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サービス利用規約 
 

 

サービス利用規約（以下「本規約」といいます。）は、大学共同利用機関法人情報・シス

テム研究機構国立情報学研究所先端ソフトウェア工学・国際研究センター（以下「NII 

GRACEセンター」といいます。）が提供する edubase Portal（URL：http://edubase.jp）（以下

「本サイト」といいます。）に係る本サービス（第 2条第 1項において定義。以下同じです。）

について、その利用者（第 2条第 5項において定義。以下同じです。）に遵守していただく、

本サイトの参加要領、利用条件その他の事項を定めたものです。 

NII GRACEセンターは、利用者が本規約を遵守することを条件として、本サービスの利

用を許諾するものであり、利用者が本サービスを利用した場合には、本規約に定める条件

を承諾したものとみなします。 

 

 

第 1章 はじめに 
 

 

第 1条（本サービスの目的） 

1. 本サービスは、登録ユーザ（第 2条第 6項において定義。以下同じです。）が作成した

コンテンツ（第 2 条第 2 項において定義。以下同じです。）、または登録ユーザが著作

権者から著作権の譲渡を受け、もしくは本サイトにおける投稿（第 2 条第 3 項におい

て定義。以下同じです。）について許諾を受けたコンテンツにつき、次の各号のサービ

スを提供するものです。 

(1) 登録ユーザによるコンテンツの投稿 

(2) 利用者による登録コンテンツ（第 2 条第 3 項において定義。以下同じです。）の利

用 

(3) 登録コンテンツの拠点間横断検索機能 

(4) 登録コンテンツへのアクセス数やレビュー結果等の人気度表示機能 

(5) その他 NII GRACEセンターが本サイトにおいて提供するサービス 

2. NII GRACEセンターが本サービスを通じて公開する登録コンテンツは、個人の私的学

習、高等教育機関や学会等の公的機関における教育およびセミナー等の非営利かつ教

育的な利用を目的として公開されたものです。登録コンテンツは、企業内やコミュニ

ティにおいても非営利かつ教育的な目的に利用することは可能ですが、営利を得る目

的に使用することを許容するものではありません。なお、非営利性に関する NII GRACE

センターの解釈の指針については、非営利ガイドラインをご覧下さい。 
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第 2条（定義） 

1. 「本サービス」とは、NII GRACE センターが本サイトを通じて提供する、第 1条第 1

項記載のサービスをいいます。 

2. 「コンテンツ」とは、文書・音声・映像等の１つのファイルをいいます。 

3. 「投稿」とは、本サイトを通じて、コンテンツをインターネット上で公開することを

いいます。 

4. 「登録コンテンツ」とは、本サイトに投稿された１つのコンテンツをいいます。 

5. 「組込コンテンツ」とは、利用者が登録コンテンツを組み込んだ編集物またはデータ

ベースをいいます。 

6. 「二次的コンテンツ」とは、利用者が登録コンテンツを用いて創作した二次的著作物

としてのコンテンツをいいます。 

7. 「利用者」とは、本規約に従い、本サイトを利用される方をいいます。 

8. 「登録ユーザ」とは、第 3条に定めるところにより、NII GRACEセンターが同条のユ

ーザ登録を承認した利用者をいいます。 

9. 「未登録ユーザ」とは、ユーザ登録を行っていない利用者をいいます。 

10. 「登録申込者」とは、登録ユーザとなることを希望する方をいいます。 

11. 「登録紹介者」とは、登録申込者を本サービスに紹介した登録ユーザをいいます。 

12. 「ID」とは、登録ユーザを特定するための文字列をいいます。 

13. 「パスワード」とは、NII GRACEセンターが登録ユーザを特定する目的で IDと照合す

るための文字列をいいます。 

14. 「書誌情報」とは、本サイトにコンテンツを投稿する際にコンテンツ本体と併せて登

録するコンテンツに関する情報をいいます。 

 

 

第 2章 登録ユーザ 
 

 

第 3条（ユーザ登録） 

1. 登録申込者は、事前に本規約の内容全てを承諾した上で、NII GRACEセンターが別途

定める手続きに従い、登録ユーザへの登録（以下「ユーザ登録」といいます。）を申し

込むものとします。 

2. 登録申込者は、前項の申込みにあたり、次の各号の事項その他 NII GRACEセンターの

指定する事項を届け出る必要があります。 

(1) 登録申込者の ID 

(2) 登録申込者個人の管理に属する使用可能な電子メールアドレス（ただし、フリーメ

ールの電子メールアドレスを除きます。） 
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(3) 登録申込者の氏名、所属組織・部署、連絡先（住所） 

(4) 登録紹介者の氏名、電子メールアドレス 

3. NII GRACEセンターは、登録紹介者が登録申込者を認証した場合、登録申込者のユー

ザ登録を承認するものとします。ただし、登録申込者が次の各号のいずれかに該当する

場合を除きます。 

(1) 登録申込者が 20歳未満であって、法定代理人の同意を得ていない場合 

(2) 登録申込者が届け出た第 2項記載の事項に虚偽の情報が含まれていた場合 

(3) 登録申込者が第三者（父母、兄弟姉妹等の親族を含みます。）の名義を用い、また

は第三者を代理してユーザ登録を行った場合 

(4) 登録申込者が第 1項の申込みの時点で、すでに第 7条の除名処分を受けている場合 

(5) 登録ユーザが重複して第 1項の申込みを行った場合 

(6) その他 NII GRACEセンターが登録申込者をユーザ登録することが不適切であると

判断した場合 

4. NII GRACEセンターは、ユーザ登録を承認した登録申込者に対し、IDおよび仮のパス

ワードを付与します。登録申込者は、NII GRACEセンターより IDおよび仮のパスワー

ドを付与され次第、NII GRACEセンターが別途定める手続きに従って、直ちに仮のパ

スワードを変更するものとします。 

5. 登録申込者は、NII GRACEセンターが当該登録申込者のユーザ登録を承認しなかった

場合も、NII GRACEセンターに対し、その理由の開示を求めることはできないものと

し、ユーザ登録を承認しなかったことについて不服を申し立て、または争うことはで

きないものとします。 

 

