
JDEX クライアント利用規約 

 

JDEX クライアント利用規約（以下「本規約」）は、株式会社日本データ取引所（以下

「当社」といい、明示しない限り、当社の関連会社を含みません。）が、兼松株式会社が

運営するデータ取引サイト「JDEX」（https://www.jdex.jp/ 以下「本サイト」）のクライ

アント（以下「クライアント」。）に提供するサービス（以下「本サービス」）の提供条

件と、当社とクライアントとの間に生じる権利義務関係が定められています。 

 

本サイトのメンバーが本サービスをご利用いただく際には、クライアントの正当な権限を

有する者から許可を得るものとします。クライアントが本サービスの利用をメンバーに許

可した場合、本規約はクライアントにも適用され、クライアントは本サービスを利用する

メンバーの行動について責任を負うことになります。 

 

1.本規約の適用範囲 

本規約は、クライアントによる本サービスのすべての利用および、本サービスに関連また

は派生して当社とクライアント間で生じるすべての契約関係に適用されます。 

 

また、当社または兼松株式会社が本サービスの公式ウェブサイト

（https://www.service.jdex.jp/）に掲載する本サービスの内容、機能、使用方法、料金体

系その他の説明（以下総称して「本サービス説明事項」）は、名目の如何にかかわらず、

本規約の一部を構成するものとします。 

 

ただし、本規約の内容と、本サイトの利用規約、本サービス説明事項または当社の役員、

従業員、職員など（以下併せて「役職員」）による説明内容などとが異なる場合は、特に

定めがないない限り、本規約が優先して適用されます。 

 

なお、本規約は、メンバーによる本サイトおよび本サービスの利用に適用され、当社が提

供する他のサービスには適用されません。他のサービスの内容、委託料、納期、当該サー

ビス提供に伴って発生する経費の負担その他の詳細は、別途個別の契約に定めるものとし

ます。 

 

2.本規約への同意 

クライアントは、本サイトおよび本サービスを利用するために、本規約を確認し、理解し

た上で、本規約に同意する必要があります。本サイトに会員登録することにより、クライ

アントは、本規約および以下に挙げる規定を読み、かつ理解したことを認めるとともに、

無条件でそれらに同意したものとします。この同意は、クライアントのメンバーが本サイ

ト上でアカウント（以下「本アカウント」）を作成したときに確定されます。 
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JDEX 利用規約（https://www.jdex.jp/members/legal/ja ） 

JDEX プライバシーポリシー（https://www.jdex.jp/members/privacy/ja ） 

 

なお、本アカウントを作成せずに本サイトを利用する場合であっても、本サイトのユーザ

ー（本サイトを利用する者を指し、「利用者」と同義とします。以下同じ。）は、以下に

挙げる規定に同意する必要があります。この同意は、ユーザーが本サービスを利用したと

きに確定されるものとします。 

 

JDEX クッキーポリシー（https://www.jdex.jp/members/cookie/ja ） 

ウェブサイト利用規約（https://www.service.jdex.jp/legal.html） 

 

 

Ⅰ 本サービスについて 

1.本サービスの内容 

「本サービス」とは、当社が提供するサービスのうち、本サイトのクライアントに所属す

るメンバーに提供するサービスを意味します。メンバーは、本サービスを利用することで、

本サイトの本コンテンツを利用でき、個別活動*へ参加することができます。本サービスの

詳しい内容は、本サービスの公式ウェブサイト（https://www.service.jdex.jp/）に掲載し

ます。 

• 本コンテンツ：「Appendix Ⅰ：用語説明」所収の「2.本サービスに含まれるコ

ンテンツに関するもの」に掲げる無体物、有体物または電磁的記録などであって、

開示者および開示方法に関わらず、本サービスで当社またはクライアントが他のク

ライアントに開示した一切の情報ファイルを意味します。ただし、当社の書面によ

る明示的な合意がない限り、本サービスの成果物は含まれません。 

• 個別活動：本サービスに関連して当社またはクライアントが行う活動のうち、当社

が主催または共催するものを意味します。個別活動の詳しい内容は、本サイト、本

サービスの公式ウェブサイトまたは当社が本サービスのクライアントに開示する活

動計画案に掲載します。メンバーは、メンバーシッププランに定める範囲で、自己

の裁量により、任意で個別活動に参加できます。 

 

2.本サービスの利用料金 

クライアントは、本サービスの利用にかかる料金（以下「利用料金」という）として、メ

ンバーシッププランに所定の金額を支払うものとします。クライアントが利用料金の支払

を遅滞した場合、クライアントは年6.0％の割合による遅延損害金を当社に支払うものとし

ます。 
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なお、当社がメンバーシッププランに明示しない限り、利用料金には以下に定める製品価

格、コミッション、追加料金を含みません。 

      

（1）製品価格：データ製品の使用許諾の対価として、データ取得者がデータ提供

者に支払う対価を意味します。製品価格にコミッションは含みません。サブスクリ

プション方式で提供されるデータ製品の製品価格は、月ごとに支払われます。 

      

（2）コミッション：データ取引の対価として、本サイトの運営者が受領する取引

手数料を意味します。コミッションは、所定の料率で計算され、本サービスの利用

料金および製品価格とは別に、クライアントが取引契約を締結するたびに発生しま

す。コミッションの金額と内容は、クライアントが選択したメンバーシップごとに

異なることがあります。 

 

（3）追加料金：本サービスに派生するその他のサービスには追加料金がかかりま

す。追加料金は、当社とクライアントが別途締結する個別契約に定めるものとしま

す。 

 

3.広報活動 

当社は、クライアントが本サービスを利用したことのある事実および利用または利用する

予定がある旨を、当社の広告宣伝、販売、広報その他の活動（以下「広報活動」という。）

に利用することができるものとします。また、クライアントは、活動報告書の引用を自身

の広報活動に利用することができます。 

 

広報対象となる事項に知的財産権または秘密情報を含む場合、広報活動を行う者は、他の

当事者の業務履行および本サービスの利用に支障をきたさないよう、必要な同意取得、権

利処理その他の対応を行うものとします。 

 

4.善管注意義務 

メンバーは他のメンバーに対し、善良なる管理者の注意義務をもって本サービスを利用す

ることを保証するものとします。当該保証に反してメンバーが第三者から権利侵害などの

申し立てなどを受けた場合、当該メンバーは、自己の責任においてこれを解決するものと

します。 

 

 

Ⅱ 会員登録 

1.会員登録の手続き 

本サービスの利用を希望する者（以下「参加申込者」）は、本サイトの利用規約および本



規約に同意し、本サイトの「アカウントを作成する」画面 

（https://www.jdex.jp/members/signin）から登録手続きを進め、本サイトの入会審査を

経て兼松から参加申込の承諾を受けることで、メンバーとしての会員登録を完了しなけれ

ばなりません。会員登録の際に入力したメンバーの個人データを含むクライアントの情報

を以下「会員情報」といいます。 

 

2.会員 ID の管理 

ユーザーの会員登録が完了した後、本サイトは、本サービスを利用するための識別符号

（以下「ID」といいます。）とパスワードを発行します。ID は、本サイトへログインする

際に使用します。ユーザーは、自己の責任において、ID およびパスワードを第三者に知ら

せることなく、秘密として、かつ紛失することのないよう厳重に管理するものとし、自ら

の ID およびパスワードを用いてなされた、本サービスにかかる一切の行為およびその結果

について、当該行為をユーザー自身が行ったか否か、ユーザー自身に故意または過失があ

ったか否かを問わず、自らその責任を負うものとします。ユーザーによる ID およびパスワ

ードの使用上の過誤または第三者による不正使用等について、当社は一切の責任を負いま

せん。ただし、当社の責めに帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。 

 

