利用規約
はじめに
ここに定める利用規約（以下「本規約」）は、特定非営利活動法人学校インターネット教育推進協会（以下「JAPIAS」）
が開設する「プロから学ぶ 21 世紀型スキルのオンライン講座」（以下「本講座」）に参加するために lms.japias.jp
（以下、総称して「本サイト」）をご利用いただく場合に適用されます。本サイトは、「JAPIAS」が主催、運
営しています。
本規約において“ユーザー”とは本サイトの訪問者または利用者を指します。
本サイトを利用いただくことは、本規約の遵守に同意していただいたことを意味します。本サイトの利用は、本
講座のプライバシーポリシーへの同意も意味します。このプライバシーポリシーは、ここで参照されることによ
り本規約の一部となります。本サイトをご利用いただく前に、本規約および本講座のプライバシーポリシーをよ
くお読みください。
本サイトを利用するための保護者の同意
未成年者の場合、本サイトの利用を決める前に、本規約および本講座のプライバシーポリシーを保護者もしくは
学校の先生と一緒にお読みください。また、本サイトの利用または本講座への参加をする場合は、保護者の同意
を得る必要があります。
本サイトの性格上、JAPIAS はユーザーの多くが未成年であることを認識しています。したがって、年少の訪問
者は本サイトの活用方法について保護者とよく相談することをお勧めします。保護者の皆様には子供のオンライ
ン活動を監督していただきますが、ペアレンタル・コントロール・ツールの利用もご検討いただければと思いま
す。このツールは子供達にとって安全なオンライン環境作りを支援するオンラインサービスやソフトウェアメー
カーを通じて入手可能です。また、このツールは保護者の許可がなければ子供の名前、住所およびその他の個人
情報を開示できない仕組みになっております。

本サイトを利用するための登録
本講座へ参加する場合は、lms.japias.jp の受講登録フォームを使用してください。ユーザーは、ユーザーが登録し
た（1）登録内容に不備がある場合、JAPIAS は当該ユーザーによる本サイトの利用を停止し、および／または、
（2）登録内容に虚偽、不正確、古い情報または不備がある場合、あるいは、登録内容に虚偽、不正確、古い情
報または不備があるということを確信できるだけの合理的な根拠がある場合には、JAPIAS が当該ユーザーのア
カウントと本サイトの使用権を終了させることができることを認め、同意するものとします。
アカウントのセキュリティ
ユーザーには固有のユーザー名とパスワードが発行されます（以下、総称して「ユーザーのアカウント」）。ユ
ーザーは、自分のアカウント管理に責任を持って保管することを了解し、アカウント利用から生ずるあらゆる活
動に責任を持ちます。また、ユーザーのアカウントが不正利用されたり、または、セキュリティ上の侵害をされ
た場合には、JAPIAS またはユーザーの所属先に直ちに通告することに同意するものとします。本サイトへの不
正アクセスは本規約の違反および法律違反となります。
行動規範
ユーザーは、本サイトのユーザーとして下記の行動規範（以下「行動規範」）に同意するものとします。
倫理に反する言葉、画像または行為の禁止 － ユーザーは、下記の要素を含む素材を投稿または配布しないこと
に同意するものとします。（a）他者への中傷、嫌がらせ、ハラスメント、侮辱または脅迫、もしくはストーカ
ー行為と見なされる可能性がある行為（b）1 つの考えに固執し、憎悪に満ちた人種差別的な攻撃（c）猥褻、卑
猥または露骨な性表現、または（d）違法または違法行為を助長する行為。上記の違反行為については、JAPIAS
が独自に判断するものとします。
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他者の作品を借用する場合の許諾について － ユーザーは、下記を含めこれに限定せず、第三者の権利を侵害ま
たは日本国法・国際法に違反する素材の投稿または配布を行わないことに同意するものとします。（a）著作権、
特許、商標またはその他の所有権（b）プライバシー権またはパブリシティ権（特に、他者の個人情報に関する
投稿または配布を禁じます）（c）あらゆる守秘義務。
宣伝または販売行為の禁止 － ユーザーは、宣伝または販売行為を行わないこと（利益の有無を問わず）、また
は、本サイトをいかなる形であっても商業目的で利用しないことに同意するものとします。
ウイルスの禁止・防止 － ユーザーは、コンピューターウイルスまたはその他の有害プログラムの投稿または配
布を行わないことに同意するものとします。
虚偽の禁止 － ユーザーは、他人や他の団体へのなりすまし、または、ユーザー自身に関する情報の虚偽申告を
しないことに同意するものとします。
大量メールの禁止 － ユーザーは、“フレーミング”、“スパムメール”、“フラッディング”、“トローリング”およ
び“グリーフィング”等の反社会的、破壊的または混乱を招く行為に携わらないことに同意するものとします。