第 4条（ID・パスワード） 

1. 登録ユーザは、ID およびパスワードを他人に知られないよう、善良な管理者の注意を

もって管理する義務を負うものとします。 

2. 登録ユーザは、ID およびパスワードを第三者に開示し、第三者に利用させ、第三者と

共有し、第三者に譲渡し、貸与し、その他第三者の利用に供する行為は一切できない

ものとします。 

3. 登録ユーザは、NII GRACEセンターが別途定める手続きにより、パスワードを変更す

ることができます。登録ユーザは、パスワードを一定期間内ごとに変更する義務を負

うものとします。 

4. 登録ユーザは、自己の IDおよびパスワードが第三者に利用され、もしくは利用されて

いるおそれがある場合、または自己の ID またはパスワードを失念した場合、直ちに

NII GRACEセンターに通知し、NII GRACEセンターの指示に従うものとします。 

5. 登録ユーザの故意、過失を問わず、当該登録ユーザの IDおよびパスワードが第三者に

利用された場合、NII GRACEセンターは、かかる利用行為が当該登録ユーザによって
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行われたものとみなします。かかる利用行為が当該登録ユーザによって行われたか否

かにかかわらず、当該登録ユーザの IDおよびパスワードを用いて行われた利用行為に

伴う一切の損害は、当該登録ユーザが負担するものとします。 

 

第 5条（変更の届出） 

1. 登録ユーザは、NII GRACEセンターに届け出た第 3条第 2項記載の事項に変更があっ

た場合、NII GRACE センターが別途定める手続きにより、変更内容を速やかに NII 

GRACEセンターに届け出るものとします。 

2. 前項の届出がないために、NII GRACEセンターが登録ユーザに対して発信した電子メ

ールが到達しなかった場合、かかる電子メールは通常到達すべき時に当該登録ユーザ

に到達したものとみなします。 

3. NII GRACEセンターは、登録ユーザが第 1項の届出を怠ったことにより被った不利益

ないし損害については、一切責任を負いません。 

 

第 6条（ユーザ登録の抹消） 

1. 登録ユーザがユーザ登録の抹消を希望する場合、当該登録ユーザは、NII GRACEセン

ターが別途定めるユーザ登録抹消手続きを行うものとし、NII GRACEセンターでの当

該手続きの処理の終了をもって、ユーザ登録は抹消されるものとします。 

2. 登録ユーザがユーザ登録抹消時に有する本サービスの利用に関する権利は、未登録ユ

ーザが有する本サービスの利用に関する権利を除き、ユーザ登録抹消と同時に消滅す

るものとします。 

3. ユーザ登録を抹消する登録ユーザは、ユーザ登録抹消までに、NII GRACEセンターが

別途定める手続きにより、自己が投稿した登録コンテンツの公開を中止しない限り、ユ

ーザ登録抹消後も、NII GRACE センターが当該登録コンテンツを公開し、他の利用者

が本規約に基づいて当該登録コンテンツを利用することを許諾するものとし、当該登録

ユーザはあらかじめこれを承諾します。 

4. NII GRACEセンターは、登録ユーザが死亡した場合、当該登録ユーザはユーザ登録を

抹消したものとみなします。登録ユーザが死亡したことによって、当該登録ユーザの

資格や、当該登録ユーザが有する本サービスの利用に関する一切の権利が相続される

ことはありません。 

5. 第 29条の規定は、ユーザ登録を抹消した登録ユーザおよび死亡した登録ユーザにも適

用されるものとします。 

 

第 7条（除名処分） 

1. 登録ユーザが、次の各号のいずれかに該当する場合には、NII GRACEセンターは、事

前の通知、催告をすることなく、直ちに当該登録ユーザを本サービスから除名できるも
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のとします（以下「除名処分」といいます。）。 

(1) 登録ユーザが本規約に違反し、または違反するおそれのある場合（第 26 条第 1 項

記載の禁止事項を行った場合を含みます。） 

(2) 登録ユーザが 20歳未満であって、法定代理人の同意を得ていない場合 

(3) 登録ユーザが届け出た第 3条第 2項記載の事項（第 5条第 1項に基づき届け出た事

項を変更した場合も含みます。）に虚偽の情報が含まれていた場合 

(4) 登録ユーザが架空もしくは第三者（父母、兄弟姉妹等の親族を含みます。）の名義

を用い、または第三者を代理してユーザ登録を行った場合 

(5) 登録ユーザがすでに本項の除名処分を受けている場合 

(6) 登録ユーザが重複して第 3条第 1項の申込みを行った場合 

(7) 登録ユーザが本サービスを営利を得る目的で利用し、その他 NII GRACEセンター

が承認した以外の方法で本サービスを利用した場合 

(8) 登録ユーザが本サービスその他の NII GRACEセンターのシステムを不正に利用し

た場合 

(9) その他 NII GRACEセンターが登録ユーザによる本サービスの利用を不適切と判断

した場合 

2. 前条第 2 項および第 3 項の規定は、除名処分を受けた登録ユーザにも適用されるもの

とします。 

3. 除名処分を受けた登録ユーザは、NII GRACEセンターに対し、除名処分の理由の開示

を求めることができないものとし、除名処分の内容について不服を申し立て、または

争うことができないものとします。 

4. NII GRACEセンターは、除名処分を受けた登録ユーザが除名処分により被った不利益、

損害について、一切の責任を負いません。 

5. 第 1項各号記載の事項に起因して、NII GRACEセンターまたは第三者が何らかの損害

を被った場合、当該登録ユーザは NII GRACEセンターまたは第三者に対してその全て

の損害を賠償するものとします。 

 

 

第 3章 登録コンテンツの権利関係 

 

第 8条（登録コンテンツの著作権等） 

1. 登録ユーザは、自己が投稿した登録コンテンツにつき、利用者に第 16条記載の権利を

非独占的に付与するに過ぎません。当該登録コンテンツに係る権利は当該登録ユーザ

または当該登録コンテンツの著作権者に留保されています。 

2. 登録ユーザは、利用者に対する第 16条記載の権利の付与によって、自己が投稿した登

録コンテンツの著作権、商標権その他の知的財産権を利用者に譲渡するものではあり
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ません。 

 
 

第 4章 本サービスの内容 
 

第 1節 登録コンテンツの利用 
 

第 9条（登録コンテンツの利用） 

利用者は、第 10条または第 11条および非営利ガイドラインに従って、登録コンテンツを利

用することができます。 

 

