ビデオのサウンドトラック（スコア）としてか、背景で再生される（映像と同時録

音された）（ソースミュージックと呼ばれる）何らかの音楽が、あなたの所有か否

かに関わらず含まれること； 

 他者がひどく傷つく行為や違法な行為への参加を煽ること； 

 冒涜的、ポルノグラフィック、性的なコンテンツ、アルコール、違法薬物、大麻、

タバコ、火器や武器を助⾧するコンテンツ、あらゆる種類の差別的なコンテンツ

（暴力や扇動を助⾧または容認するか、あるいは人種、民族的出自、宗教、障害、

性別、年齢、国籍、退役軍人身分、カースト、性的指向または性同一性に基づく個

人またはグループに対する憎悪を煽るコンテンツを含む）等の攻撃的、中傷的、不

適切または違法なコンテンツ、または他の生物への暴力や有害性を助⾧するコンテ

ンツ等が含まれること； 

 他者へのあらゆる脅威または他者への恫喝、ハラスメント、いじめとなる可能性の

ある何らかの種類のコンテンツを含むこと； 

 あらゆるライセンシーを含む、他人または他社についての名誉を棄損する、事実を

歪曲する、または中傷的な言説を含むこと；そして 

 許可なく撮影された第三者の映像が含まれること。 

ビデオが上記の禁止事項に違反するかどうかは、管理者の独自の裁量により決定されるもの

とします。 

3.4 当製作者は、米国のテレビ放送基準「TV-14」や類似基準を超えないものに合理的に

近いと見なされている、Google のコンテンツ基準を満たさないビデオを拒否する権

利を有するものとします。 

3.5 あなたのビデオが当映画への使用候補に選定された場合、当映画への使用のための

利用権（またはコピー権）を可能にするために、あなたがビデオ制作に使用したオ

リジナル素材とその素材に関して取得した全許可を、あなたは 2021 年 4 月 25 日ま

で保持する必要があります。 

3.6 ビデオが当公式規約に適合しないか、または当公式規約に従ったビデオの必要情報

をあなたが提供しない場合は、そのビデオは当映画に使用される資格がないものと

します。当製作者の決定は最終的なもので、全面的な拘束力があります。 

 
 

4. 参加規約 

4.1 あなたは以下を表明、保証、誓約し、当社に確認するものとします： 

(i) あなたのビデオが当公式規約、サービス規約、コミュニティガイドラインを遵守

していること； 

(ii) あなたが 18 才（または居住する国、州、または県の成人年齢が 18 才を超える

場合は、その年齢）以上であること； 

(iii) ビデオを当映画マイクロサイトにアップロードする際に、あなたが提供した全回

答があらゆる点で真実かつ完全であること； 
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(iv) ビデオ全体を、所定の撮影日にあなたが撮影及び/または記録したこと； 