改変の禁止 － ユーザーは、著作権または商標等の法律上の表示、免責事項または所有権に関する表示を削除し
ないこと、または、所有権のないロゴまたは改変が明示的に許可されないロゴを改変しないことに同意するもの
とします。
違法行為の禁止 － ユーザーは、過失にせよ故意にせよ、準拠する地域法、国内法または国際法に違反してはな
らないものとします。
JAPIAS は、この行動規範に違反するすべての素材を削除し、また、法執行当局に通告する場合があります。ま
た JAPIAS は、本サイトにおいて不適切と判断する素材を削除し、該当ユーザーのアカウントを解除する場合が
あります。さらに JAPIAS は、準拠法に違反して本サイトを利用している疑いのあるユーザーの特定について、
法執行当局者と協力する権利を留保します。
JAPIAS は、ユーザーが本規約で禁止されている行為や活動に関与している場合、または、いずれかの準拠法に
違反している場合には、事前通告なくいつでも当該ユーザーによる本サイトの全部または一部の利用を一時的に
制限または停止し、JAPIAS または第三者への損害を軽減する合理的な措置を講ずることができるものとします。
JAPIAS は、該当ユーザーの本サイトの利用に関する制限または停止について、ユーザーまたはいかなる第三者
に対しても法的責任を負いません。
サイトの公開エリアと JAPIAS のプライバシーポリシー
ユーザーは本サイトを通じて教育プロジェクトに参加することが許され、ます。本サイトへの参加の一環として
ユーザーは、とりわけ、次の目的のために個人情報を送信する場合があります。（i）本サイトの非公開エリアの
利用、（ii）関連イベントに関するオンライン登録、（iii）本サイトからの追加情報入手のための登録。
ユーザーは、本サイトに送信したものは本サイトのサーバーおよびインターネットを通じて配送されることを了
承するものとします。ユーザーは、本サイトへ送信されるすべてのものが本講座のプライバシーポリシーに準拠
する必要があることを理解しているものとします。ユーザーは、本サイトの公開エリアに投稿された情報、デー
タ、テキスト、ソフトウェア、音楽、サウンド、写真、グラフィック、ビデオ、メッセージ、またはその他の素
材（以下、総称して「コンテンツ」）を他のユーザーが閲覧可能であることを了承するものとします。ユーザー
は、個人情報を公開エリアに投稿・掲載した場合は、常に、ユーザーの知り得ない第三者がその情報を収集し利
用する可能性があることに留意してください。JAPIAS は、ユーザーがオンラインで開示する個人情報のセキュ
リティについては保証いたしません。ユーザーは、本講座のプライバシーポリシーに従い JAPIAS が収集する個
人情報を除き、本サイト経由で個人情報を提出・送信しないようにお願いします。かかる情報公開についてはユ
ーザーの自己責任となります。ユーザーは本サイト上の自分のコンテンツに責任を持ち、JAPIAS はユーザーが
投稿または送信したコンテンツについて責任を負いません。本サイト上のコンテンツ利用については、ユーザー
の自己責任となります。
ライセンスの付与
本サイトにおいてユーザーが送信または公開したコンテンツの所有権を JAPIAS は主張しません。ただし、本規
約に同意した場合、ユーザーは、当該コンテンツ（全部または一部）の世界規模の使用料無料で非独占的な使用、
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配布、複製、修正、改作、発行、翻訳および公開について、当該コンテンツが提出され公開されることを唯一の
目的としてこれらの実施権（ライセンス）を JAPIAS に許可することになります。本ライセンスは、ユーザーに
よって当該コンテンツが本サイトから削除されても無期限に効力を有します。
教育利用を目的に使用されるコンテンツ
本サイトは学校および青少年向けに提供される非商用のオンライン教育サービスです。ユーザーが提出し公開し
たコンテンツ以外のコンテンツについては、著作権、商標、サービスマーク、企業機密その他に関する法律もし
くは所有権に関する取り決めにより保護され、JAPIAS の明示的な許可を得た場合のみユーザーはこれらのコン
テンツの利用が認められます。ユーザーは、かかるコンテンツに記載されている、またはこれに付随している著
作権表示または制限を遵守することに同意するものとします。
ユーザーは、本規約における前述の規定およびその他の規定に従い、教育および非商用を目的とする限り、たと
えば学校の教室において、または、その他の非営利活動に関連して、本サイト上のあらゆる素材のダウンロード、
公開、コピー、配布、実演、表示、送信およびその他の利用が許可されます。
ユーザーは、本規約に明示的な許可がない限り、次の行為を他者に許可しないことに同意するものとします。（i）
本サイトのコンテンツの全部または一部の公開、コピー、送信、譲渡／販売、複製、配布、実演、表示などして
利己的に利用すること、（ii）当該コンテンツの第三者へのサブライセンスまたは商用利用、（iii）当該コンテ