第 10条（利用者による登録コンテンツの利用） 

1. 利用者は、次の各号に掲げる登録コンテンツを、当該各号に定められた利用方法に従

って、利用することができます。 

(1) 「全ユーザ（内容改変不可）」の登録コンテンツ 

利用者は、クリエイティブ・コモンズ・パブリック・ライセンス 表示 - 非営利 - 

改変禁止 バージョン 3.0日本版（詳細な条件は以下の蛍光部分をご参照下さい。）

に従い、登録コンテンツを利用することができます。また、利用者は、当該ライ

センスで許諾されている登録コンテンツの利用に加えて、登録コンテンツの一部

を複製し、また、大学や企業等のマークやロゴ、Copyrightの省略記号（©や(c)等）

やこれを含む著作権表示、文字のフォント、文字の色、デザイン、背景等著作物

の外面的な表現形式を改変することもできます（ただし、著作物の内容を変更す

ることはできません。）。 

【クリエイティブ･コモンズ・パブリック･ライセンス（CCPL） のバージョン 3.0

の「表示-非営利-改変禁止（BY-NC-ND）」】 

(2) 「全ユーザ（改変可）」の登録コンテンツ 

利用者は、クリエイティブ・コモンズ・パブリック・ライセンス 表示 - 非営利 

バージョン 3.0 日本版（詳細な条件は以下の蛍光部分をご参照下さい。）に従い、

登録コンテンツを利用することができます。 

【クリエイティブ･コモンズ・パブリック･ライセンス（CCPL） のバージョン 3.0

の「表示-非営利（BY-NC）」】 

2. 未登録ユーザは、第 1 項各号に掲げる登録コンテンツを用いて創作したコンテンツを

ウェブサイト（本サイトを含みますが、それに限られません。）において公衆送信する

場合、第 1 号各号に定められた当該登録コンテンツの利用方法に従うことに加え、ユ

ーザ登録を行い、当該コンテンツの書誌情報を本サイトに登録するよう努めるものと

します。 
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第 11条（登録ユーザによる登録コンテンツの利用） 

1. 登録ユーザは、NII GRACEセンターが別途定める手続きに従って、本サイトにログイ

ンすることにより、次の各号に掲げる登録コンテンツを、当該各号に定められた利用

方法に従って、利用することができます。 

(1) 「登録ユーザ（全複写のみ可）」の登録コンテンツ 

登録ユーザは、登録コンテンツを非営利目的に、登録コンテンツに一切の改変を

加えずに、下記の態様により利用することができます。ただし、登録コンテンツ

の一部のみを利用することはできません。 

①登録コンテンツの全部を複製、頒布（複製物を譲渡または貸与により公衆に提

供することを含みます。以下同じです。）、上演、演奏、上映、公に口述、公に

展示すること 

②組込コンテンツに登録コンテンツの全部を組み込むこと、および組込コンテン

ツに組み込まれた形で登録コンテンツの全部を複製、頒布、上演、演奏、上映、

公に口述、公に展示し、または本サイトにおいて、第 2 項に従って利用者の種

類および利用許諾条件を設定の上、公衆送信すること（本サイト以外において

公衆送信することは許容されません。） 

(2) 「登録ユーザ（内容改変不可）」の登録コンテンツ 

登録ユーザは、登録コンテンツを非営利目的に、下記の態様により利用すること

ができます。 

①登録コンテンツの全部または一部を複製、頒布、上演、演奏、上映、公に口述、

公に展示すること 

②組込コンテンツに登録コンテンツの全部または一部を組み込むこと、および組

込コンテンツに組み込まれた形で登録コンテンツの全部または一部を複製、頒

布、上演、演奏、上映、公に口述、公に展示し、または本サイトにおいて、第 2

項に従って利用者の種類および利用許諾条件を設定の上、公衆送信すること（本

サイト以外において公衆送信することは許容されません。） 

③登録コンテンツの内容に一切の改変を加えずに、登録コンテンツの全部または

一部を、大学や企業等のマークやロゴ、Copyright の省略記号（©や(c)等）やこ

れを含む著作権表示、文字のフォント、文字の色、デザイン、背景等著作物の

外面的な表現形式を改変した上で、複製、頒布、上演、演奏、上映、公に口述、

公に展示し、または本サイトにおいて、下記の利用者の種類および利用許諾条

件を設定して、公衆送信すること（本サイト以外において公衆送信することは

許容されません。） 

(i) 利用者の種類を「登録ユーザのみ」とすること 

(ii) 利用許諾条件を「登録ユーザ（内容改変不可）」とすること 
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(3) 「登録ユーザ（改変可）」の登録コンテンツ 