(v) あなたがビデオの単独の作成者であり所有者であること、またそのビデオが完全

にあなたのオリジナルであること； 

(vi) あなたには当公式規約に同意し、当公式規約が定める権利をいかなる負担や第三

者の権利から束縛を受けることなく付与する権利があること； 

(vii) あなたのビデオのあらゆる内容と、ビデオ及びそれに含まれる全コンテンツの当

ライセンシーによる使用が、いかなる第三者の著作権またはその他の権利（秘密

保持及び/またはプライバシー及び/またはパブリシティの権利、あらゆる著作者

人格権または知的財産権等を含む）も侵害しないこと； 

(viii) あなたの所有かどうか（ビデオ自体以外）に関わらず、ビデオにロゴ、商標、デ

ザイン、または著作物（音楽、映画、テレビの映像を含むがこれらに限定されな

い）が含まれないこと； 

(ix) ビデオには、他人の氏名、画像、声その他の音声が含まれないこと。但し、ウェ

ブサイト www.getreleaseform.com でダウンロード可能なフォームないしは

www.getreleaseform.com 経由で対象人物に送付可能な電子的リンクで当人が署

名した利用許諾（以下「肖像権利用許諾」）を取得済みの場合は例外とする； 

(x) ビデオに、あなたの所有になるもの以外で、当社による当公式規約に従ったビデ

オ利用を可能にする、その所有者からの必要なすべての同意、ライセンス（利用

許諾）、権利付与及び/または関連機関からの承認を得ていない場所は含まれな

いこと；  

(xi) 当公式規約の第 7項に従った当社への使用許諾を妨げる、ビデオに対するいかな

る権利、権原、利益も、あなたが譲渡、担保設定、使用許諾（ライセンス付与）

その他の権利への負担を付与していないこと。ビデオ使用にあたって当社からあ

なたや第三者への支払いを必要とする契約の締結等を含む； 

(xii) あなたのビデオやビデオに関する権利に関連して、係争中のいかなる訴訟、クレ

ーム、法的手続もなく、その可能性もないこと； 

(xiii) ビデオには、名誉を毀損する材料や他人への侮蔑や中傷、あるいは他人の名前、

評判、信用に悪影響を及ぼす可能性のある材料が含まれていないこと； 

(xiv) ビデオには、ポルノグラフィックまたは性的に露骨なコンテンツやいかなる種類

の差別的、わいせつ、攻撃的、冒涜的コンテンツは含まれておらず、また生物へ

の暴力や有害性を助⾧するコンテンツもないこと； 

(xv) ビデオには、いかなる脅威または他者への恫喝やハラスメントあるいはいじめと

なる可能性のあるいかなる種類のコンテンツも含まれないこと； 

(xvi) ビデオ自体及びビデオの撮影行為や作成が、いかなる現地法、州法、国法その他

の準拠法（贈収賄禁止および反腐敗に関する法律を含むがこれらに限定されな

い）に違反しておらず、またそれらの法の違反を助⾧するものでないこと；そし

て 

(xvii) ビデオの撮影行為と作成において、SARS-CoV-2や他のコロナウイルスあるいは

他のパンデミック、疫病、公衆衛生に関する緊急事態に関連した政府、自治体、

公共機関のいかなる法規則や条例や制限あるいは要件（旅行、自主隔離、隔離制

限や要件を含むがこれらに限定されない）にも違反していないこと。 
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あなたは、免責された当事者（下記に定義）を、これと異なることへのあらゆるクレーム

から免責することに同意するものとします。 

 

4.2 あなたが当公式規約のいずれかの表明、保証、義務、約束または誓約に違反するか、

ビデオが当公式規約をあらゆる点で遵守していない場合には、あなたのビデオは映

画への使用の検討対象としての資格がなくなります。 

 

5. 技術的問題と一般的エラー 

5.1 適用法が許す限りにおいて、当製作者、あらゆる Google グループ会社またはその各

親会社、子会社、関連会社、広告及び広報代理店、法律顧問及び財務アドバイザー、

当映画に関わるあらゆる法人や個人、ないしはその各役員、取締役、株主、代理人、

ライセンシー、ライセンサー、従業員、またはあらゆるインターネットアクセスプ

ロバイダ（集合的に「免責された当事者」という）は、不正確または誤った情報入

力、人的エラー、技術的不具合、転送データの損失/遅延、あらゆる電話、ブロード

バンド、コンピュータその他のネットワーク、コンピュータ機器、ソフトウェア、

ハードウェアまたはそれらを組合せたものの欠落、中断、削除、欠陥、回線障害、

当映画マイクロサイトへのアクセス不能により生じた、ビデオのアップロードや関

連資料のダウンロード上の問題あるいはビデオの遅延、紛失、破損、誤配、不正確

または不完全性に対しての責任は負いません。 

 

5.2 当公式規約におけるあなたのビデオの受領とは、当映画マイクロサイトがアップロ

ードされたビデオファイルを正常に受信し、必要なビデオ情報が記録されることを

言います。 

 

6. ビデオの選定 

6.1 当製作者の制作チームは、提出期間中に当映画マイクロサイトで受信済みでかつ当

公式規約が遵守され、また当公式規約を遵守した必要情報が提供されている全ビデ

オをレビューするよう努めますが、当製作者はその制作チームによるビデオ全体の

完全視聴が可能であるという誓約はできかねます。当映画に使用するビデオの選定

の可否は、以下の基準に基づきますが、この順番に具体的な意味はありません： 

(i) https://lifeinaday.youtube/take-part/に記載された監督の説明から見た妥当

性； 

(ii) 独自性； 

(iiii) 創造性； 

(iv) 技術的な出来栄え；及び 

(v) 当映画の製作者及び/または監督の創造的・芸術的ビジョンとの一致。 

 当映画へのビデオ使用の可否は、完全に当映画の監督及び当製作者の芸術的ビジョ

ンに依存します。監督と当製作者による決定は（それが共同かどうかに関係なく）、

最終的なものとなります。 

 