3.会員情報の内容変更 

会員情報に変更があった場合、ユーザーは、当社の定める方法により当該変更事項等を遅

滞なく変更するものとします。会員情報を変更した場合に、当社がユーザーにその内容を

証明する書類の提出等を求めた場合、ユーザーは、これに速やかに応じるものとします。 

 

4.メンバーシップの選択 

参加申込者が本サービスのメンバーとなるためには、当該メンバーの所属するクライアン

トが、当社所定のメンバーシップを選択する必要があります。  

 

クライアントは、次項その他本規約に沿って、希望するメンバーシッププランを選択し、

当社の定める方法により当社に通知してください。メンバーシッププランを選択し、利用

料金の支払を当社が確認した時点で、クライアントが保有する本サイトのアカウント（以

下「本アカウント」）が有効化され、本サービスを利用できるようになります。 

 

メンバーシップを選択しない場合は、クライアントが本サイトに利用登録した日から起算

して 20営業日後に、あらかじめ通知することなく、本アカウントの機能を制限する、また

は利用を停止することがあります。 

 

5.メンバーシッププラン 

ユーザーは、本サービスの会員登録の有無および、アカウントの利用権限に応じて、「ビ



ジター」「クライアント」「メンバー」に区分されます。詳細は、公式ウェブサイトに掲

載いたします。 

 

a)「クライアント」（会員）：本サイトのアカウントを保有し、本サービスのメンバー

シップの選択を完了したユーザーであって、法律に基づいてその専門的な資格におい

て行動する法人、または専門的な資格において行動する自然人を意味し、消費者とし

て行動する者は含まれません。なお、クライアントは一法人のみで成り、関係会社、

グループ会社等であっても、法人格を別にする場合は、別途アカウントを保有しなけ

ればクライアントとみなされません。 

 

クライアントは、利用料金支払いの有無によって以下の二つに区別されます。 

-有料会員：本サービスの利用料金を支払ったクライアントを指します。 

-無料会員：本サービスの利用料金を支払う代わりに、本サービスに関する当社ま

たは他のクライアントへの役務および情報の提供に合意したクライアントを指し

ます。 

 

b)「ビジター」（試用会員）：本サイトのアカウントを保有するユーザーであって、本

サービスのメンバーシッププランを選択していないユーザーを意味します。ビジター

は、本サイトの利用が制限され、当社が明示しない限り、本サービスを利用すること

はできません。 

 

c)「メンバー」（参加者）: クライアントを代表しかつクライアントに代わって本サービ

スを利用する自然人を意味します。クライアントは、自身の親会社、子会社並びに関

係会社（財務諸表などの用語、様式および作成方法に関する規則第 8 条第 8 項に規定

する関係会社と同様の意味を有するものとし、以下「関係会社など」という。）のう

ち、本アカウントに登録されたメンバーまたは当社に所定の個人データを通知したメ

ンバーに限り、本サービスを利用させることができます。 

 

 

Ⅲ コンテンツに関する規定 

1.データ取引契約 

クライアントは、本サイトまたは本サービスを通じて取引契約を締結することで、当社ま

たは他のクライアントとの間で、データ製品に関するライセンス（使用権）を許諾、貸与

または譲渡することができます。 

 

2.コンテンツの権利帰属 

本コンテンツに関する一切の権利（著作権、商標権、特許および意匠をはじめとする知的



財産権を含むがこれらに限られない。）は、本コンテンツに関する権利を現に有する権利

者（複数人の場合は、当該当事者の全員）に留保され、他の権利者および第三者に対して

何らの権利も譲渡、移転されるものではありません。本条の定めは、ユーザーが本コンテ

ンツの直接または間接の提供者であるか否か、またはユーザーが本コンテンツに関する権

利の一部または全部を単独に若しくは共同で有するか否かなどに依りません。 

 

3.利用条件の提示 

本コンテンツを提供する者（以下「提供者」といい、当社および本サービスのクライアン

トを含みます）は、自己の裁量により、本コンテンツを他のクライアントに開示すること

ができます。ただし、本条の規定は、本サービスのクライアントに本コンテンツの開示を

義務付けるものではありません。 

 

提供者は、利用目的、条件、範囲、期間など（以下「利用条件」という。）を本サイトで

書面（以下「ライセンス表示」といい、電磁的記録によるものを含む。以下同じ）により

通知することで、本コンテンツの開示内容、対象、程度、頻度などを指定、変更、追加、

改訂、削除できます。クライアントは、提供者が事前に書面で同意した場合を除いて、本

コンテンツをライセンス表示に反して使用し、または第三者に開示してはなりません。 

 

提供者は、本規約、取引契約およびライセンス表示のなかで直接的且つ明示的に認められ

た限りにおいて、本サービスのメンバーが単独でまたは共同して、あらゆる方法（既知の

または今後開発される方法を含む、以下同じ）を用いて、本コンテンツを閲覧、所持、使

用、複製、処理、分析、加工、修正、開示、送信、表示、上演、上映、公衆送信、口述、

展示、頒布、譲渡、貸与、公衆送信可能化、翻訳、翻案、二次利用（以下「利用」とい

う。）することがあることを理解し、当然に無償で許諾するものとします。 

 

ライセンス表示の内容は、本コンテンツに係る権利者または代理人（以下「本コンテンツ

の権利管理者」という。）が自己の裁量によって定められるものとし、他のクライアント

は原則として当該定めに従う義務を負うものとします。本コンテンツの権利管理者は、14

営業日以上の期間を定めた上で、事前に通知することで、ライセンス表示の定めを変更で

きます。クライアントは、ライセンス表示の作成、指定、変更、追加、改訂、削除、通知

その他の業務を、自己が指定する代理人に行わせることができます。 

 

クライアントが、本規約、取引契約またはライセンス表示に定めのない利用条件で本コン

テンツを利用する場合は、あらかじめ本コンテンツの権利管理者から使用許諾を得なけれ

ばなりません。 

 



4.利用状況の監査 

本コンテンツの権利管理者は、本規約、取引契約およびライセンス表示の遵守状況を監査

するため、本コンテンツの取得者に対し、事前の通告をしたうえで、取得者の事業所など

に立ち入ることができるものとします。監査の結果、是正が必要な場合、当該監査を受け

た者は、本コンテンツの権利管理者と協議のうえで、双方が同意する条件のもとで是正措

置を講ずるものとします。監査は、監査を受ける者の営業時間内に、業務の妨げにならな

い方法で行うものとします。本コンテンツの取得者が、本規約、取引契約およびライセン

ス表示に定める義務に違反し、催告を受けた後も相当期間を経てなお、当該違反が治癒し

ないときは、本コンテンツの権利管理者は、なんら通知、催告を要せず、直ちに取引契約

およびライセンス表示の全部または一部を解除できるものとします。 

 

5.返却・廃棄 

クライアントは、法令により保存または記録が義務付けられている場合を除いて、次の各

号に該当する場合、本コンテンツを提供者に遅滞なく返却または廃棄しなければなりませ

ん。 

1. 提供者から要求があった場合 

2. 本規約または取引契約が終了した場合 

3. クライアントが本規約または取引契約を解約された場合 

 

本コンテンツの返却および廃棄は、提供者の了承を得た、事故防止に配慮した方法で行わ

なければなりません。電磁的記録など、物理的な返却が不可能なものは、電磁的記録など

の消去などにより再生不能の状態にし、これを提供者に報告するものとします。なお、提

供者の書面による求めがある場合、クライアントは、本コンテンツの返却、破棄または消

去などをしたことを証する書面を提供者に提出するものとします。 

 

6.コンテンツに関する情報の保証および誓約 

クライアントは、自身が提供する本コンテンツの全部に関して、自己の最善によって知り

得る限りで以下の通り表明し保証するとともに、将来提供する本コンテンツが以下の条件

を充足することを誓約するものとします。 

1. 本コンテンツが、適法な方法によって取得または加工されていること 

2. 本コンテンツの提供にあたって、必要な権限をすべて有していること。 

3. 本コンテンツの提供にあたって、提供者の同意取得を含む必要事項を完了し

ていること。 

4. 本コンテンツの提供は、法令、政省令、施行令、ガイドライン、条例および

裁判所の決定などに反するものではなく、また、係る提供は、第三者の権利

を侵害するものではなく、契約違反を構成するものではないこと。 

 