登録ユーザは、登録コンテンツを非営利目的に、下記の態様により利用すること

ができます。 

①登録コンテンツの全部または一部を複製、頒布、上演、演奏、上映、公に口述、

公に展示すること 

②組込コンテンツに登録コンテンツの全部または一部を組み込むこと、および組

込コンテンツに組み込まれた形で登録コンテンツの全部または一部を複製、頒

布、上演、演奏、上映、公に口述、公に展示し、または本サイトにおいて、第 2

項に従って利用者の種類および利用許諾条件を設定の上、公衆送信すること（本

サイト以外において公衆送信することは許容されません。） 

③登録コンテンツから二次的コンテンツを創作し、かかる二次的コンテンツにつ

いて、複製、頒布、上演、演奏、上映、公に口述、公に展示し、または本サイ

トにおいて、第 2 項に従って利用者の種類および利用許諾条件を設定の上、公

衆送信すること（本サイト以外のウェブサイトにおいて公衆送信することは許

容されません。） 

2. 次の各号に掲げる組込コンテンツまたは二次的コンテンツを本サイトにおいて公衆送

信する場合、利用者の種類を「登録ユーザーのみ」と設定し、利用許諾条件を当該各

号の定めに従って設定するものとします。 

(1) 組込コンテンツまたは二次的コンテンツおよび当該コンテンツの中に含まれる登

録コンテンツの全部を自己が創作し、または組込コンテンツまたは二次的コンテン

ツの全部につき自己が著作権を有する場合：「登録ユーザ（全複写のみ可）」、「登録

ユーザ（内容改変不可）」、「登録ユーザ（改変可）」のいずれかの利用許諾条件 

(2) 組込コンテンツまたは二次的コンテンツに「登録ユーザ（全複写のみ可）」の登録

コンテンツが含まれる場合（ただし、(1)に該当する場合を除きます。）：「登録ユー

ザ（全複写のみ可）」 

(3) 組込コンテンツまたは二次的コンテンツに「登録ユーザ（内容改変不可）」の登録

コンテンツが含まれる場合（ただし、(1)または(2)に該当する場合を除きます。）：「登

録ユーザ（内容改変不可）」、「登録ユーザ（全複写のみ可）」のいずれかの利用許諾

条件 

(4) 組込コンテンツまたは二次的コンテンツに「登録ユーザ（改変可）」の登録コンテ

ンツが含まれる場合（ただし、(1)、(2)または(3)に該当する場合を除きます。）：「登

録ユーザ（改変可）」、「登録ユーザ（内容改変不可）、「登録ユーザ（全複写のみ可」

のいずれかの利用許諾条件 

3. 登録ユーザは、登録コンテンツを用いて作成したコンテンツ（組込コンテンツ、二次

的コンテンツを含みますが、それに限られません。）において、当該コンテンツの内容

または利用の態様に鑑み、合理的な方法で、(i)当該登録コンテンツを作成した登録ユー
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ザその他の著作権者の氏名またはペンネーム等、自己を表示する名称、(ii)当該登録コ

ンテンツを最初に公表した年、(iii)当該登録コンテンツのタイトル、および(iv)当該登録

コンテンツが本サイトにおいて公開されている旨を表示すること 

4. 登録ユーザは、第 1 項各号に掲げる登録コンテンツを用いて創作した二次的コンテン

ツを公衆送信する場合、本サイトにおいて公衆送信するものとします（本サイト以外

において公衆送信することは許容されません。）。登録ユーザは、本サイトにおいて当

該二次的コンテンツを公衆送信するに際して、第 1 項各号に定められた利用方法に従

うことに加え、当該二次的コンテンツの書誌情報を本サイトに登録する義務を負うも

のとします。 

 

第 12条（登録コンテンツの利用における注意事項） 

1. 利用者は、登録コンテンツには、当該登録コンテンツを投稿した登録ユーザの創作に

係る文章、図、表その他の創作物以外の第三者の著作物が存在しうることを認識し、

当該登録コンテンツを複製・転載・引用・改変その他の態様で利用するにあたっては、

当該第三者があらかじめ設定した利用許諾条件または著作権制限規定（著作権法第 2

章第 3 節第 4 款に定められた規定をいいます。以下同じです。）を遵守するものとし、

または当該第三者からあらかじめかかる利用につき許諾を受けるものとします。 

2. 本規約は、利用者が登録コンテンツの中に含まれる第三者の著作物を当該第三者から

利用の許諾を受けることなく、または著作権制限規定を遵守することなく、自由に複

製・転載・引用・改変その他の態様で利用することを認めるものではありません。 

3. 利用者は、当該登録コンテンツを作成した登録ユーザまたは当該登録コンテンツに含

まれる第三者の著作物の著作者の人格的利益に配慮し、同人の名誉または声望を害す

る方法で登録コンテンツを利用してはならないものとします。 

4. 利用者は、登録コンテンツの利用にあたり、本規約に規定されている登録コンテンツ

の利用の条件を変更または制限するような条件を、第三者に提案したり課したりして

はならないものとします。 

5. 利用者は、登録コンテンツを投稿した登録ユーザが設定した利用許諾条件以外の条件

により当該登録コンテンツを利用することを希望する場合、当該利用について、あら

かじめ当該登録ユーザと協議の上、承諾を得る必要があります。 

 

第 13条（登録コンテンツのクレジット表示） 

1. 利用者は、登録コンテンツの利用に関し、本規約に基づき登録コンテンツの利用許諾

を受けていることを超えて NII Graceセンターまたは登録ユーザと特別な関係にあると

誤信させるような表示をしてはいけません。 

2. 利用者は、登録ユーザより要請があった場合には、登録コンテンツの複製物、または

登録コンテンツを用いて利用者が創作した二次的コンテンツから、当該登録ユーザの
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氏名を削除しなければならないものとします。 

 

第 14条（登録コンテンツの利用の許諾の終了） 

1. 第 16条に基づく登録コンテンツの利用の許諾は、利用者が利用する登録コンテンツに

含まれる著作物のすべての著作権保護期間の満了をもって終了するものとします。た

だし、利用者が本規約に違反した場合は、登録コンテンツの利用の許諾は、違反の時

点をもって、自動的に終了するものとします。 

2. 前項但書にかかわらず、登録コンテンツの複製物または二次的コンテンツを利用者か
ら受領した個人または団体は、かかる個人または団体が本規約を遵守している限りに

おいて、登録コンテンツの利用の許諾は終了しないものとします。 

 
第 2節 コンテンツの投稿 

 

第 15条（コンテンツの投稿） 

1. 本サイトにコンテンツを投稿するためには、第 3 条に定める手続きに従い、あらかじ

めユーザ登録その他 NII GRACE センターが別途定める手続きを行う必要があります。

未登録ユーザは、本サイトにおいて、いかなるコンテンツも投稿することはできませ

ん。 

2. 本サイトにコンテンツを投稿する際、登録ユーザは非営利ガイドラインを遵守するも

のとします。 

3. 登録ユーザは、コンテンツを本サイトに投稿する際、当該コンテンツに係る書誌情報

を本サイトに登録するものとします。 

 

第 16条（コンテンツの利用者の種類および利用許諾条件の設定） 

登録ユーザは、本サイトにコンテンツを投稿するに際して、当該コンテンツを利用できる

利用者の種類を第 17条に従って、また、非独占的な利用許諾条件を第 18条または第 19条

に従って設定するものとします。 

 

第 17条（利用者の種類の設定） 

登録ユーザは、コンテンツを投稿する際、当該コンテンツを利用できる利用者の種類を下

記より選択の上、設定するものとします。 

①利用者（未登録ユーザおよび登録ユーザ） 

②登録ユーザのみ 

 

第 18条（利用者用コンテンツの利用許諾条件の設定） 

登録ユーザは、前条に基づき利用者の種類を「①利用者」と設定した場合、当該コンテン
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ツの利用許諾条件を、下記のいずれかのクリエイティブ・コモンズ・ライセンスから選択