6.2 あなたのビデオが当映画または映画ウェブサイトで使用される可能性が仮決定され

た場合は、当映画マイクロサイトへのビデオアップロード時にあなたが指定したメ

ールアドレス及び/または電話番号宛に、https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-
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ja.pdf の当社データ保護通知に定めた目的で当社からご連絡する可能性があります。

また当社データ保護通知に定めた目的のために、ご自宅住所の提供を当社が要求す

る可能性もあり、要求した場合には当公式規約による強制性があります。 

 

6.3 また当社の判断で、あなたのビデオ使用に関する第三者による追加文書への署名ま

たはその取得を、求められる場合があります。これには、物理的に署名されたあな

たの映画製作者権利放棄書、ビデオの認識可能な登場者による肖像権利用許諾（当

映画マイクロサイトでのビデオ提出時点で未提出の範囲で）、及び当社の指定フォ

ームによるビデオに登場した場所所有者の署名入りロケーション場所利用許諾（以

下「ロケ場所利用許諾」）（当映画マイクロサイトでのビデオ提出時点で未提出の

範囲で）が含まれますが、これらに限定されません； 

 

6.4 あなたのビデオが破損しているか、技術的欠陥があるか圧縮されている場合は、ビ

デオの別のコピー（またはより高解像度のコピー）の提出を求めるために、当社か

らご連絡する場合があります（但し、かかる義務はありません）。 

  

6.5 あなたのビデオが当映画に使用される可能性が仮決定され、当社が要求した全ての

マテリアルと利用許諾をあなたが提供されたとしても、当映画の最終編集版（公に

発信される当映画のあらゆるバージョンを含む）にビデオが使用されることを意味

しません。 

 

6.6 要求されたタイムラインに従って必要な文書が記入されなかったか、ビデオが当公

式規約を遵守していないことが判明した場合には、ビデオは当映画に使用されませ

ん。 

 

6.7 さらに、あなたは、当ライセンシーが要求した追加文書により知る所となったか把

握された当公式規約への違反となる事実がある場合、当ライセンシーは当映画への

ビデオ使用を検討しない権利を留保することに同意するものとします。；当ライセ

ンシーの決定は、これらの公式規約の適用及び /または解釈を含め、最終的なもので

す。 

 
 

7. 当社へのライセンス 

7.1 あなたがビデオを当映画マイクロサイトで当映画での使用の検討対象として応募す

るためにアップロードすることで、あなたは当製作者及び当ライセンシーに対して、

撤回不能なかたちで全世界での非独占的なロイヤルティフリーの以下についてのラ

イセンス（必要に応じて、現在及び将来の著作権のある現在の使用許諾のかたち

で）を付与したことになります： 

(i) あなたのビデオを当映画の製作、広告、宣伝、マーケティング、パブリシテ

ィ、放送、展示、配信、利用及び一般への伝達の目的で、またあなたのビデ

オ（またはビデオの変更あるいは編集したバージョンやクリップ、抽出映像、

静止画像）を当社の独自の裁量による決定通りに、単一のシーケンスまたは

一連のシーケンスで、他のコンテンツ（コマーシャル制作、製作、広告、宣

伝、マーケティング、パブリシティ、放送、展示、配信、利用及び公衆伝達
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の目的で、またあなたのビデオ（またはビデオの変更あるいは編集したバー

