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APPENDIX 2 

TRAINING, LEARNING 

SUBSCRIPTIONS, TRAINING 

UNITS, AND CONSULTING UNITS 

別添 2 
トレーニング、ラーニング サブスクリプ
ション、トレーニング ユニット、コン
サルティング ユニット  

 

Red Hat sells Training, Learning Subscriptions, Training Units and 

Consulting Units. Whether you purchase Training, Learning 

Subscriptions, Training Units or Consulting Units from us or 

though one of our authorized Business Partners, we agree to 

provide you with the Training, Learning Subscriptions, Training 

Units or Consulting Units on the terms described in this Appendix. 

In exchange, you agree to comply with the requirements and 

terms of this Appendix. When we use a capitalized term in this 

Appendix without defining it, the term has the meaning defined in 

the base agreement. 

 

レッドハットはトレーニング、ラーニング サブスクリプション、
トレーニング ユニット、およびコンサルティング ユニットを販

売しています。トレーニング、ラーニング サブスクリプション、
トレーニング ユニット、またはコンサルティング ユニットは、
お客様が弊社および弊社の正規ビジネス パートナーのどちらか

ら購入されたかにかかわらず、本別添の条件に基づいて弊社がお
客様に対して提供します。それと引き換えにお客様は、本付属文
書の要件と条件に従うことに同意するものとします。本付属文書

において大文字で始まる用語が定義なしに使用されている場合、
それらの用語は、本付属文書の基となる契約において定義された
意味と同一の意味とします。 

 

1. Training 
 

“Training” means Red Hat's training courses, including Red Hat's 

publicly available courses (“Open Enrollment Courses”) and 

courses provided at a site designated by you (“On-Site 

Courses”). 

 

1. トレーニング 
 

「トレーニング」はレッドハットのトレーニング コースを意味し
、レッドハットが一般に提供しているコース (「オープン登録コ
ース」) と、お客様が指定するサイトで提供されるコース (「オン

サイト コース」) が含まれます。 

 

1.1 Equipment and Facilities. For On-Site Courses, you will 

supply the facility and equipment as set forth at 

www.redhat.com/training/solutions/requirements.html. If 

Red Hat agrees to provide the training facilities and 

hardware, you will be liable for any loss or destruction of this 

equipment and hardware used in connection with the 

Training. 

 

1.1 機器と施設 。オンサイトコースにおいては、 

www.redhat.com/training/solutions/requirements.html の 規
定に基づいてお客様が機器と施設を提供するものとします
。 レッドハットがトレーニング施設とハードウェアを提供

することに同意する場合、お客様はトレーニングで使用さ
れるそれらの機器やハードウェアの紛失および破損に対し
て責任を負うものとします。 

 

1.2 Client Responsibilities. You are responsible for (a) 

assessing each participants’ suitability for the Training, (b) 

enrollment in the appropriate course(s) and (c) your 

participants’ attendance at scheduled courses. 

 

1.2 お客様の責任。 お客様は、(a) 各参加者のトレーニングに
対する適合性、(b) 適切なコースへの登録、および (c) 予

定されたコースへのお客様の参加者の出席に対して責任が
あります。 

 

1.3 Rights to Training Materials. All intellectual property 

embodied in the training products, materials, 

methodologies, software and processes, provided in 

connection with the Training or developed during the 

performance of the Training (collectively, the “Training 

Materials”) are the sole property of Red Hat or a Red Hat 

Affiliate and are copyrighted by Red Hat unless otherwise 

indicated. Training Materials are provided solely for the use 

of the participants and may not be copied or transferred 

without the prior written consent of Red Hat. Training 

Materials are Red Hat's confidential and proprietary 

information. 

 

1.3 トレーニング資料に対する権利。 トレーニングに関連して
提供されたり、トレーニングの実施中に開発されるトレー
ニング製品、資料、方法、ソフトウェアおよびプロセスな

どに伴うすべての知的財産 (総称して「トレーニング資料」
と呼ぶ) は、レッドハットまたはレッドハット関連会社の
独占所有物であり、別段の定めがある場合を除き、レッド

ハットが著作権を保有しています。 トレーニング資料は参
加者が使用するためにのみ提供され、レッドハットの書面
による事前の同意無しに複製や譲渡を行うことは禁じられ

ています。 トレーニング資料はレッドハットの機密情報で
あり、知的財産情報です。 

 

1.4 Delivery Date and Cancellation. You agree to the 

cancellation policies and the procedures for scheduling of 

Training and On-Site Courses available at 

www.redhat.com/training/cancellation.html.  You must use 

all Red Hat training offerings, including Training Units and 

Consulting Units, within one (1) year of the date of 

purchase; any unused training offerings will be forfeited. 