の上、設定するものとします。 

①「全ユーザ（内容改変不可）」 

クリエイティブ・コモンズ・パブリック・ライセンス 表示 - 非営利 - 改変禁止 バ

ージョン 3.0日本版（詳細な条件は以下をご参照下さい。） 

【クリエイティブ･コモンズ・パブリック･ライセンス（CCPL） のバージョン 3.0の「表示

-非営利-改変禁止（BY-NC-ND）」 

（http://www.creativecommons.jp/_site/shared/license/3.0_BY-NC-ND_final.pdf）】 

また、登録ユーザは、当該ライセンスで許諾される登録コンテンツの利用に加えて、

登録コンテンツの一部の複製や、大学や企業等のマークやロゴ、Copyright の省略記号

（©や(c)等）やこれを含む著作権表示、文字のフォント、文字の色、デザイン、背景等

著作物の外面的な表現形式の改変についても、追加して許諾する（なお、著作物の内

容の変更までは許諾しない。）。 

②「全ユーザ（改変可）」 

クリエイティブ・コモンズ・パブリック・ライセンス 表示 - 非営利 バージョン 3.0

日本版（詳細な条件は以下をご参照下さい。） 

【クリエイティブ･コモンズ・パブリック･ライセンス（CCPL） のバージョン 3.0の「表示

-非営利（BY-NC）」」 

（http://www.creativecommons.jp/_site/shared/license/3.0_BY-NC_final.pdf）】 
 

第 19条（登録ユーザ用コンテンツの利用許諾条件の設定） 

1. 登録ユーザは、第 17条に基づき利用者の種類を「②登録ユーザのみ」と設定した場合、

当該コンテンツの利用許諾条件を、下記のいずれかのオリジナル・ライセンスから選

択の上、設定するものとします。 

①「登録ユーザ（全複写のみ可）」 

登録ユーザが、登録コンテンツを非営利目的で、登録コンテンツに一切の改変を加

えずに、下記の態様により利用することを許諾する。ただし、登録コンテンツの一

部のみを利用することは禁止する。 

(i) 登録コンテンツの全部を複製、頒布、上演、演奏、上映、公に口述、公に展

示すること 

(ii) 組込コンテンツに登録コンテンツ全体を組み込むこと、および組込コンテン

ツに組み込まれた形で登録コンテンツの全部を複製、頒布、上演、演奏、上

映、公に口述、公に展示し、または本サイトにおいて、第 2 項に従って利用

者の種類および利用許諾条件を設定の上、公衆送信すること（本サイト以外

のウェブサイトにおいて公衆送信することは許容されない。） 

②「登録ユーザ（内容改変不可）」 
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登録ユーザが、登録コンテンツを非営利目的で、下記の態様により利用することを

許諾する。 

(i) 登録コンテンツの全部または一部を複製、頒布、上演、演奏、上映、公に口

述、公に展示すること 

(ii) 組込コンテンツに登録コンテンツの全部または一部を組み込むこと、および

組込コンテンツに組み込まれた形で登録コンテンツの全部または一部を複製、

頒布、上演、演奏、上映、公に口述、公に展示し、または本サイトにおいて、

第 2 項に従って利用者の種類および利用許諾条件を設定の上、公衆送信する

こと（本サイト以外のウェブサイトにおいて公衆送信することは許容されな

い。） 

(iii) 登録コンテンツの内容に一切の改変を加えずに、登録コンテンツの全部また

は一部を、大学や企業等のマークやロゴ、Copyright の省略記号（©や(c)等）

やこれを含む著作権表示、文字のフォント、文字の色、デザイン、背景等著

作物の外面的な表現形式を改変した上で、複製、頒布、上演、演奏、上映、

公に口述、公に展示し、または本サイトにおいて、下記の利用者の種類およ

び利用許諾条件を設定して、公衆送信すること（本サイト以外のウェブサイ

トにおいて公衆送信することは許容されない。） 

(a) 利用者の種類を「登録ユーザのみ」とすること 

(b) 利用許諾条件を「登録ユーザ（内容改変不可）」とすること 

③「登録ユーザ（改変可）」 

登録ユーザが、登録コンテンツを非営利目的で、下記の態様により利用することを

許諾する。 

(i) 登録コンテンツの全部または一部を複製、頒布、上演、演奏、上映、公に口

述、公に展示すること 

(ii) 組込コンテンツに登録コンテンツの全部または一部を組み込むこと、および

組込コンテンツに組み込まれた形で登録コンテンツの全部または一部を複製、

頒布、上演、演奏、上映、公に口述、公に展示し、または本サイトにおいて、

第 2 項に従って利用者の種類および利用許諾条件を設定の上、公衆送信する

こと（本サイト以外のウェブサイトにおいて公衆送信することは許容されな

い。） 

(iii) 登録コンテンツから二次的コンテンツを創作し、かかる二次的コンテンツに

ついて、複製、頒布、上演、演奏、上映、公に口述、公に展示し、または本

サイトにおいて、第 2 項に従って利用者の種類および利用許諾条件を設定の

上、公衆送信すること（本サイト以外のウェブサイトにおいて公衆送信する

ことは許容されない。） 

2. 次の各号に掲げる組込コンテンツまたは二次的コンテンツを本サイトにおいて公衆送
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信する場合、利用者の種類を「登録ユーザのみ」と設定し、利用許諾条件を当該各号