ジョンやクリップ、抽出映像、静止画像）を当社の独自の裁量による決定通

りに、単一のシーケンスまたは一連のシーケンスで、他のコンテンツ（コマ

ーシャル挿入を含むがそれに限定されない）の前後あるいはそれらと組み合

わせて当映画中で使用する目的で、あなたのビデオをどんなかたちであれダ

ウンロード、コピー、複製、改作、変更、再整理、編集、カット、吹き替え

をし、任意の言語への翻訳や字幕を作成し、追加や削除をし、データ分析を

行うこと（ビデオから音声のみ、映像のみのコンテンツ抽出や、クリップ、

抽出映像、静止画像を抽出する権利を含むがこれらに限定されない）；    

(ii) あなたのビデオまたはその変更や編集を加えたバージョンのあなたのビデオ

を組み込んだ当映画の広告、宣伝、マーケティング、パブリシティ、放送、

展示、公衆伝達、配信及び利用を、世界中の全媒体及び現在既知の媒体、ま

たは法が禁じない限りは将来考案されるあらゆる媒体で永久的に行うこと

（当映画のレンタルや貸与も含むがこれらに限定されない）； 

(iii) あなたのビデオまたはそのいずれかの一部（当映画の一部としてか否かを問

わず）を、当映画マイクロサイト及び/または www.youtube.com/lifeinaday 

にある YouTube チャンネル等を含む、当映画に関連して(全部または一部

が）当社所有になる他のウェブサイト（当映画マイクロサイトと共に当「映

画ウェブサイト」と言う）を介して公衆伝達すること。これらの目的にはあ

らゆるメディア形式とメディアチャンネルを介したすべての当映画ウェブサ

イトの一部または全部の広告及び再配信を含みますが、これらに限定されま

せん； 

(iv) ビデオまたはその一部を使用して、YouTube ウェブサイト及び Google グル

ープ会社の他のウェブサイト、成果物、事業及び/またはサービスを宣伝、広

告、マーケティングすること；そして 

(v)  前述の(i) – (iv) 項に規定されたあらゆる全ての権利を、ライセンシーを含む

がこれに限定されないあらゆる第三者に（全部または一部を）譲渡及び/また

はサブライセンスすること。 

 

7.2 あなたは、あなたのビデオを関連してビデオに関連するマテリアルのコピーを、現

在及びあなたが当社に提供した当公式規約の日付、または当社の要求で特別サイト

にアップロードした日付以降も、提供することに同意するものとします。ビデオに

関連してあなたが当社に提供されたあらゆる物的マテリアル及びマテリアルのコピ

ーは返却せず、また当社にはそれらを保存・保持する責任はなく、当社または第三

者によるその破壊や紛失に起因する補償責任も負いません。 

 

7.3 この第 7 項で言う「映画」という表現には、予告編、ティーザー、広告または宣伝

資料、DVD および Blu-ray の「付録」、ボーナスマテリアル、電子プレスキット、

サウンドトラックアルバム、映画のメイキング、ドキュメンタリーまたはその他の

制作物 、サウンドレコーディング、映画に基づくか関連するマテリアル、または映

画の広告、宣伝、パブリシティ、利用に関連するその他の素材を含みます（以下集

合的に「派生的映画素材」と言う）。 
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7.4 あなたのビデオ（またはその一部）が当映画または派生的映画素材あるいは映画ウ

ェブサイトに使用されない場合は、この第 7 項で言うライセンスは適用されません。  

 
 

 

8. オンスクリーンでの露出 – あなた自身、他人、場所 

8.1 あなたが自分のビデオに映るか、ビデオ内であなたによる音声が聴き取れる場合に

おいて、そのビデオ（またはその一部）が当映画及び/または派生的映画素材及び/ま

たはいずれかの映画ウェブサイトで使用される場合、世界中の全媒体及び現在既知

の媒体または法が禁じない限りは将来考案されるあらゆる媒体での永久的な、ビデ

オ及び当映画（またはその一部）及びあらゆる派生的映画素材であなたが露出/出演

するために、1988 年（英国）著作権・意匠・特許法(随時の修正または再制定含む）

及び世界のいずれかの同様な法制が要求するか要求される可能性のあるあらゆる

PERFORMANCE CONSENSUS（履行の合意）を取消不能のかたちで、当ライセン

シーに付与するものとします。.  ライセンシーは、任意の言語であなたのパフォーマ

ンスを吹き替え及び/または字幕を付ける無制限の権利を有します。 

 