 

1.4 実施日、キャンセル。 トレーニングおよびオンサイト コ
ー ス の ス ケ ジ ュ ー ル 設 定 に つ い て は 、

www.redhat.com/training/cancellation.html に定めるキャン
セル規定と手順に従うものとします。  トレーニング ユニ
ットとコンサルティング ユニットを含む全てのレッドハッ

トトレーニングは、購入日付から 1 年以内に使用する必要
があります。使用しない場合、そのトレーニングは無効と
なります。 

 

1.5 Red Hat Learning Subscriptions. “Red Hat Learning 

Subscription” means access to certain Red Hat learning 

resources consisting of (a) access to an online repository of 

learning courses and videos during the term of the Red Hat 

Learning Subscription (“Online Learning Site”) and (b) 

remote access to systems for training purposes (“Hand-On 

Labs”).  Certain Red Hat Learning Subscriptions may also 

include (a) access to Red Hat instructors for content related 

to training in English language and during the Red Hat’s 

published standard business hours and (b) the ability to 

unlock up to four (4) certification exams, as described below 

and in this Section 1.5: 

1.5 レッドハット ラーニングサブスクリプション。「レッドハ
ット ラーニングサブスクリプション」とは、レッドハット

の特定の学習リソースへのアクセスを意味し、(a) レッドハ
ット ラーニングサブスクリプション期間中における、学習
コースやビデオのオンライン・リポジトリー（「オンライン

学習サイト」）へのアクセス、ならびに (b) トレーニングを
目的としたシステムへのアクセス（「ハンズオン・ラボ」）に
より構成されます。特定のレッドハット ラーニングサブス

クリプションには (a) トレーニングに関するコンテンツに
ついての、レッドハットの公開標準営業時間内における、レ
ッドハット・インストラクターへの英語でのアクセス、なら

びに (b) 以下および本項において定められているとおり、認

http://www.redhat.com/training/solutions/requirements.html
http://www.redhat.com/training/solutions/requirements.html
http://www.redhat.com/training/cancellation.html
http://www.redhat.com/training/cancellation.html
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 定試験を最大で４つまで受験する権利が含まれている場合

があります。 

 

Table 1.5 

Learning Subscription Access to Red Hat Learning Resources  

Red Hat Learning Subscription - Basic 
 Access to all courses and videos made available by Red Hat on Red Hat’s Online 

Learning Site 

 Up to 400 hours of Hands-On Labs  

Red Hat Learning Subscription - Standard 

 Access to all courses and videos made available by Red Hat on Red Hat’s Online 
Learning Site 

 Up to 400 hours of Hands-On Labs  

 Access to Red Hat instructors 

 Ability to unlock up to four (4) certification exams 

Red Hat Learning Subscription for Support 

Partners 

 Access to all courses and videos made available by Red Hat on Red Hat’s Online 
Learning Site 

 Up to 400 hours of Hands-On Labs 

 Access to courses or videos created by Red Hat specifically for certain Red Hat Partners 

 

表 1.5 

ラーニングサブスクリプション レッドハット学習リソースへのアクセス 

レッドハット ラーニングサブスクリプショ

ン – ベーシック 

 レッドハットのオンライン学習サイトにおいて提供されている全てのコースとビデオへ

のアクセス 

 ハンズオン・ラボ 400時間まで 

レッドハット ラーニングサブスクリプショ

ン – スタンダード 

 レッドハットのオンライン学習サイトにおいて提供されている全てのコースとビデオへ

のアクセス 

 ハンズオン・ラボ 400時間まで 

 レッドハット・インストラクターへのアクセス 

 認定試験を最大で４つまで受験することができる権利 

サポートパートナー用レッドハット ラーニ
ングサブスクリプション 

 レッドハットのオンライン学習サイトにおいて提供されている全てのコースとビデオへ

のアクセス 

 ハンズオン・ラボ 400時間まで 

 レッドハットが特定のレッドハットのパートナー向けに作成したコースまたはビデオへ

のアクセス 

 

1.5.1 Named Participant.  Red Hat Learning Subscriptions are 

priced based on the number of your employees or 

contractors using or accessing the materials and support 

Red Hat makes available (“Named Participant”).  In 

order to begin accessing the materials, videos and support 

made available through a Red Hat Learning Subscription, 

the Named Participant for such subscription must first 

register with Red Hat and have a valid Red Hat ID.  You 

agree to provide to Red Hat the Red Hat Network ID for 

each Named Participant.  