の定めに従って設定するものとします。 

(1) 組込コンテンツまたは二次的コンテンツおよび当該コンテンツの中に含まれる登

録コンテンツの全部を自己が創作し、または組込コンテンツまたは二次的コンテン

ツの全部につき自己が著作権を有する場合：「登録ユーザ（全複写のみ可）」、「登録

ユーザ（内容改変不可）」、「登録ユーザ（改変可）」のいずれかの利用許諾条件 

(2) 組込コンテンツまたは二次的コンテンツに「登録ユーザ（全複写のみ可）」の登録

コンテンツが含まれる場合：「登録ユーザ（全複写のみ可）」 

(3) 組込コンテンツまたは二次的コンテンツに「登録ユーザ（内容改変不可）」の登録

コンテンツが含まれる場合：「登録ユーザ（内容改変不可）」、「登録ユーザ（全複写

のみ可）」のいずれかの利用許諾条件 

(4) 組込コンテンツまたは二次的コンテンツに「登録ユーザ（改変可）」の登録コンテ

ンツが含まれる場合（ただし、(1)、(2)または(3)に該当する場合を除きます。）：「登

録ユーザ（改変可）」、「登録ユーザ（内容改変不可）、「登録ユーザ（全複写のみ可」

のいずれかの利用許諾条件 

3. 第 1項で定めるコンテンツにつき、当該コンテンツを投稿する登録ユーザは、(i)当該コ

ンテンツを作成した登録ユーザその他の著作権者の氏名またはペンネーム等、自己を

表示する名称、(ii)第三者の著作物を改変して当該コンテンツを作成した場合にはその

旨を登録コンテンツに記載しなければなりません（(ii)については、利用許諾条件が「登

録ユーザ（内容改変不可）」および「登録ユーザ（改変可）」の場合に限ります。）。ま

た、登録ユーザは、これらに加えて、(iii)当該コンテンツを最初に公表した年、(iv)当該

コンテンツのタイトル、(v)当該コンテンツが本サイトにおいて公開されている旨を登

録コンテンツに表示することができます。これらの情報は、下記のオリジナル・ライ

センスの下で利用される場合に、登録コンテンツを利用する登録ユーザによって表示

されます。ただし、コンテンツの内容またはコンテンツの利用の態様により、かかる

著作権表示を要求することが合理的でない場合は、この限りではありません。 

4. 第 1 項で定める「公衆送信」につき、公衆送信することができるウェブサイトは本サ

イトに限るものとします。 

 

第 20条（登録ユーザの遵守事項） 

1. 登録ユーザは、コンテンツを投稿するに際して、自らの責任において、当該コンテン

ツに含まれる全ての権利（著作権、商標権その他の知的財産権、肖像権、パブリシテ

ィ権、プライバシー権等を含みますが、これらに限られません。）を適切に処理するも

のとします。 

2. 登録ユーザは、自己が投稿した登録コンテンツの中に、第三者から利用の許諾を受け

た著作物を掲載し、または著作権制限規定により利用が許容される第三者の著作物を
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掲載する場合、当該登録コンテンツにおいて、当該著作物が当該第三者に帰属するこ

とを明確かつ適切に表示するものとします。 

3. 第 13条第 1項の規定は、前項により要求される著作権表示に準用します。 

4. 登録ユーザは、利用者に対して、自己が作成した登録コンテンツにつき、著作者人格

権を行使しないことをあらかじめ同意します。 

5. 登録ユーザが第 1 項または第 2 項に違反したことに起因して、他の利用者、その他の

第三者（以下、本項において「第三者等」といいます。）から要求、クレーム等を受け、

または第三者等に対して要求、クレーム等が発生した場合には、第 22条第 4項の規定

が適用されるものとします。 

 

第 21条（投稿した登録コンテンツの追加、削除および変更、ならびに公開の中止） 

1. 登録ユーザは、利用者へ事前に通知することなく、いつでも、自己が投稿した登録コ

ンテンツの内容を追加し、削除し、変更する権利を有するものとします。 

2. 登録ユーザは、利用者へ事前に通知することなく、いつでも、自己が投稿した登録コ

ンテンツの利用者の種類または利用許諾条件を変更する権利を有するものとします。 

3. 登録ユーザは、利用者へ事前に通知することなく、いつでも、自己が投稿した登録コ

ンテンツの公開を中止する権利を有するものとします。 

4. 登録ユーザは、自己が投稿した登録コンテンツにつき、第 2 項により利用者の種類も

しくは利用許諾条件を変更し、または第 3 項により公開を中止した場合であっても、

かかる変更または中止より前に当該登録コンテンツを利用した利用者に付与した当該

登録コンテンツの利用の許諾を終了させないことをあらかじめ承諾するものとします。 

5. 登録ユーザは、本規約に定める条件以外の条件で、登録コンテンツを本サイト以外の

ウェブサイトにおいて公表する権利を有するものとします。 

 

 

第 3節 免責規定等 
 

第 22条（免責規定等） 

1. NII GRACEセンターは、登録コンテンツの正確性、完成度、品質および特定の目的へ

の適合性について、明示・黙示の別を問わず、一切保証するものではありません。こ

れには、商業化の可能性、権利の非侵害性、潜在的な瑕疵やその他の欠陥がないこと、

および発見可能・不可能の別を問わず誤りの存在や不在についての保証等をしないこ

とを含みますが、これらに限られません。 

2. NII GRACEセンターは、登録コンテンツの使用が、第三者の著作権、商標権その他の

知的財産権、プライバシー権、名誉権その他の権利を侵害しないことを一切保証する

ものでもありません。 
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3. 利用者は、登録コンテンツを利用するにあたっては、第 1 項ないし前項記載のリスク

を自ら判断し、自己の責任で登録コンテンツを利用することに同意します。 

4. 利用者は、本規約の違反や登録コンテンツ等に起因して、他の利用者、その他の第三

者（以下、本項および次項において「第三者等」といいます。）から要求、クレーム等

を受け、または第三者等に対して要求、クレーム等が発生した場合には、自己の責任

と費用で、これらの要求、クレームおよびこれらに起因する紛争を処理解決するもの

とし、NII GRACEセンターに一切迷惑または損害を与えないものとします。NII GRACE

センターはかかるトラブルについて、一切の責任を負いません。万一、NII GRACEセ

ンターがこれにより損害を被った場合には、利用者は、自己の行為により NII GRACE

センターに生じた一切の損害、損失および費用を NII GRACEセンターに賠償するもの

とします。 

5. 利用者は、NII GRACEセンターが、前項記載のトラブルにつき、第三者等からの通知

または連絡に対応しないこと、および当該利用者が当該トラブルにかかる第三者等か

らの通知または連絡に対応することをあらかじめ承諾します。利用者は、登録コンテ

ンツに関して、他の利用者に何らかの要求やクレーム等を行う必要がある場合は、当

該他の利用者に直接連絡を取るものとします。 

6. NII GRACEセンターは、NII GRACEセンターへの通知の有無、損害の事実の認識の有

無または損害の事実の認識可能性の有無を問わず、いかなる場合であっても、本サー

ビスの利用に伴い発生した、経済的損害、物的または人的な損害、逸失利益等を含む、

付随損害、結果損害その他のいかなる損害について、利用者、登録コンテンツの著作

権者に対して、一切責任を負うものではありません。 

 