8.2 あなた以外の誰かがあなたのビデオに識別可能なかたちで映るか、その音声が聴き

取れるか、名前が言及される場合、及び/またはあなたの所有でない場所が識別可能

なかたちでビデオに映る場合は、ビデオ提出の際に、必要なすべての譲渡、ライセ

ンス、同意、権利の付与、及び（該当する法律で許可されている最大限の範囲で）

権利放棄とその個人及び/または場所の所有者（該当する場合）からの著作者人格権

の放棄または使用許諾を取得したことを表明および保証し、これらの個人の名前、

映像、音声及びパフォーマンス及び/またはこれらの場所の写真、記録、録音（該当

する場合）の組込みに関する当公式規約に従って、当ライセンシーがあなたのビデ

オの世界中であらゆる言語での、全媒体及び現在既知の媒体または法が禁じない限

りは将来考案されるあらゆる媒体での永久的な利用を、これらの個人及び/または所

有者（該当する場合）への支払い義務なしに支障なく可能にするものとします。 あ

なたのビデオが、当映画及び/または映画のウェブサイトへの使用に仮決定された場

合には、当社はあなたに署名済みの肖像権利用許諾及び/またはロケ場所使用許諾

（該当する場合）の提供を要求するものとします。 

 
 

9. あなたのビデオのクレジット 

あなたのビデオ（またはその一部）が当映画の最終編集版（但しそれ以外は除く）

に使用された場合は、ビデオを当映画マイクロサイトで提出された際に あなたが提

供した 氏名を使用して、当映画への協力者一覧において当映画の共同監督としてあ

なたをクレジットします。このクレジットのサイズ、位置、および配置（当映画内

または他での）は、当社の独自の裁量で決定するものとします。法律で禁止されて

いる場合を除き、いずれかのライセンシーまたは第三者が前述のクレジットの遵守

を怠ったとしても、当社による公式規約への違反とはならず、また当公式規約への

同意をあなたが取り消したり、当映画または派生的映画素材の放送、配信、展示、
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広告、パブリシティ、公衆伝達その他の利用に対する差止命令またはそれらを禁止

したり制限する衡平法上の救済をあなたが受けることはできません。 

 

10. 宣伝へのあなたの氏名及び肖像権 

あなたのビデオ（またはその一部）が当映画及び/または派生的映画素材に使用され

る場合、当ライセンシーはあなたの氏名、写真、写真以外の肖像権、及びあなたの

ビデオ から採ったあなたの肖像の静止画像または動画及びあなたの音声の録音を、

当映画、派生的映画素材、映画ウェブサイト、YouTube ウェブサイト及び Google

グループ会社の他のウェブサイト、成果物、事業及び/またはサービスの、広告、宣

伝、パブリシティ、放送、展示、配信、利用及び公衆伝達を目的として、全世界で

あらゆる既知のメディア、または法で禁止されない限り、将来考案されるあらゆる

メディアで、永久的に使用する権利を有します。 

 

11. 著作者人格権と請求の放棄  

11.1 あなたのビデオ（またはその一部）が当映画及び/または派生映画素材または映画ウ

ェブサイトで使用される場合は、適用法が許可する最大限の範囲で、あなたはあな

たへのそれ以上の通知や補償なしでの当ライセンシーによるビデオ利用に関して、

取消不能なかたちでその利益を放棄し、またその主張や履行をしないことに同意し、

また 「著作者人格権(moral rightsまたは droit moral)」として知られるあらゆる法規

定や同様の権利または不正競争防止法に基づく現在または以降のあらゆる法管轄に

おけるあらゆるクレームから、当ライセンシーを免責し解放することとします。さ

らにあなたは、あなたのビデオや当映画または派生的映画素材に関して、あなたの

ビデオまたは派生的作品の使用があなた及び/または他の参加者の権利を侵害すると

の理由での当ライセンシーまたは他のあらゆる者に対するいかなる訴訟、クレーム、

法的手続も唆したり、サポートや支援や承認をしないことに同意するものとします。 

 