 

1.5.1 指定参加者。  レッドハットラーニングサブスクリプショ

ンは、レッドハットが提供する教材やサポートを使用また
はそれらにアクセスするお客様の従業員（「指定参加者」）
の人数により、その料金が決まります。レッドハットラー

ニングサブスクリプションを通して提供される教材、ビデ
オまたはサポートへのアクセスを開始するためには、当該
サブスクリプションについての指定参加者は、まず最初に

レッドハットにおける登録を行い、有効なレッドハットID

を取得しなければなりません。お客様は各々の指定参加者
ごとに、レッドハットへ Red Hat Network ID を通知する

ことに同意します。 

 

1.5.2 Use of the Red Hat Learning Subscriptions.  Red Hat 

Learning Subscriptions provide Named Participants with 

ongoing access to a variety of materials and services for 

his or her personal use and are not assignable or 

transferrable.  Providing our materials and services to, or 

using them for the benefit of, a third party is a material 

breach of the Agreement.  Named Participants may only 

access the materials or support in connection with their 

Red Hat Learning Subscription in the same country as 

identified in the “Ship-to Address” in the relevant Order 

Form. 

 

1.5.2 レッドハットラーニングサブスクリプションの使用。  レ

ッドハットラーニングサブスクリプションは指定参加者
に、指定参加者個人による使用のために、様々な教材やサ
ービスへのアクセスを提供します。なお、レッドハットラ

ーニングサブスクリプションの譲渡や移転を行うことはで
きません。レッドハット提供の教材やサービスを第三者に
提供したり、それらを第三者のために使用することは本契

約に対する重大な違反となります。指定参加者は、該当す
るご注文用紙において納入先所在地として特定された国の
内部においてのみ、レッドハットラーニングサブスクリプ

ションに関する教材やサポートにアクセスすることができ
ます。 

 

1.5.3 Red Hat Instructors.  If your Red Hat Learning 

Subscription includes access to Red Hat instructors, 

Named Participants may contact Red Hat instructors to 

ask questions about a particular course or video made 

available as part of your Red Hat Learning Subscription.  

Red Hat instructors will use commercially reasonable 

efforts to answer questions regarding (a) technical issues 

with the course or video and (b) questions about the 

content of such materials.  Red Hat instructors will not 

provide production support or development support for any 

1.5.3 レッドハット インストラクター。  お客様のレッドハット
ラーニングサブスクリプションにレッドハット インスト
ラクターへのアクセスが含まれる場合、指定参加者は、お

客様のレッドハットラーニングサブスクリプションの一部
として提供される特定のコースやビデオに関する質問を行
うために、レッドハットのインストラクターに連絡を行う

ことができます。レッドハット インストラクターは、(a) 

コースやビデオに関する技術的質問や (b) 当該教材の内
容に関する質問に回答するために、商業的に合理的な努力

を行います。レッドハット インストラクターはいかなるレ
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Red Hat Subscriptions.  

 
ッドハットサブスクリプションに関しても、プロダクショ

ンサポートや開発サポートは提供しません。 

 

1.5.4 Certification Exams.  If the Red Hat Learning 

Subscription includes the ability to unlock certification 

exams, Named Participant may be permitted to complete 

certification exams in class or via an individual exam 

session. Certification exams require Named Participants to 

meet certain criteria such as completing a learning path. 

Red Hat reserves the right to modify learning paths and/or 

certification criteria for certification exams. The standard 

exam terms and conditions apply to any unlocked exams.  

While Red Hat provides exams at many locations, Red Hat 

does not warrant that any particular exam will be available 

in a city near the Client or Named Participant.  

 

1.5.4 認定試験。  レッドハット ラーニングサブスクリプション

に認定試験の限定解除権が含まれている場合、指定参加者
は教室でもしくは個々の試験セッションを通して認定試験
を受けることができます。認定試験を受けるためには指定

参加者は特定の基準（教育コースの修了など）を満たす必
要があります。レッドハットは当該教育コースやその他の
認定試験受験のための基準を変更する権利を有します。受

験可能な試験に対しては、試験に関する標準の契約条件が
適用されます。レッドハットは多数の会場で試験を実施し
ていますが、特定の試験がお客様や指定参加者の近隣の都

市で実施されるかどうかについては、保証を行いません。 

2. Training Units and Consulting Units 
 

2.1 Training Units. “Training Units” are Red Hat's training 

credits that may be redeemed by you for any Training as 

set forth at https://www.redhat.com/training/corporate/TUs/. 