ンツの改変（著作権、商標およびその他の所有権表示を削除することなど）（iv）当該コンテンツの派生著作物
の作成、または（v）その他本規約と矛盾する形での当該コンテンツの利用。
本サイトへのリンク
ユーザーは、sec@japias.jp に連絡することを条件に、非商用または教育目的で本サイトへのリンクを設定するこ
とができます。疑義を避け、また、以下の規定に従うため、ユーザーは営利活動のために、または、それに関連
して本サイトへのリンクを設定することはできません。非商用または教育目的以外の目的で本サイトへのリンク
を希望する団体または個人は、事前に JAPIAS に許可を求め、書面による許諾を得る必要があります。
前述の定めにもかかわらず、JAPIAS は独自の判断で団体または個人による本サイトへのリンクを禁止する権利
を留保します。
他の Web サイトへのリンク
本規約は本サイトにのみ適用されます。本サイトには、関連サイトおよびその他の教育リソースや非営利サイト
（以下「他サイト」）のコンテンツ、製品およびサービスにアクセスするリンクが含まれています。これらの他
サイトへのリンクをクリックすると、本サイトからそのサイトに移動することになります。これらの他サイトは
JAPIAS の管理下にはないため、その正確さ、著作権遵守、適法性、良識またはその他のコンテンツにかかわる
法的責任は JAPIAS にはないことをユーザーにはご了承いただきます（これらのサイトが JAPIAS の関連団体で
あるか否かを問わず）。本サイトに他サイトへのリンクが設定されていても、JAPIAS がこれらのサイトまたは
その運営者との関係を是認するという意味ではありません。本サイト経由で他サイトまたは JAPIAS 以外のコン
テンツにアクセスする前に、各サイトの利用規約およびプライバシーポリシーをよく読みご理解されることをお
勧めします。JAPIAS は、他サイトがプライバシーその他の法律に準拠するか否かについて責任を負いません。
一方的な送付物に関する JAPIAS の扱い
JAPIAS は、一方的に送られる提出物またはその他の未承諾コンテンツについては受け付けず、検討の対象には
いたしません。こちらから要求していないアイデアまたはオリジナル素材を JAPIAS または JAPIAS 関係者宛に
送信しないようにお願いいたします。このお願いにもかかわらず送られた場合、これらのアイデアまたは素材が
機密扱いまたは所有権があるものとして取り扱われる保証はなく、JAPIAS の独自の排他的な資産となることを
ご了承ください。
著作権の侵害
JAPIAS は、日本の著作権法（ http://www.cric.or.jp/db/domestic/index.html）に従い、本サイトにかかわる著作権
侵害の嫌疑に関する通報を受け付ける代理人を指定しています。
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JAPIAS は、下記に示す正式な通報を受け付けた場合、素材の削除またはこれを利用不可とするために、経済的
に可能な範囲で最善を尽くします。自身の著作物または他者の著作物が侵害されていることにお気づきの場合は、
下記に通報いただくようお願いいたします。
JAPIAS 事務局
電子メールアドレス：sec@japias.jp
住所：〒171-0022 東京都豊島区東池袋 2-44-1 小林ビル
著作権侵害の嫌疑について JAPIAS に通報いただく場合、下記情報を含めていただくようにお願いいたします。
（i）著作権所有者の正式な代理人による肉筆の署名または電子署名
（ii）侵害を受けたとされる著作物の特定
（iii）侵害しているとされる素材およびその素材の場所を特定するに十分な情報
（iv）訴え出た当事者の住所、電話番号、および、利用可能な電子メールアドレス等の連絡先情報
（v）訴えのあった素材の使用は、著作権所有者、その代理人、または、法律に基づく許諾がないということを
善意に基づき確信しているという当事者の表明
（vi）通報した情報が正確であり、また、偽証罪の罰則を適用する条件の下、侵害されたとされる独占権の所有
者に代わって訴え出た当事者が行動することが承認されていることの表明
素材が著作権侵害または知的所有権の侵害にあたることを JAPIAS が善意に基づき確認できた場合、JAPIAS は
当該素材を削除するか当該素材へのアクセスをできないようにします。もしユーザーが、訴えられた著作権侵害
の通報が間違いであると確信し、その著作権侵害の主張に反論したい場合、JAPIAS 事務局に反訴することがで
きます。
免責
本サイトのご利用は、ユーザーの自己責任となります。本サイトおよび本サイト上の素材はすべて「現状のまま」
提供され、明示黙示にかかわらず、いかなる種類のものであれ保証いたしません。JAPIAS は、特定目的に対す
る商品性、適合性の黙示保証および他者の権利を侵害しないことについての黙示保証を含みこれに限定せず、あ
らゆる保証を放棄します。JAPIAS は、本サイトが中断することなく正常に機能し、欠陥が修正され、または当