11.2 あなたは、あなたやいかなる他の者も、あなたのビデオ（またはその一部）が当映

画及び/または派生的映画素材及び/または映画ウェブサイトに使用されることについ

て、以降異議を唱えないことを保証し、また取消不能のかたちで、あなたのビデオ

（またはその一部）が当映画及び/または派生的映画素材及び/または映画ウェブサイ

トに使用された結果生じるあらゆる性質の補償責任から、当ライセンシーを免責し

解放することに同意するものとします。これらには、例としてプライバシー侵害、

パブリシティ権の侵害、名誉棄損、著作者人格権や同様の権利の侵害、あらゆる個

人的権利または財産権の侵害等が含まれ、あなたは現在も将来的にもいかなるライ

センシーに対しても、これらのクレームを主張したり支持しないことを誓約するも

のとします。 

 

12. 報酬  

12.1 あなたのビデオを、当映画及び/または派生的映画素材及び/または映画ウェブサイト

に使用することは、当公式規約で当社に付与された全権利への十分な約因（対価）

と見なされ、従ってあなたも他の者も、当公式規約によって当社に付与された権利



 

『LIFE IN A DAY – 2020 』（地球上のある一日の物語） 公式規約  

 

11 

の利用に関して、いかなるかたちであれそれ以上の支払いを受けることはできませ

ん。 

 

12.2 あなたのビデオを、当映画及び/または派生的映画素材及び/または映画ウェブサイト

に使用することには、当映画及び/または派生的映画素材の利用に関連する各国の法

により、あなたにその時点あるいはそれ以降に権利が生じるレンタル権及び貸与権、

ケーブル再送信権及び同様の権利に関する、衡平な報酬が含まれます。 

 

13. 義務の免除 

13.1 当社は、あなたのビデオを、当映画及び/または派生的映画素材及び/または映画ウェ

ブサイトに使用する義務は一切なく、あるいはあなたのビデオを使用した当映画及

び/または派生的映画素材の放送、展示、公衆伝達、または当映画や派生的映画素材

の利用の義務もありません。さらに前記に起因する何であれ、それに対する一切の

補償責任を負いません。 

 

13.2 当映画マイクロサイト経由で応募者が提出したビデオとは別に、当ライセンシー及

びパートナー組織は、当映画に使用する撮影映像を世界各地の選ばれた組織及び個

人から（当映画マイクロサイトを介するか否かに関わらず）取得して、当プロジェ

クトの世界的リーチと参加機会の拡大をすることができます。これらのサードパー

ティが提出したビデオは、当公式規約の対象ではありませんが、当社により当映画

に使用される可能性があります。当映画に使用するサードパーティによるビデオの

割合は、当社が独自の裁量で決定することができます。 

 

13.3 当社は、当映画または派生的映画素材に使用するコンテンツの選定に関する連絡は

一切行うことはできません。 

 
 

14. 公式規約への違反と責任 

14.1 当公式規約での当社の誓約や義務に当社が違反した場合、あなたは実際に被った損

害（もしあれば）に対してのみ救済され（常に下記の第 14.2 項に従って）、いかな

る状況であれ当公式規約への同意をあなたが取り消したり、当映画または派生的映

画素材の製作、放送、配信、展示、広告、パブリシティ、利用や公衆伝達の差止や、

それらを禁止したり制限する差止命令またはその他の衡平法上の救済をあなたが受

けることはできません。 

14.2 当公式規約またはこの公募に起因するか関連してあなたが被った経済的損失、信用

または評判の損失、または特別損失、間接的または結果的損失（ビデオの当映画マ

イクロサイトへのアップロード日の時点で、これらの損失があなたと当社の想定内

であったか否かを問わない）について、適用法が許す最大限の範囲で当社は責任を

負いません。当公式規約に起因するか関連する当ライセンシーの累積的集団責任

（責任が契約違反、過失、その他の理由によるかを問わず）は、£100（100 ポン

ド）に制限するものとします。ドイツの居住者：司法裁判所へのいかなる償還請求

も除外されます。  
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14.3 当公式規約のいかなる内容も、あなた及び当社の詐欺的な虚実表示、あなたまたは