第 5章 その他 
 

第 23条（本サイトの著作権） 

登録コンテンツに係る著作権を除き、本サイトに関する著作権（著作権法第 27 条、第 28

条各所定の権利を含みます。）、商標権その他の知的財産権は、NII GRACEセンターに帰属

します。 

 

第 24条（登録コンテンツの削除） 

1. NII GRACEセンターは、NII GRACEセンターまたは NII GRACEセンターが指名する

第三者がその裁量により本サービスの適正な運営のために必要または適当と判断した

場合には、登録コンテンツの一部もしくは全てにつき、当該登録コンテンツを投稿し

た登録ユーザに事前の通知をすることなく、削除その他適切な措置を講ずることがで

きるものとします。 

2. 登録ユーザは、NII GRACEセンターに対し、前項に基づく措置の適法性、妥当性につ
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いて異議を述べることはできず、NII GRACEセンターはかかる措置に関連して生じる

一切の損害について、責任を負いません。 

3. NII GRACEセンターは、第 1項に基づき NII GRACEセンターが登録コンテンツを削除

した場合も、その理由を利用者および第三者に開示する義務を負わないものとします。 

4. 第 1項の規定は、NII GRACEセンターが登録ユーザの作成した登録コンテンツの内容

について監視する義務を負うことを定めるものではありません。 

 

第 25条（本サービスの一時停止、中断、変更、中止および終了） 

1. NII GRACEセンターは、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスを一時的に

停止、または中断できるものとします。この場合、NII GRACE センターは、本サイト

においてその旨を告知し、または NII GRACEセンターが合理的と判断する方法で利用

者に通知するものとします。ただし、緊急の場合はこの限りではありません。 

(1) 本サービス用設備や通信環境の障害やこれらの保守、更新等の必要がある場合 

(2) 本サービスを運用するサーバー内のディスククラッシュ等によりデータが消失し

た場合 

(3) 停電、火災等、社会インフラの障害や天災等の不可抗力により本サービスが提供で

きない場合 

(4) 法令に基づく措置により本サービスが提供できない場合 

(5) その他、運営上、技術上の理由により本サービスの中断が必要であると NII GRACE

センターが判断した場合 

2. NII GRACEセンターは、一定期間の事前の告知をもって、適宜、本サービスの内容や

名称等を変更し、または本サービスを中止する場合があります。本サービスの内容や

名称等の変更後も、本規約は引き続き適用されるものとします。 

3. NII GRACEセンターは、社会情勢の変化、法令の改廃その他 NII GRACEセンターがや

むをえないと判断した場合には、利用者に対し事前に NII GRACEセンター所定の方法

で通知することにより、本サービスを全面的に終了することができるものとします。 

4. NII GRACEセンターは、本サービスの一時停止、中断、変更、中止、または全面的な

終了に起因して利用者に損害が生じた場合でも、その責任を負わないものとします。 

 

第 26条（禁止事項） 

1. 利用者は、本サービスの利用にあたり、NII GRACEセンターよりあらかじめ許諾を得

ない限り、次の各号の行為（以下「禁止事項」といいます。）をしてはならないものと

します。 

(1) 第 3条第 2項記載の事項（第 5条第 1項に基づき変更を届け出た場合も含みます。）

につき、虚偽の情報を届け出る行為 

(2) 登録ユーザが架空もしくは第三者（父母、兄弟姉妹等の親族を含みます。）の名義
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を用い、または第三者を代理してユーザ登録を行う行為 

(3) 利用者が第三者の IDおよびパスワードを使用する行為 

(4) 利用者が本サービスを営利を得る目的で利用し、その他 NII GRACEセンターが承

認した以外の方法で本サービスを利用する行為 

(5) 利用者が本規約や法律上認められている範囲を超えて、登録コンテンツを利用し、

他の利用者または第三者をして同様の行為をさせること 

(6) 他人の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、肖像権、パブリシテ

ィ権その他の権利を侵害する行為、名誉、信用、財産を毀損する行為、またはこれ

らの行為を助長する行為 

(7) 同じ IDを複数人で利用する行為または一人で複数の IDを設定する行為 

(8) 第三者の個人情報を収集したり、蓄積したりすること、またはそのおそれのある行

為を行う行為 

(9) 通常の利用の範囲を超えてサーバーに負担をかける行為 

(10) NII GRACEセンター、本サイトまたは本サービスの信用を害し、または評判をおと

しめる行為 

(11) 利用者が本サービスその他の NII GRACEセンターのシステムを不正に利用する行

為 

(12) 虚偽の内容または他人を誤認させるおそれのある情報を登録コンテンツに掲載す

る行為 

(13) ウイルスを含むファイル、汚染ファイルその他他人のコンピュータの機能に損害を

与えるようなウェブサイトへのリンクを登録コンテンツに掲載する行為 

(14) 第三者の差別、罵倒、誹謗中傷、脅追、嫌がらせを行う行為、その他第三者の名誉

や信用を毀損する行為や精神的苦痛を与える行為 

(15) 猥褻・児童ポルノ・児童虐待に相当するコンテンツ、暴力的なコンテンツその他他

人に嫌悪感・不快感を与えるコンテンツを投稿し、これらのコンテンツを掲載した

ウェブサイトへのリンクを登録コンテンツに掲載する行為 

(16) 自殺、自傷行為、薬物乱用等を美化・誘発・助長するおそれのある言葉、その他の

表現を登録コンテンツに掲載する行為 

(17) 異性との交際を目的とした行為 

(18) 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務付けられている

場合に、当該手続きを履行せず、当該法令に違反する行為 

(19) NII GRACEセンターが認めていない広告・宣伝・勧誘行為、他の利用者の電子メー

ル受信妨害、連鎖的な電子メール転送の依頼、無限連鎖講を目的とする行為 

(20) 賭博行為、または賭場を開設し、それらへの参加を促すような情報の掲載を行う行

為 

(21) 公序良俗に反する行為、またはその行為を助長・幇助・教唆する行為 
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(22) 犯罪行為、または犯罪を幇助・教唆する行為 