7.コンテンツ品質の非保証 

本コンテンツの提供者は、他のメンバーの指示、故意または重過失など、他のメンバーの

責に帰すべき事由により生じたものを除き、自身の提供する本コンテンツが、取引契約ま

たはライセンス表示に定める品質を有することを保証するものとします。ただし、提供者

は、取引契約またはライセンス表示の定めを超えた、本コンテンツの完全性、安全性、正

確性、有用性、目的整合性および特定の目的に対する適合性を含め、明示または黙示を問

わず保証しないものとします。 

 

8.コンテンツ利用の免責および補償 

次に掲げるいずれかの場合に起因または関連し、クライアントが本コンテンツの利用にお

いて当社または他のクライアントの損害、損失、費用など（合理的な弁護士費用を含む。）

（以下「損害など」という。）を生じた場合は、当該本コンテンツを提供および（または

利用）した当該クライアント（複数人の場合は全員）が損害などの一切を速やかに補償す

るものとし、他のクライアントの責に帰すべき事由により発生した場合を除いて、他のク

ライアントは一切の責任を負わないものとします。 

1. 本規約、取引契約、ライセンス表示などに定める保証および誓約事項のいずれか

に反する事実が発見された場合 

2. 本コンテンツの一部または全部に、他のメンバーの業務に支障を来す瑕疵、虚偽、

過誤または仕様との不一致（以下「瑕疵など」という）が発見された場合 

3. 本コンテンツの一部または全部が当然に有すべき最低限度の品質を著しく欠いて

いる場合 

4. 本コンテンツの取得、提供および使用に際し、違法行為があった場合 

5. その他、第三者からクレームなどがあった場合であって、当該メンバーの責に帰

すべき事由である場合 

 

ただし、損害などの補償の範囲は、その原因如何に関わらず、クライアントが直接かつ現

実に被った通常の損害などに限るものとします。また、次に掲げるいずれかに該当する場

合は、当該本コンテンツを提供した提供者は、損害などを補償する責任を負わないものと

します。 

1. 瑕疵などが軽微であって、本コンテンツの利用に実質的影響を及ぼすものではな

く、かつ瑕疵などの回復に過分の費用または期間を要すると取引契約の相手先が

認めた場合 

2. 本コンテンツの品質が情報収集対象または収集技術の性質、特性、構造などの不

可避な事由により変動しうることが明らかであって、提供者が事前に当該本コン

テンツを現状有姿で提供する旨を本サイトで表示している場合 

 

 



Ⅳ 個別活動について 

1.個別活動の内容 

クライアントは、当社または他のクライアントが開催する個別活動に参加し、または自身

が開催する個別活動への参加を募集できます。個別活動の内容は、本サイト、本サービス

の公式ウェブサイトまたは当社がクライアントに開示する活動計画案に掲載されます。 

 

2.個別活動への参加 

個別活動の参加希望者は、本サービスの公式ウェブサイト上に掲載する手続、または当社

の定めるその他の手続に従って、参加申込または参加募集を行い、当社の定める必要事項

について、正確且つ最新の情報を当社に提供するものとします。 

 

個別活動への参加は、当社が参加申込を受付し、参加を承諾し、参加費用を受領したとき

に、当社とクライアント（ひとつの申込で複数のメンバーが参加する場合はその全員）と

の間に成立するものとします。 

 

当社は、個別活動への参加を承諾した参加希望者に対し、個別活動の参加を許諾する旨と、

参加費用の支払方法を所定の手段で通知するものとします。 

 

3.会議の開催 

当社は、クライアントに対し、個別活動を円滑に履行するため、進捗状況の把握、未決定

事項の解決などの必要事項を協議し、決定することを目的とした運営会議（以下「運営会

議」という。）を、当社が必要と判断した場合、またはクライアントからの求めに応じて、

随時、開催することができるものとします。 

 

運営会議は、運営会議に参加を希望するクライアントの全員で構成されます。ただし、当

社は、運営会議を、議題とする事項の決議に必要な最小限の人数で開催します。また当社

は、必要ある場合には、異なるまたは複数の場所で、適切な方法（対面の対話、通話、書

面、電子メール、電子ファイルまたはオンラインサービスなどによる通知などを含むがこ

れに限られない）を用いて、必要な人数を招集し、必要な回数の運営会議を行うことがで

きるものとします。 

 

運営会議の開催は、クライアント間で行われる他の会議の開催を妨げるものではありませ

ん。ただし、当社が他の会議の内容を直接または間接に関知し得ない場で行われた決議を、

クライアントが運営会議の決議に優先して適用することはできません。 

 

当社は、運営会議を開催する日時・場所および議題を記載した書面を、開催日の当日から

起算して５営業日前までに、運営会議に参加を希望したクライアントの全員に通知するも



のとします。ただし、緊急の必要がある場合、またはクライアント全員の同意がある場合

は、この期間を短縮することができます。 

 

運営会議の議決権は、クライアント１社につき１議決権とします（クライアントが個人の

場合は、１名につき１議決権とします）。運営会議の決議は、議決に必要な最小限の者に

よる過半数の賛同を以て行うものとします。 

 

クライアントは、必要に応じて、メンバー以外の者を、招待者として運営会議に出席させ、

その報告と意見を聞くことができます。クライアントは、当社に招待者の出席を要望する

ことができ、当社は原則として本要望に応じなければなりません。 

 

運営会議の参加を希望するクライアントは、運営会議に関して次に掲げる義務を負うもの

とします。 

• 特段の理由がない限り、運営会議に参加し、議決権を行使すること。なお、

予め通知された議題に対する提案、報告、意見、議決権の行使などの内容を

事前に書面で当社に通知することで、運営会議の参加に代えることができる

ものとする。 

 

運営会議は、出席者から１名を運営会議の議事録作成者に選任します。選任を受けた者は、

運営会議の議事録を作成し、当社およびすべての出席者に開示するものとします。出席者

は当該議事録を確認し、議事の追記、補足、訂正を求める場合は、その旨を当社に通知し、

当社は選任を受けた者に当該議事の追記、補足、訂正を行わせるものとします。      

 

4.個別活動の記録 

当社は、個別活動の開催に当たり、活動内容の筆記・録音・撮影・録画など（以下「活動

記録」という）を行うことがあります。当社は、個別活動の改善、活動報告書の作成及び

本サービスの広報活動のために、当該活動記録を使用できるものとします。 

 

5.活動報告書の作成 

当社は、別途定める本サービスに関する個別活動の期間内に、本サービスを通じて作成さ

れた中間作成物または成果物のうち、活動報告書を構成するものを選定して活動報告書を

作成し、他の本コンテンツと明示的な区別を行います。 

 

Ⅴ 成果物 

1.成果物の納品 

クライアントは、個別活動の結果、当社に納入すべき成果物がある場合、当社が合意する

納期および納入場所において納入するものとします。成果物の内容に関して、クライアン



トの責めに帰すべき事由により第三者に損害が発生し、賠償請求を受けた場合には、その

損害が当該クライアントの故意または重過失によると判断された場合を除き、他のクライ

アントは当該クライアントを免責するものとします。本規定は、本規約終了後も有効に存

続する。 

 

2.検品 

本サービスに係る成果物の検品は、当社または当社の指定する者（以下「検品者」と総称

します）が行います。本サービスを通じて成果物が作成された場合、検品者は、納入の翌

日から５営業日以内に仕様に合致しているか否かの検査を行い、その結果を他のメンバー

に通知します。なお、検品者からの合否の通知なく５営業日を通過したときは、検査に合

格したものとみなします。成果物の滅失、毀損などの危険負担は、納入前については当該

成果物の納入者が、納入後については検品者が負うものとします。 

 