当社の（該当する場合）過失または当公式規約への違反に起因する人身傷害または

死亡に対する責任を、制限または除外するとは解釈されないものとします。 

14.4 あなたは当公式規約に定められた条件を受諾し、当製作者の決定に拘束されること

に同意し、当プロジェクトへの参加資格があることを保証するものとします。また

あなたは、人的負傷や死亡が免責された当事者の過失または当公式規約への違反に

よるものである場合を除き、また適用法が許す最大限の範囲で  、あなたが提出した

あらゆるビデオまたはその他のマテリアルの使用、受領、誤用に関連して生じたか、

あるいはプロジェクト関連行為（あなた自身のビデオ作成を含むがこれに限定され

ない）への準備中、参加中、移動中に被ったか受けたかそれらに起因する、いずれ

かの免責された当事者またはあなたあるいは第三者に対抗するあらゆるクレーム、

損失、責任、損害、費用、支出（弁護士費用を含む）への責任が、免責された当事

者にはないことに同意するものとします（またあなたは当規約で取消不能のかたち

で免責するものとします）。これらにはあらゆる負傷、損害、死亡、損失、人また

は財産に対する事故、当公式規約を含む当プロジェクト関連のあなた自身の同意や

保証の違反によるものを含みますが、これらに限定されません。  故意にウェブサイ

トに損害を与えたり、当プロジェクトの正当な運営を損なう試みは、刑法および民

法に違反するものであり、そのような試みがある場合は、当ライセンシーは法が許

す最大範囲で損害賠償またはその他の救済措置を、こうした責任を負う者に請求す

る権利を留保します。当製作者によるビデオのレビューに関わらず、あなたは自己

のビデオコンテンツに単独の責任を負うことを理解し同意するものとし、また、あ

なたのビデオや当規約で想定されるその使用や利用に関連する第三者のクレームや

要求の結果生じるあらゆる損害、費用、支出及び /またはあらゆる責任から、免責さ

れた当事者をビューに関わらず、あなたは自己のビデオコンテンツに単独の責任を

負うことを理解し同意するものとし、また、あなたのビデオや当規約で想定される

その使用や利用に関連する第三者のクレームや要求の結果生じるあらゆる損害、費

用 、支出（訴訟費用及び indenmity basisの費用を含む）及び/またはあらゆる責任

から、免責された当事者を補償することに同意するものとします。さらにあなたは、

当公式規約で上記の 4.1(i)、4.1(iii)、4.1(v)-4(xvii) 項（全て含む）で定めた保証への

あなたの違反または不履行の結果、いずれかの免責された当事者が被ったすべての

クレーム、費用、支出（訴訟費用及び indemnity basis の費用を含む）、法的手続

き、訴訟、要求、損害及び /または責任、敗訴となったか及び /または同意した損害賠

償に対して完全に補償することに同意します。 

14.5 あなたは、あなたと当製作者との関係が機密維持、信認義務を伴う排他的またはそ

の他の特別な関係ではないこと、また当映画に関連してビデオを提出するというあ

なたの決定によって、あなたのビデオ内容に関する当製作者の立場は、当公式規約

に定められているものを除き、一般の人と異なることはないことを認識し、それに

同意するものとします。 

14.6 あなたは、当プロジェクト関連の活動（あなた自身のビデオ作成を含むがこれに限

定されない）への準備、参加、及び/またはその移動に伴う COVID-19 への感染リス

クの要素がある可能性があることを承知し、そのリスクを受容するものとします。

あなたは、自分自身とあらゆる第三者の COVID-19 感染リスクを最小化するために、
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あらゆる政府及び地方自治体の安全衛生規則及びその他の法的要件、規制、勧告、

指針（社会的距離、衛生と清掃、マスク、旅行、自主隔離、隔離を含むがこれらに

限定されない）を厳守することに同意するものとします。あなたは、COVID-19 に直

接または間接的に接触する可能性がまだあり、それを承知のうえで自由意志でかつ

自発的に当プロジェクトに参加することを承諾するものとします。 

 

15. プライバシー 個人データ  

RSA1-LIAD2020 Limited による、あなたに関連する情報の収集と処理は、

https://lifeinaday.youtube/static/pdf/dpn-f-ja.pdf に定めたデータ保護通知に従います。

これには英国のデータ保護法で適用されるあなたの権利の一部もまとめられていま

す。 

 