 

2. トレーニング ユニット、コンサルティング ユニット 
 

2.1 トレーニング ユニット。 「トレーニングユニット」は、

https://www.redhat.com/training/corporate/TUs/ に説明されたト
レーニングを受けるために使用できるトレーニングクレジ
ットです。. 

 

2.2 Consulting Units. “Consulting Units” are credits that 

may be redeemed by you for Red Hat Consulting Services 

under the terms, conditions and policy set forth at 

http://www.redhat.com/consulting/consultingunits/cu_terms.html. 

You may redeem Consulting Units in accordance with the 

applicable equivalent Unit Value in the Consulting Unit 

Redemption Table set forth at 

http://www.redhat.com/licenses/redemptiontable and the 

following procedure: 

 

 Contact a Red Hat sales representative or 

consulting representative to request Consulting 

Unit redemption. 

 Red Hat will submit an order form to you that will 

describe the scope of work to be performed and 

number of Consulting Units required. 

 You will return the signed order form to Red Hat. 

 Upon Red Hat's review and approval, Red Hat will 

return a copy of the signed order form to you. 

 

2.2 コンサルティング ユニット。 「コンサルティング ユニッ
ト 」 は 、

http://www.redhat.com/consulting/consultingunits/cu_terms.html  

に説明されたレッドハット コンサルティング サービスを
受けることに使用できるグクレジットです。 コンサルテ

ィ ン グ ユ ニ ッ ト を 使 用 す る に は 、
http://www.redhat.com/licenses/redemptiontable に掲載されてい
る コンサルティング ユニット償還の表の中の該当 Unit 

Value ならびに次の手順に従ってください。 

 

 レッドハットの営業担当者またはコンサルティン

グ担当者に連絡して、コンサルティング ユニッ
トの償還を依頼します。 

 実行する作業の範囲と必要なコンサルティング 

ユニット数が記載されたご注文用紙がレッドハッ
トから送付されます。 

 お客様はご注文用紙に署名してレッドハットに返

送します。 

 レッドハットによる審査と承認の後、署名された
ご注文用紙のコピーがお客様に返送されます。 

 

2.3 Use of Training Units and Consulting Units. Training 

Units and Consulting Units: (a) are non-refundable, (b) are 

non-transferable, (c) may not be redeemed for cash or 

credit, (d) must be used as whole credits, (e) cannot be 

combined with any other discount, special offer or coupon 

and (f) can be redeemed only in the same geographic 

region and currency as purchased. United States 

Government end users (or resellers acting on behalf of the 

United States Government) may not purchase Training 

Units or Consulting Units. 

 

2.3 トレーニング ユニットとコンサルティング ユニットの使
用。 トレーニング ユニットとコンサルティング ユニッ

トは、 (a) 払戻しできません、(b) 譲渡できません、(c) 

現金やクレジットに引き換えることはできません、(d) 全
単位として使用する必要があります、(e) 他の値引、特別

割引またはクーポンと組み合せることはできません、また 

(f) 同じ地理的地域および購入した通貨でのみ償還できま
す。 米国政府のエンドユーザー (または米国政府の代理

のリセラー) はトレーニング ユニットまたはコンサルテ
ィング ユニットを購入できません。 

 

3. Payment 
Notwithstanding other payment terms, payment for Training, 

Training Units and Consulting Units must be received in full prior 

to the delivery of the associated Training or Consulting Services. 

 

 

3. 支払い 
その他の支払条件にかかわらず、トレーニング、トレーニング
ユニットおよびコンサルティング ユニットの料金は、関連する

トレーニングまたはコンサルティング サービスが提供される前
に全額支払う必要があります。 

 

 

https://www.redhat.com/training/corporate/TUs/
https://www.redhat.com/training/corporate/TUs/
http://www.redhat.com/consulting/consultingunits/cu_terms.html
http://www.redhat.com/licenses/redemptiontable
http://www.redhat.com/consulting/consultingunits/cu_terms.html
http://www.redhat.com/licenses/redemptiontable