該素材を提供する本サイトまたはサーバーにウイルス感染その他の有害プログラムがないことについて保証い
たしません。JAPIAS は、本サイトまたは本サイト上の素材の使用に関連し、これらの正確性、精度、信頼性等
の観点からいかなる保証、表明もいたしません。準拠法が黙示保証の除外を認めていない場合、上記の除外は適
用されないことがあります。
責任の制限
過失を含めいかなる状況があっても、本サイトまたは素材もしくは本サイトの機能の利用または利用不能に起因
する直接的、間接的、付随的、特殊または派生的損害について、たとえその損害の可能性を知らされていたとし
ても、JAPIAS がこれらの責任を負うことはありません。準拠法が、法的責任または付随的／派生的損害の制限
または免責を認めていない場合、上記の免責は適用されないことがあります
補償
ユーザーは、本サイトへのアクセスおよび利用、本規約の違反、投稿されたコンテンツ、またはあなたのアカウ
ントが他者に利用されて投稿された倫理に反する素材に起因する、または関係するあらゆる請求、責任、損害、
損失、または正当な弁護士費用を含む諸経費について、JAPIAS、その理事、執行役、職員および代理人がこれ
らのことから防護、免責され、危害が及ばないようにすることに同意するものとします。
本サイトの修正
JAPIAS は、一時的であれ恒久的であれ、ユーザーへの通知の有無を問わず、本サイトのあらゆる部分の修正ま
たは閉鎖をする権利を留保します。また、JAPIAS には本サイトの保守または更新を行う義務はないものとしま
す。ユーザーは、JAPIAS が本サイトを修正または閉鎖しても、ユーザーまたは第三者に対する責任はないこと
を了承し、同意するものとします。
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契約の終了
本規約は、ユーザー、JAPIAS のいずれかが契約を解除するまで有効に存続します。ユーザーは、本サイトの利
用を中止することによっていつでも本規約を終了することができます。JAPIAS はその単独の判断により、特段
の理由がなくても通知することなく、ユーザーに適用した本規約（本サイトへのアクセスを含む）を直ちに解除
することができます。ユーザー、JAPIAS のいずれかが契約を終了した場合、ユーザーは本サイトの利用を停止
しなければなりません。
準拠法
本規約は、抵触法の規定に関わらず、日本国の実体法および手続法に準拠します。
本規約の修正
JAPIAS は、本規約の一部の改正、修正、追加または削除をいつでも行える権利を留保します。また、本規約の
重要な変更については、本サイトのトップページに“新利用規約（または同様の表記）”を掲載することによりお
知らせします。本規約に重要な変更があった場合、学校またはユーザーは、保護者から改めて同意を得る必要が
あります。本規約の変更、修正、追加または削除は、JAPIAS が本サイト上にその旨を公示後 30 暦日以内に発効
します。
雑則
本サイトを利用することによって、ユーザーと JAPIAS が相互に相手方をパートナー、被雇用者、受託者、代理
人または代表者とみなすことはありません。ユーザーは本規約に基づく権利を第三者に売却、交換、リース、譲
渡することはできません。本規約は、第三者が実行可能な権利を発生させることはありません。JAPIAS は、本
規約に基づき、本規約への変更と見なすことなく、ユーザーに通知せずにその権利および義務を譲渡する場合が
あります。本規約は分離可能です。本規約の一部の規定に法的強制力がない、または無効であると判断された場
合、準拠法で最大限認められる限り当該規定は行使され、またそのような判断が他の残存規定の有効性および法
的強制力に影響することはありません。JAPIAS が本規約の規定を行使しないことがあっても当該規定を行使す
る権利を放棄したことにはなりません。本規約は、JAPIAS の継承者、指定代理人およびライセンシー（実施権
者）の利益のために効力を生じます。本規約、および、本講座のプライバシーポリシー、並びにそのいずれかま
たは両方に対する修正は、本サイトへのアクセス、ライセンスおよび利用について JAPIAS とユーザー間の完全
なる合意を構成し、あらゆる事前の合意事項、説明または表明に優先するものとします。本規約の各見出しは便
宜上記載するものであり本規約の一部とはみなされません。
言語
関係当事者は、本規約および関連文書すべてが日本語で記述されることを確認します。
本規約に関するお問い合わせ
JAPIAS は、皆様からのご意見ご質問をいつでも承ります。電子メールの場合は sec@japias.jp 宛に、郵送の場合
は下記の宛先にお送りください。
特定非営利活動法人学校インターネット教育推進協会（JAPIAS）
〒170-0013 東京都豊島区東池袋 2-44-1 小林ビル
最終更新日：2014 年 11 月 10 日
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