16. 譲渡またはサブライセンス 

16.1 当社は、当公式規約あるいは当公式規約による当社の権利及び利益による、あらゆ

る第三者への譲渡、ライセンス供与、担保設定、負担設定やその他のあらゆる形態

での取引をすることができます。 

 

16.2 あなたは、当社の書面による事前の同意なしに、当公式規約あるいは当公式規約に

よるあなたの権利及び利益では、あらゆる第三者への譲渡、ライセンス供与、担保

設定、負担設定やその他のあらゆる形態での取引をすることはできません。 

 
 

17. 完全合意及び準拠法と司法管轄 

17.1 当公式規約（及び当映画マイクロサイトへのビデオ提出時にあなたが提供した全情

報）は、あなたと当社の間の完全な合意を構成し、当公式規約にある本件について

のすべての契約前のあなたと当社間の合意を無効とし、それに取って代わり、優先

するものとします。 

 

17.2 本書の当公式規約の規定と、サービス規約、コミュニティガイドライン、当募集に

関する広告やパブリシティまたは当映画マイクロサイトとの間に矛盾がある場合は、

本書の当公式規約が優先されます。 

 

17.3 カナダのケベック州在の居住者でない個人の参加者には、イングランド及びウェー

ルズの法律が当公式規約（それらに起因するか関連して生じる契約によらない義務

を含む）に適用されます。下記に別途定める場合を除き、当公式規約から生じるか

またはそれに係るいかなる紛争や申し立て、もしくはその主題または形成（契約に

よらない紛争やクレームを含む）については、両者の便宜上、イングランドおよび

ウェールズの裁判所が独占的裁判権を有することに、各当事者は取消不能のかたち

で合意するものとします。この条項のいかなる規定も、当社が正当な権限ある他の

裁判所であなたに対して訴訟手続きを行う権利を制限するものではなく、また 1つ

以上の管轄権での提訴は、同時か否かにかかわらず、そうした他の管轄の法が許す

範囲で他裁判所での訴訟手続きを妨げるものではありません。あなたへの法的その

他の手続きにおける送達は、直接の手渡し（宅配便を含む）または 6.2項によりあな
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たが提供した住所（または随時あなたが書面で通知した他の住所）への郵送（海外

宛の場合は航空便）によるものとし、適切な住所に配達された場合（直接手渡しの

場合（宅配便を含む））はその時点で、または投函されてから二（2）日後（航空便

以外の郵送の場合）あるいは投函されてから六(6)日後（航空便の場合）に送達され

たと見なされます。該当する場合にはあなたと当社は、ハーグ送達条約（「民事又

は商事に関する裁判上及び裁判外の文書の外国における送達及び告知に関する条

約」）に従った送達手順の適用を放棄します。 

 
 

18. 分離可能性 

当公式規約のいずれかの規定が、特定の国の法律、規則、または規制の下で無効、

失効、または執行不能である場合も、かかる規定は当公式規約の他のいかなる規定

にも影響を与えないものとします。かかる規定の適用または当公式規約及びその規

定の有効性や強制執行力は、該当する管轄における法的要件内で必要な範囲でのみ

減じられ制限されます。 

 

19. 取消し 

当製作者は、当プロジェクト（またはそのいずれか一部）をその単独の裁量により、

いつでも（理由の有無に関わらず）取消し、変更、停止することができます。取消

しまたは停止の場合は、当製作者は独自の裁量により、その時点までに受け取り済

みの適格性のある全ビデオから、当公式規約に定められた基準を使用してビデオを

選択するか、または一切選択しない権利を留保します。当公式規約のいかなる規定

も、当製作者が何らかの映画を制作し、公開し、その映画に使用する提出されたビ

デオを選定し及び/または提出されたビデオを使用することの表明、保証(warranty)、

誓約または保証(guarantee)とは見なされないものとします。 

 

20. 国別の通知 

日本の居住者：当公式規約から生じるかまたはそれに係るいかなる紛争や申し立て、

もしくはその主題または形成（契約によらない紛争やクレームを含む）については、

両者の便宜上、第一審裁判所として東京地方裁判所が独占的裁判権を有することに、

各当事者は取消不能のかたちで合意するものとします。  

 
 

 