3.成果物の権利帰属 

メンバーは、成果物の検査完了後に遅滞なく、成果物に係る一切の権利について、当該成

果物の制作へ直接に関与した他のメンバーと協議を行ったうえで、当該他のメンバーを含

む当該権利の共有、移転、譲渡などを受ける者（以下「権利受領者」。）とのライセンス

契約を新たに締結しなければなりません。当該ライセンス契約を締結しない場合、メンバ

ーは、当社が納品物を作成する場合を除き、成果物に係る一切の権利を行使することはで

きません。 

 

メンバーは、本規約、ライセンス契約および法令またはその他の法的要件の範囲で直接的

且つ明示的に認められる限りにおいて、成果物をあらゆる適法の方法（既知のまたは今後

開発される方法を含む、以下同じ）を用いて閲覧、所持、使用、複製、処理、分析、加工、

修正、開示、送信、表示、上演、上映、公衆送信、口述、展示、頒布、譲渡、貸与、公衆

送信可能化、翻訳、翻案、二次利用および価格決定するための、世界的かつ非独占的ライ

センスを（サブライセンスを同意する権利と共に）当社および権利受領者に許諾すること

に同意するものとします。 

 

当該ライセンス契約の契約当事者は、ライセンス契約の締結に係る業務の一部を、自己が

指定する代理人に委託することができるものとし、メンバーは、代理人に対して、本規約

におけるメンバーの義務を遵守させるものとします。 

 

4.成果物および活動報告書の学術・教育利用 

メンバーは、成果物または活動報告書を、秘密保持義務およびライセンス表示を遵守した

上で、次項以下に定める手続きに従って開示、発表もしくは公開すること（以下「学術・

教育利用」といい、学会誌への論文投稿、学術情報リポジトリでの情報公開、学術研究会



における口頭発表、ポスター展示、ワークショップ、教育機関における講義、公演その他

の利用を含むがこれに限られない。）ができます。 

 

学術・教育利用を希望する者（以下「学術利用希望者」という。）は、当該利用を行おう

とする日の 30日前までに、活動報告書の利用方法を書面で当社に通知しなければなりませ

ん。また、学術利用希望者は、当社の事前の書面による了解を得た上で、学術・教育利用

される成果物または活動報告書が、本サービスの結果得られたものであることを表示する

ことができます。 

 

通知された利用方法に、当社またはメンバーの将来期待される利益を害するおそれがある

ものが含まれると判断されるときは、当社は当該通知受理後 15日以内に利用方法の修正を

書面で利用希望当事者に通知し、学術利用希望者と協議するものとします。学術利用希望

者は、成果物または活動報告書の学術・教育利用により当社または他のメンバーから将来

期待される利益を害するおそれがあると通知された部分は、当社の同意なく、利用しては

なりません。ただし、当社は、正当な理由なく、かかる同意を拒んではならないものとし

ます。 

 

本サービスの個別活動が終了した日の翌日から起算して 1 年間を経過した後は、学術利用

希望者は、秘密保持義務およびライセンス表示を遵守した上で、当社に対する通知を行う

ことなく、成果物または活動報告書を学術・研究利用できるものとします。ただし、当社

は、学術利用希望者と協議のうえで、この期間を延長または短縮できるものとします。 

 

当該期間が経過するまで、または当社の同意により成果物または活動報告書の一部が公表

されるまでの期間は、学術利用希望者は、成果物または活動報告書を秘密情報として取り

扱うものとします。学術利用希望者は、秘密保持義務を遵守の上、成果物または活動報告

書を、当該学術利用希望者が行う教育および研究活動のために、無償で実施できるものと

します。 

 

5.活動報告書の使用 

メンバーは、当社から事前に書面で許諾された場合を除き、活動報告書を第三者へ配布ま

たは再配布しないものとします。ただし、メンバーが活動報告書の引用を行う場合は、秘

密保持義務およびライセンス表示を遵守し、出所を明示したうえで、著作権法により認め

られた範囲において引用を行うことを条件として、引用部分のみを第三者へ配布できるも

のとします。 

 

メンバーが活動報告書の引用を行う場合は、活動報告書に含まれる本コンテンツの提供者

がライセンス表示に指定した表記方法に従い、出所を明記しなければなりません。出所の



表示方法に指定がない場合は、次の例を参考に引用文を表示するものとします。 

(1) 提供者の本コンテンツを含む引用を行う場合： 

• 凡例：「情報の名称」（提供者名, 作成年, 情報の種類, 掲載先, 掲載先の

URL） 

 

• 記入例：「消費動向指数」（総務省統計局 , 2018, データセット , 

Data.go.jp, https://www.stat.go.jp/data/kakei/） 

 

(2) 提供者の本コンテンツを加工したうえで引用を行う場合： 

• 凡例：「情報の名称」（提供者名, 情報の名称, 情報の種類）をもとに

［作成者名］が［作成方法］(作成年, 情報の種類, 掲載先, 掲載先の URL) 

 

• 記入例：「消費動向指数」（総務省, 2018, データセット）をもとに株式

会社日本データ取引所が作成（2019, 図表, 非公開） 

 

(3) 提供者の本コンテンツを含まない引用を行う場合： 

• 凡例：「情報の名称」（プロジェクト JDEX, 作成年, データの種類, 掲載

先, 掲載先 URL） 

• 記入例：「プロジェクト JDEX2020 年度活動報告書」（プロジェクト

JDEX, 2019, スライド資料, 非公開） 

 

メンバーが、著作権法により認められた範囲を越えて、活動報告書の配布または再配布を

希望する場合は、当社に申請のうえ承認を得るものとします。当社は、活動報告書の作成

に直接に関係したメンバーと協議したうえで、法律上もしくは契約上の制限または根拠そ

の他の合理的な理由がない限り、配布または再配布を承認するものとします。ただし、次

の各号に該当するまたは該当のおそれがある場合はこの限りではありません。 

• メンバーまたは第三者の知的財産権を侵害する 

• メンバーまたは第三者に直接または間接の不利益が生じる 

• メンバーまたは第三者の秘密情報を含む 

• メンバーまたは第三者が活動報告書を不正に取得、複製、改変、開示または配布

する 

 

Ⅵ 知的財産権 

個別活動の結果生じた発明などは、AppendixⅡの定めによって取り扱うものとします。 

 

https://www.stat.go.jp/data/kakei/


Ⅶ 本サービスの終了等 

1.メンバーによる本サービスの退会 

クライアントが退会を希望する場合、クライアントを代表するメンバー本人が、当社所定

の方法で退会手続きを行うものとします。 

 

退会を希望するクライアントが本サービスに関連する債務を負担している場合、退会日ま

でに当該債務の全額に相当する金額を支払うものとします。当該債務は、退会後もその債

務が履行されるまで消滅しません。 

 

退会を希望するクライアントは、退会後も、本サービスの利用中に当社が取得した会員情

報を、当社のプライバシーポリシーに定める利用目的の範囲に限り、当社および第三者が

利用できることに同意します。 

 

2.メンバーによる個別活動の参加中止 

メンバーは、他のメンバーの業務履行の意思または能力の喪失、その他の理由により、個

別活動の存続が適当でないと認めたときは、本規約期間中であっても、20 営業日前までに、

当社に書面で通知することにより、個別活動の全部または一部を取りやめることができま

す。個別活動の参加を中止した場合であっても、クライアントは本サイトおよび本サービ

スの利用を継続することができます。 

 