(23) 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為、および公職選挙法に抵触

する行為 

(24) 法令に違反する、または違反するおそれのある行為 

(25) 他の利用者による本サービスの利用を妨げる行為、またはそのおそれのある行為 

(26) 本サービスまたは本サービスの運営を妨害する行為 

(27) その他、NII GRACEセンターが不適切と判断する一切の行為 

2. NII GRACEセンターは、禁止事項を行った利用者に対し、電子メールによる禁止事項

の中止、撤回の要請、禁止事項に係る登録コンテンツの全てもしくは一部の削除、ま

たは第 7条第 1項に基づく登録ユーザの除名処分等、NII GRACEセンターの判断によ

り必要な措置を講ずるものとします。 

3. 利用者が禁止事項を行ったことに起因して、NII GRACEセンターまたは第三者が何ら

かの損害を被った場合、当該利用者は NII GRACEセンターまたは第三者に対してその

全ての損害を賠償するものとします。 

 

 

第 27条（個別規約について） 

1. NII GRACEセンターは、本規約以外に、本サービスの詳細な内容を規定する個別規約

を別途定めることがあります。当該個別規約は、本規約の一部を構成するものとし、

利用者はこれを承認するものとします。 

2. 本規約と個別規約の内容が異なる場合には、個別規約が優先的に適用されるものとし

ます。 

 

第 28条（本規約の追加、変更） 

NII GRACEセンターは、本規約の内容をいつでも追加または変更することができます。こ

の場合、NII GRACEセンターは追加または変更後の本規約の内容を本サイトに掲示するも

のとし、その後利用者が初めて本サービスを利用した時点または NII GRACEセンターが定

める告知期間が経過した時点のいずれか早い時点をもって、利用者は追加または変更後の

本規約に拘束されるものとします。 

 

第 29条（登録コンテンツの NII GRACEセンターによる利用） 

第 8 条第 1 項にもかかわらず、登録ユーザは、当該登録ユーザが投稿した登録コンテンツ

の全てもしくは一部を、NII GRACEセンターが次の各号の範囲内で利用する場合に限って、

事前の告知なく無償で全世界において非独占的に利用することを許諾するものとします。 

(1) 登録ユーザが投稿した登録コンテンツを、本サービスの広告、宣伝、利用促進の目

的の範囲内で、新聞、雑誌、ウェブサイト、テレビ番組、パッケージメディアその
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他の媒体へ掲載し、または利用すること（複製、引用、配信、展示、頒布、翻訳（翻

案）、改変、発表等する権利をすべて含みます。） 

(2) その他NII GRACEセンターがNII GRACEセンターまたは本サービスのために有益

と判断する利用 

 

第 30条（登録コンテンツの保存および開示） 

1. NII GRACEセンターは、法律上の要求がある場合、または NII GRACEセンターが合理

的に必要であると判断した場合、登録ユーザの許可なく、登録コンテンツを保存およ

び第三者に開示することができるものとします。 

2. NII GRACEセンターは、いかなる場合でも、登録コンテンツの保存義務を負わないも

のとします。 

 

第 31条（通知） 

1. NII GRACEセンターから利用者への通知または連絡は、電子メールにて行います。 

2. 利用者から NII GRACEセンターへの連絡は、NII GRACEセンターがあらかじめ定めた

窓口フォームを通じて行うものとします。NII GRACEセンターは、利用者からの電話、

来訪による連絡に対応しておりません。 

 

第 32条（個人情報の取り扱い） 

利用者は、NII GRACEセンターが本サービスを通じて取得した利用者の個人情報を、プラ

イバシー・ポリシーに基づき取り扱うことにあらかじめ同意するものとします。 

 

第 33条（本サービスの譲渡） 

NII GRACEセンターが本サービスを第三者に譲渡する場合、NII GRACEセンターは本サー

ビスの譲渡を本サイトにおいて告知するものとし、その後利用者が初めて本サービスを利

用した時点または NII GRACEセンターが定める告知期間が経過した時点のいずれか早い時

点をもって、利用者は本サービスの譲渡に同意したものとみなします。 

 

第 34条（一般条項） 

1. 本規約のいずれかの規定が、適用される法の下で無効または執行不能とされた場合であ

っても、本規約の他の規定の有効性および執行可能性には影響しないものとします。ま

た、自動的に無効または執行不能とされた規定が、有効かつ執行可能なものとなるのに

必要最低限の程度において修正されるものとします。 

2. 本規約の規定の全部または一部の放棄または不履行に関する同意は、書面により、かつ、

かかる放棄または不履行に関する同意について責任を負う当事者による署名または記

名押印がなされない限り、有効でないものとします。 
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3. 本規約は、当事者による本サービスに関する完全かつ唯一の合意であり、本規約で明示

されているもの以外は、本サービスに関する一切の合意、約束、表明は存在しません。

登録コンテンツを投稿した登録ユーザは、利用者より提示されるいかなる追加の条項に

も拘束されないものとします。 

 

第 35条（適用期間） 

1. 本規約は、利用者が本サービスを最初に利用したときから下記のいずれかの事由が生

じるまでの期間（以下「適用期間」といいます。）、当該利用者に適用されるものとし

ます。 

(1) 本サービスの終了 

(2) 当該利用者が全ての登録コンテンツの登録を抹消し、かつ、本サービスおよび登録

コンテンツの一切の利用を終了したとき 

2. 第 1 項にかかわらず、適用期間が終了した場合であっても、第 2 条、第 4 条第 5 項、

第 5条第 3項、第 6条第 5項、第 7条第 2項ないし第 5項、第 8条ないし第 13条、第

14条第 2項、第 20条第 4項および第 5項、第 21条第 4項、第 22条ないし第 26条、

第 29条ないし第 36条はなお当該利用者に適用されるものとします。 

 

第 36条（準拠法・管轄裁判所・紛争解決） 

1. 本規約に関する準拠法は日本国法とします。 

2. NII GRACEセンターと利用者との間の本規約に関する訴訟については、東京地方裁判

所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。 

3. 本サービスを通じて、利用者間、利用者と第三者の間で生じた紛争は、当事者間で解

決するものとし、利用者は NII GRACEセンターに対し、苦情の申立てまたは損害賠償

等の請求を行わないものとします。 

 

施行日： 

改訂日： 