3.利用停止、会員資格の抹消 

当社は、他のメンバーが本規約に違反した場合に、当該違反の是正の勧告をし、かつ、当

該違反が 20 営業日以内に完全に是正されないときは、メンバーに事前に通告することな

く、当該メンバーの所属するクライアントによる本サービスの全部または一部の利用を停

止または中止させ、会員資格を抹消することができます。 

当社は、メンバーに次のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告を要する

ことなく、本サービスの全部または一部を解除することができるものとします。 

1. 振出した手形または小切手が不渡となったとき。 

2. 他の債務につき仮差押、仮処分または強制執行を受けたとき。 

3. 破産、民事再生、会社更生若しくは特別清算の手続開始、または競売の申立

をされたとき。 

4. 公租公課の滞納処分を受けたとき。 

5. その他社会的信用が著しく毀損され、財産状態が悪化するとみられるとき。 

6. 「保証」に違反したとき 

7. 本規約の各条項による定めに著しく違反し、サービス利用または個別活動の

継続が困難と認められるとき。 

8. 前二項に基づく解除は、解除当事者が被った損害について被解除当事者に損



害賠償請求をすることを妨げません。 

 

4.本サービスの停止等 

当社は、以下のいずれかに該当する場合には、クライアントに事前に通知することなく、

本サービスの全部または一部の提供を停止または中断することができるものとします。 

(1)本サービスに係るコンピューター・システムの点検または保守作業を緊急に行う場合 

(2)コンピューター、通信回線等の障害、誤操作、過度なアクセスの集中、不正アクセス、

ハッキング等により本サービスの運営ができなくなった場合 

(3)地震、落雷、火災、風水害、停電、天災地変などの不可抗力 

 

5.本サービスの内容の変更、終了 

1.当社は、当社の都合により、本サービスの内容を変更し、または提供を終了することが

できます。 

2.当社が本サービスの提供を終了する場合、当社は登録ユーザーに事前に通知するものと

します。 

 

6.免責および補償 

次に掲げるいずれかの場合に起因または関連し、メンバーが本サービスの利用において当

社または他のメンバーの損害、損失、費用など（合理的な弁護士費用を含む。）（以下

「損害など」という。）を生じた場合は、当該本コンテンツを提供した当該メンバー（複

数人の場合は全員）が損害などの一切を速やかに補償するものとし、他のメンバーの責に

帰すべき事由により発生した場合を除いて、他のメンバーは一切の責任を負わないものと

します。 

1. 本規約、取引契約、ライセンス表示などに定める保証および誓約事項のいずれか

に反する事実が発見された場合 

2. 本サービスの一部または全部に、他のメンバーの業務に支障を来す瑕疵、虚偽、

過誤または仕様との不一致（以下「瑕疵など」という）が発見された場合 

3. 本サービスの一部または全部が当然に有すべき最低限度の品質を著しく欠いてい

る場合 

4. 本コンテンツの取得、提供および使用に際し、違法行為があった場合 

5. その他、第三者からクレームなどがあった場合であって、当該メンバーの責に帰

すべき事由である場合 

 

ただし、損害などの補償の範囲は、その原因如何に関わらず、メンバーが直接かつ現実に

被った通常の損害などに限るものとします。また、次に掲げるいずれかに該当する場合は、

当該本サービスを提供した提供者は、損害などを補償する責任を負わないものとします。 

1. 瑕疵などが軽微であって、本サービスの利用に実質的影響を及ぼすものではな



く、かつ瑕疵などの回復に過分の費用または期間を要すると取引契約の相手先が

認めた場合 

2. 本サービスの品質が情報収集対象または収集技術の性質、特性、構造などの不可

避な事由により変動しうることが明らかであって、提供者が事前に当該本サービ

スを現状有姿で提供する旨を本サイトで表示している場合 

 

7.個人の特定・識別の禁止 

本コンテンツを取扱うにあたって、メンバーは、明示的な本人同意を予め得ている場合若

しくは法令により認められる場合を除いて、特定の個人を識別するために本コンテンツに

含まれる個人情報を他の情報と照合してはならず、また照合を試みてはなりません。 

 

提供者が本コンテンツを匿名加工情報として提供する場合は、本コンテンツが個人情報保

護法および関連する政省令、施行令、ガイドライン、判例などに従って適切に加工された

ものであることを表明し、自己の最善によって知り得る限りで保証するものとします。な

お、本項の定めは、匿名加工の開示または提供を受ける者が、自己の定める指針、規約、

ポリシー、基準などに従って、当該匿名加工が適切に加工されたものであるかを監査、検

査、調査または評価することを妨げるものではありません。 

 

取引契約の当事者の一方から他方へ開示または提供される匿名加工情報について、受領者

の指針、規約、ポリシー、基準などに満たないものを含むおそれがあり、且つ提供者が個

人情報の適切な加工を行う能力を有さない、または受領者が監査、検査、調査または評価

を行う能力を有さない場合には、匿名加工情報の開示または提供に関与する当事者は、当

該能力を習得するか、自己に加えてまたは代わって第三者を選任し、新たに当該業務を履

行させることを当社に通知しなければなりません。 

 

8.役職員の個人情報の取り扱い 

メンバーは、自己の役職員の個人データのうち、本人の氏名、所属会社、所属部署、電話

番号またはメールアドレスなど（以下「連絡先」）を、次に挙げる利用目的の範囲で、当

社および他のメンバーが利用することに同意するものとします。 

1. 本サービスに関する履行内容を、役職員に知らせる必要がある場合 

2. 本サービスの正常な履行のために、他の役職員に知らせる必要がある場合  

3. 本サービスの一部を第三者に委託するときなどで役職員の個人情報を取り扱わせ

る場合 

4. その他、個人情報に関する法令およびその他の強制執行可能な求めに対して情報

開示を行わなければならない場合 

 

 



Ⅷ 一般条項 

1.秘密保持義務 

メンバーは、本コンテンツを秘密情報として取扱うものとし、当該本コンテンツの提供者

の事前同意を得ずして第三者に開示してはなりません。ただし、次の各号に該当する場合

はこの限りではありません。 

(1) 相手先から知得する以前にすでに所有していたもの。 

(2) 相手先から知得する以前にすでに公知のもの。 

(3) 相手先から知得した後に、自己の責によらない事由により公知とされた

もの。 

(4) 正当な権限を有する第三者から秘密保持の義務を伴わずに知得したも

の。 

(5) 開示された情報によることなく、独自に開発した情報 

 

本規約において「秘密情報」とは、本コンテンツおよび、本サービスにおいて開示された

情報のうち、メンバーが他のメンバーに対して有体物または電磁的記録などによって開示

される際に「秘」「秘密」「Confidential」またはその他機密である旨を明確に判別でき

る表示を付した提供者の固有情報、機密の情報並びに本規約および個別契約の締結の事実

および内容に関する情報（提供者の事業、計画、顧客、技術、製品などに関連する情報を

含む。）並びに当該情報の複製物および当該情報を利用して作成された改変物をいいます。

本コンテンツが口述などにより無体物として開示される場合には、開示の際に当該情報が

機密である旨を示し、かつ開示後 20営業日以内に当該機密情報を要約した書面または文書

を機密である旨が明確に判別できる表示を付したうえで提供することで、「秘密情報」と

みなされるものとします。 

 

本条の規定は、メンバーが本サービスの利用を終了した後も２年間有効に存続するものと

します。 

 

2.第三者提供の禁止 

利用条件に明示されない限り、メンバーは、次に掲げる者を除いて、提供者の事前の書面

による同意なく、秘密情報を第三者に開示してはなりません。 

1. メンバーが依頼した弁護士、公認会計士、弁理士その他法令上守秘義務を負

う職業専門家。 

2. メンバーが自身で第三者のクラウドサービス、API 管理サービス、データ可

視化サービス、機械学習サービスなどを使用するに際して、情報の機密性、

完全性、可用性ならびにサービスの透明性、安全性、信頼性が確保され、か

つ適切で適法な知的財産権およびプライバシーの保護が為されていると認め

られるサービス事業者のうち、メンバーが自身で利用契約を締結した事業



者。 

3. メンバーが本規約の履行に必要な範囲で開示する自身の関係会社など 

      

メンバーが秘密情報を第三者に開示する場合、メンバーは自己の責任において、本規約に

おける自身と同等の義務を当該第三者に負わせ、当該第三者の義務を連帯して保証するも

のとします。 

 

3.公権力などへの開示 

法令などにより強制執行可能な開示要請を行う権限を有する行政機関、裁判所などからの

命令、その他法令に基づき開示が義務付けられる場合には、メンバーは秘密情報を当該第

三者に開示することができるものとします。ただしメンバーは、法令などにより許容され

る限りにおいて、当該命令を受けた事実、および開示または提供の必要性を、遅滞なく本

コンテンツの権利管理者に通知しなければなりません。 

 

4.安全管理義務 

メンバーは、秘密情報について、善良なる管理者の注意義務をもって保管・管理するとと

もに、本規約、取引契約、ライセンス表示において許諾された利用目的にのみ使用するも

のとします。ただし、合理的に必要な程度を上回らないものとします。 

 

5.取扱者の指定 

クライアントが秘密情報を自身の役職員に使用させる場合には、事前に本サイトにメンバ

ー登録するか、書面で当該役職員の氏名、所属、連絡先などを他のメンバーに通知するも

のとします。また、メンバーは、秘密情報の取扱いを本サービスを直接に利用する役職員

に限り、その必要な範囲内でのみ使用させるものとし、当該役職員に対して本規約に基づ

く自身の義務と同などの義務を遵守させるものとします。 

 

6.代理人への委任 

クライアントは、当社から事前の書名（電磁的方法を含む。以下同じ）による同意を得た

場合、本サイトまたは本サービスの利用を当社または他のクライアントに委任し、または

代理させることができます。クライアントは、代理人（エージェント、ブローカー、パブ

リッシャー）となる者に本規約を遵守させなければなりません。代理人による本規約の違

反は、当該代理人に本サービスを利用させたクライアントによる本規約の違反を構成する

ものとします。 

 

 

7.事故の防止 

メンバーは、自身または他のメンバーが秘密情報の漏洩、流出、紛失、毀損、誤廃棄その



他の事象（以下「事故」という。）を起こすおそれがあると発見されたときは、遅滞なく

当社および当該メンバーにその旨を通知するものとします。当該通知を受けた者は、直ち

に是正に必要な措置を講じなければなりません。 

 

自身または他のメンバーの秘密情報に事故が生じたあるいはそのおそれがあると判明した

場合には、当該事故の当事者は、直ちに当社および当該秘密情報の提供者に通知するとと

もに、当該事故の重要性、緊急性が認められる場合は、次に掲げる対応の速やかな実施へ

の協力に努めるものとします。 

(1) 影響範囲の特定および被害の拡大防止 

(2) 影響を受けるおそれのある他のメンバー並びに本人への連絡 

(3) 被害の抑制および復旧措置の実施 

(4) 事実関係の調査および原因の究明 

(5) 当該事故の重要性および緊急性の評価 

(6) 再発防止策の検討および実施 

 

8.反社会的勢力の排除 

メンバーは、それぞれ他のメンバーに対し、次の各号の事項を保証し表明します。 

1. 自らもしくはその関係会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこ

れらに準ずる者またはその構成員（以下「反社会的勢力」という）ではない

こと。 

2. 自らの役員および従業員が反社会的勢力ではないこと。 

3. 自らまたは第三者を利用して、次の行為を行わないこと。 

• 相手方に対する脅迫的な言動または暴力を用いる行為 

• 偽計または威力を用いて相手方の業務を妨害し、または信用を毀損

する行為 

• 法的な責任を超えた不当な要求行為 

 

9.不可抗力 

天災地変などの不可抗力、戦争・暴動・内乱、法令の改廃・制定、公権力による命令処分、

ストライキその他の労働争議（メンバーの役職員によるものを除く）、輸送機関の事故、

機器・通信システムの故障・障害、その他当事者の責に帰さない事由により、本サービス

の全部または一部の履行遅滞、履行不能または不完全履行が生じた場合、当該メンバーは、

債務不履行の責任を負わないものとします。この場合、当該メンバーは速やかに他のメン

バーに報告し、その後の取扱いについて協議するものとします。 

 

10.禁止行為 

メンバーは、本サービスを利用する自己の役職員が、本サービスの利用に際して次の行為



を行わないことを誓約するとともに、当該役職員に当該行為を行わないことを遵守させる

義務を負うものとします。 

1. 第三者の特許、著作権、商標、企業秘密、著作者人格権もしくはその他の知的財

産権に対する侵害、悪用または違反のある情報を発信、アップロード、投稿、メ

ール、通信またはその他の方法で送信可能にすること 

2. 不法侵入、不正アクセスまたはその他の方法で、権利または許可のない土地、

Web サーバーまたはその他の場所への侵入を企図し、または実際に侵入すること 

3. 自己、他のメンバーまたは第三者が保有する端末、機器、コンピューター・シス

テム、アプリケーション、ネットワーク、コンテンツなど（以下「情報資産」と

いう。）に情報セキュリティ上の脆弱性、欠陥または過度な負荷、第三者の混

同、誤解または誤認の惹起、利用妨害、処理能力の超過その他の危害をもたらす

可能性のある情報など（ウイルス、ワーム、欠陥のあるプログラム、トロイの木

馬、不正なソフトウェアなどのマルウェア、改変、偽装または隠蔽された情報、

もしくは不鮮明、証跡不明、帰属不明確な情報などを含むがこれに限られない）

を作成、利用、送信、または当該情報へのリンクを設定すること、または第三者

に利用させること。 

4. 自己、他のメンバーまたは第三者が制御・管理する機能または権限を持つ情報資

産を、正当な権限の行使、同意の取得並びに手法の採用を経ずに利用し、または

情報資産に設置されたセキュリティ対策もしくは認証システムその他の情報保護

のための技術・対策などを回避、迂回、除去、無効化、毀損、解読、分解、突破

またはリバースエンジニアリング（逆コンパイル、逆アセンブルなどを含むがこ

れに限られない）することによって、当該情報資産を利用、改変、改竄、汚染す

ることまたは当該行為を企図すること、または当該行為を自己、他のメンバーま

たは第三者が実行または企図可能な状態にすること 

 

11.規約の変更 

当社は、単独の裁量で、いつでも本規約を変更する権利を留保します。当該変更は、公式

ウェブサイトに公表され、さかのぼって適用されることはなく、適用法令で要求される適

切な方法でクライアントへ通知された時点で効力が生じます。ただし、法令に基づく必須

の変更は、直ちに発効するものとします。 

 

クライアントが本規約の変更通知を受けた後も本サービスを継続して使用した場合は、本

規約の変更に同意したものとみなします。クライアントが本規約に従うことに同意しない

場合、当社の本サービスや、本サービスに含まれるコンテンツを利用できません。 

 

本規約の変更を行う場合、当社は、合理的な期間を設けたうえで、事前に書面（公式サイ

トへの掲示、電子メールその他の電磁的方法を含みます）によりクライアントに通知を行



うものとし、クライアントは、変更事項を確認するものとします。クライアントは、運営

会議において、当社に本規約の変更の中止を求めることができます。 

 

12.存続事項 

メンバーが本規約を解約されたときは、本サービスのメンバーとして当社または他のメン

バーから同意、許諾または付与された一切の権利を失い、義務を免れます。ただし、本条

および「Ⅲ コンテンツに関する規定」「Ⅴ 成果物」「Ⅵ 知的財産権」「免責および

補償」「個人の特定・識別の禁止」「第三者提供の禁止」の効力は存続します。また、

「秘密保持義務」の効力は同条第３項に定める期間の終了まで存続します。 

 

13.条項などの無効 

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法または無効であると判断さ

れた場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。  

 

14.信義則 

本規約の履行にあたっては、メンバーは信義に従い誠実にこれを行うものとし、本規約の

いずれかの条項に疑義を生じたとき、または本規約に定めのない事項などが生じたときは、

その都度、メンバーが協議のうえ妥当な解決を図るものとする。 

 

15.準拠法および管轄合意 

本規約は日本法に準拠し、日本法に基づき解釈されます。前条の規定にも関わらず解決で

きない場合には、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。 

 

16.正本 

本規約は、日本語を正文とし、本規約につき、参考のために他言語による翻訳文が作成さ

れた場合でも、日本語の正文のみが法的な効力を有し、他言語による翻訳文はいかなる効

力も有しないものとします。 

 

以上 

 

最終更新日 2021 年 4 月 23 日  



Appendix Ⅰ：用語説明 

1.本サービスで取り扱う情報 

情報：事実、事象、事物、過程、着想などの対象物に関して知り得たことであって、概念

を含み、一定の文脈中で特定の意味をもつものの総称を意味します。 

 

データ：情報の表現であって、伝達、解釈または処理に適するように形式化され、再度情

報として解釈できるものを意味します。なお、別段の定めがない限り、データとは次の定

義に該当する無体物、有体物または電磁的記録などであって、以下に例示する法令その他

の関連法などに規定のものを含むことがあります。 

 

・不正競争防止法（昭和９年法律第１４号、その後の改正および本法令に相当す

る海外の法令を含み、以下同じ）に定める営業秘密 

・知的財産基本法（平成１４年法律第１２２号、その後の改正および本法令に相

当する海外の法令を含み、以下同じ）に定める特許権、実用新案権、育成者権、

意匠権、著作権、商標権その他の権利または法律上保護される利益にかかる権利

の対象たる知的財産 

・個人情報保護法（「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年法律第５７号、

その後の改正および本法令に相当する海外の法令を含み、以下同じ）に定める個

人情報、個人に関する情報 

 

メタデータ：データを定義し、記述するデータを意味します。データの要約、データの説

明、データの概要、データの項目定義、データモデル、データタイプ、ライセンス表示な

どを含みます。 

 

ファイル（データセット、デジタルコンテンツ）: データおよびメタデータを使用可能な

形式で保存した最小単位の電磁的記録を意味します。メンバーはファイルを本サイトにア

ップロードし、本サイト上で自身または他のメンバーに利用させることができます。 

 

API（Application Programming Interface）：Application Programming Interface の略称

であって、コンピュータプログラムの開発者が、自身で開発したプログラムを第三者に利

用させるためのプログラム、開発文書、利用手順、ユーザーインターフェースなどを意味

します。メンバーが本サイトに API 形式でデータ製品を提供することで、他のメンバーは

本サイトを通じて継続的かつ自動的にデータを入手できるようになります。 

 

個人データ（パーソナルデータ）：識別された、または識別可能な自然人(以下「データ主

体」といいます。)に関するすべての情報を意味します。データ主体には当社の役職員、メ

ンバー、代理人、第三者などを含みます。当社はデータ主体の個人データを JDEX プライ



バシーポリシーに従って取り扱います。 

 

2.本サービスで取り扱うコンテンツ 

本コンテンツ：次に掲げる無体物、有体物または電磁的記録などであって、開示者および

開示方法に関わらず、本サービスで当社またはクライアントが他のクライアントに開示し

た一切の情報を意味します。ただし、当社の書面による明示的な合意がない限り、本サー

ビスの成果物は含まれません。 

 

クライアントのコンテンツ：本サイト上でクライアントが兼松または他のクライ

アントに開示したコンテンツを意味し、データリクエストおよび出品内容を含み

ます。 

 

データリクエスト：クライアントが本サービスを通じて取得を希望するデータ製

品の条件を意味します。 

 

出品内容：データ提供者が本サイト上に掲載するデータカタログおよびデータ製

品の総称を意味します。 

 

データカタログ：データ製品のメタデータのうち、本サイト内で開示されたもの

を意味します。概要情報、出品情報、サンプルまたは付属資料の一部を含むこと

があり、データ製品の製品本体、付属資料は含みません。 

 

概要情報（テーマ）：データ製品の内容、性質、状態を記述したテキストを意味

します。データ製品の本体、出品情報の全部は含みません。 

 

出品情報（オファリング）：概要情報に加え、データ製品の表示レベルとアクセ

ス、サンプル、図、ライセンス表示、価格を含みます。 

 

サンプル（データサンプル）：本サイトにアップロードされたデータ製品をもと

に本サイトのプログラムが生成する、またはクライアントがサンプルとして指定

するデータを意味します。サンプルにはデータ製品の一部が含まれ、原則として、

取引契約を締結していない他のクライアントにも開示されます。 

 

データ製品：データを加工して作られるデジタルコンテンツの総称を意味します。

データ製品は製品本体および付属資料で構成されます。メンバーが本サイトに出

品情報を掲載したファイルおよび API は、クライアントが出品したデータ製品と

して扱われます。 



 

付属資料：出品情報のうち、データ製品に添付または付属される文書を意味しま

す。付属資料は本サイトの外部に掲載され、または非公開である場合があります。

データ製品、概要情報、出品情報は含みませんが、それらの一部が付属資料に含

まれることがあります。 

 

中間作成物：データ、資料またはノウハウをもとに作成される一切の有体物また

は電磁的記録などであって、その一部または全部が成果物を構成することとなる

ものをいいます。 

 

ノウハウ：当社またはクライアントが本サービスを利用する過程で得た、または

他のクライアントに開示した業務上の視点、手法、技術などをいい、営業秘密に

相当することがあります。 

 

使用環境：クライアントが本サービスまたはデータ製品を利用するために用いる

ツール、プログラム、アルゴリズム、ソフトウェア、データベースその他の情報

技術などをいいます。 

 

成果物：クライアントが、本サービスの利用を通じ、中間作成物を用いて作成す

る有体物または電磁的記録などのうち、活動報告書に成果物として明記されたも

のをいいます。本サービスの利用に伴って得られた発明、考案、意匠、著作物、

ノウハウなどを含むことがあります。 

 

活動報告書：当社がクライアントへの納品対象に指定した著作をいいます。 

 

3.知的財産権 

知的財産権：次に掲げるものをいいます。 

(ア) 特許法（昭和３４年法律第１２１号）に規定する特許権、実用新案法（昭

和３４年法律第１２３号）に規定する実用新案権、意匠法（昭和３４年法律第１２５

号）に規定する意匠権、商標法（昭和３４年法律第１２７号）に規定する商標権に規

定する著作権および外国における上記各権利に相当する権利 

(イ) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法における実用新案登録を

受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録出

願により生じた権利および外国における上記各権利に相当する権利 

(ウ) 著作権法（昭和４５年法律第４８号）に規定する著作権並びに外国におけ

る上記権利に相当する権利 

(エ) 秘密として管理することが可能な生産方法、販売方法その他事業活動に有



用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものに関する権利

（以下「営業秘密」という。） 

 

知的財産権の対象：次に定める通りとします。 

• 発明：特許権の対象となるものを意味します。 

• 考案：実用新案権の対象となるものを意味します。 

• デザイン：意匠権の対象となるものを意味します。 

• 商標：商標権の対象となるものを意味します。 

• 著作：著作権の対象となるものを意味します。 

 

出願：特許権、実用新案権、商標権および意匠権並びに海外における上記各権利に相当す

る権利の申請、登録および出願（仮出願を含む。）をいいます。 

 

知的財産権の実施：特許法第２条第３項に定める行為、実用新案法第２条第３項に定める

行為、意匠法第２条第３項に定める行為、商標法第２条第３項に定める行為、著作物のあ

らゆる利用行為並びに営業秘密の使用をいいます。 

 

通常実施権：特許法、実用新案法および意匠法に規定する通常実施権、商標法に規定する

通常使用権、第１項第２号（イ）に規定する権利の対象となるもの、著作権およびノウハ

ウについて実施をする権利並びに外国における上記各権利に相当する権利をいう。 

独占的通常実施権：通常実施権のうち、当該権利を許諾する者は第三者に実施許諾ができ

ず、当該権利を許諾された者において独占的に実施および実施許諾できる権利とします。 

 

単独発明：個別活動に伴い、メンバーに所属する役職員が単独で得た発明などを「単独発

明」とし、単独発明に関する知的財産権であって、当該役職員または当該メンバーいずれ

かに単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」とします。 

 

共同発明：いずれか異なるメンバーに所属する複数の役職員が、個別活動に伴い、共同で

得られた発明などを「共同発明」とし、共同発明に関する知的財産権であって、共同発明

の当事者の少なくともいずれかが持分を有する知的財産権を「共有知的財産権」とします。 

      

本件知的財産権：単独知的財産権および共有知的財産権を「本件知的財産権」と総称しま

す。 

 

4.その他 

 

機密性：正当な権限を持つ限られた者のみが、情報を利用できること。 



可用性：必要に応じて随時、中断なく、情報を利用できること。 

完全性：情報が不正に変更または破壊されないこと。 

透明性：当該サービスに関する情報が公開されており、包括的で、入手しやすく、明確

で、理解しやすいこと。 

信頼性：当該サービスが、与えられた条件で、規定の期間中、要求された機能を果たすこ

とができること。 

安全性：当該サービスを利用することで生じる危害または損傷の可能性が、許容可能な水

準に抑えられていること。 

 

  



Appendix Ⅱ 

1.発明などの出願 

メンバーは、自己に所属する役職員が個別活動に伴い発明などを得た場合には、速やかに

当社および個別活動に参加するすべての他のメンバーに通知し、当該発明などに係る知的

財産権の持分および出願などの可否などについて協議するものとします。メンバーは、個

別活動の履行に伴い得られた発明などについて、それぞれの規則などにより、当該発明な

どを得た役職員から、当該発明などに関する知的財産権の承継を受けるものとします。ま

た、メンバーが、当該発明などを得た役職員から、当該発明などに関する知的財産権を承

継しないときは、当社にその旨を通知するものとします。 

 

2.知的財産権の帰属 

個別活動に参加するいずれかのメンバーによって、単独でまたは複数者により共同で得ら

れた発明などに関する知的財産権は、次に掲げる通りとします。 

 

1. 単独発明を得た役職員または、当該役職員から単独知的財産権の承継を受けたメ

ンバーの単独知的財産権は、当該権利者に単独で帰属するものとし、当該権利者

は、単独で、自己の判断に基づき、当該発明などに関する知的財産権の出願およ

び権利保全の手続きを行うことができます。ただし、かかる出願などの手続きに

先立ち、あらかじめ当社およびすべての他の当事者に対して、単独発明が当該権

利者に単独に帰属することの確認を得るものとします。この場合、出願などおよ

び権利保全の手続きに要する費用は、当該発明などに関する知的財産権の帰属す

る当事者が負担するものとします。 

2. 共同発明を得た役職員、メンバー、または共有知的財産権の継承を受けた者は、

共同発明に関する知的財産権を有する当事者間で持分を定める共同出願契約を別

途締結し、かかる共同出願契約に従って、共同して出願などを行うものとします。

個別活動に参加したメンバーが、他のメンバーから共同発明を得たことを通知さ

れ、自己または自己の指定する者が当該単独知的財産権を実施しないと判断する

場合には、速やかに当該他のメンバーに対して書面による通知を行うものとしま

す。 

3. 前項の規定は、外国における知的財産権の出願などおよび権利保全などについて

も適用されます。共有知的財産権の持分を有する当事者は、当該共有知的財産権

を外国において出願などを行うに当たり、その要否および対象国などについて協

議の上行うものとします。 

 

３.本件知的財産権の実施 

(1)契約の締結 

本件知的財産権の実施を希望する者（以下「実施希望者」といいます）は、原則として、



本件知的財産権の出願までに、本件知的財産権の取扱いに関する契約を締結するものとし

ます。実施希望者が本件知的財産権に関して独占実施を希望する場合、当該本件知的財産

権の持分を有する当事者と実施希望者は、本規約に従い、単独知的財産権に関する独占実

施契約（専用実施権設定契約を含む。）または共有知的財産権に関する共同出願契約を締

結するものとします。実施希望者が本件知的財産権に関して非独占実施を希望する場合、

当該本件知的財産権の持分を有する当事者と実施希望者は、本規約に従い、単独知的財産

権に関する非独占実施契約、または共有知的財産権に関する共同出願契約を締結するもの

とします。 

 

(2)優先交渉権 

実施希望者が、本件知的財産権に係る実施または実施許諾の形態を検討するために、当該

本件知的財産権に関する技術面や事業面などからの検証・評価に時間を要する場合、当該

本件知的財産権の実施および実施許諾に関する条件交渉を、他の権利当事者と独占的に行

うことができる期間（以下「優先交渉期間」といい、当該優先交渉期間中に実施希望者が

獲得する権利を以下「優先交渉権」という。）を、当該他の権利当事者と協議の上、設け

ることができるものとします。優先交渉期間中に発生する本件知的財産権に係る出願およ

び権利保全などに要する費用（以下「出願などの費用」という。）の一切は、実施希望者

が負担するものとします。 

 

優先交渉期間は出願日から 18ヶ月を上限として設けることができるものとし、共同出願契

約または優先交渉期間設定契約において定めるものとします。なお、発明などの内容など

を踏まえ、他の権利当事者と協議の上、優先交渉期間をあらかじめ延ばすことができるも

のとします。優先交渉期間中に、実施希望者が優先交渉期間の延長を希望する場合、延長

の申し出を行い、当社の同意を得た上で、書面にて優先交渉期間を延長するものとします。 

 

実施希望者は、優先交渉期間終了 3 ヶ月前までに、第 1 項に定める検証・評価の結果を他

の権利当事者に通知するものとし、他の権利当事者と実施希望者は、本規約に従い、優先

交渉期間終了後の本件知的財産権の実施および実施許諾に係る条件を決定するものとしま

す。実施希望者が優先交渉期間中に優先交渉権の放棄を希望する場合も同様とします。 

 

前項により決定した条件に基づき、実施希望者と他の権利当事者は、優先交渉期間終了後

の取扱いを定めた単独知的財産権に関する実施契約（以下「独占的通常実施権許諾契約、

非独占的通常実施権許諾契約または専用実施権設定契約」をいう。）、または共有知的財

産権に関する共有知的財産権取扱契約を、優先交渉期間内に締結するものとします。優先

交渉期間中に、実施希望者が本件知的財産権を活用し収入を得ようとする場合、その取扱

いにつき、あらかじめ当社と実施希望者が協議し決定するものとします。 

 



(3)実施希望者による非独占での実施 

実施希望者または実施希望者の指定する者が共有知的財産権を非独占的に実施することを

希望する場合には、実施希望者または実施希望者の指定する者は、別途、実施料の支払い

および出願などの費用の負担の有無、第三者に対する実施許諾の是非並びにその他の条件

について協議するものとします。 

 

(4)第三者に対する実施の許諾 

当社は、他の権利当事者からの求めがあった場合に限り、実施希望者または実施希望者の

指定する者が本件知的財産権に関する独占実施に係る契約を締結した場合にもかかわらず、

当該本件知的財産権を出願などした日の翌日から起算して、ライセンス契約に掲げる期間

（以下「実施目標期間」という。）以降において正当な理由なく実施しないときは、実施

希望者または実施希望者の指定する者の意見を聴取の上、実施希望者または実施希望者の

指定する者との間で締結している本件知的財産権に関する独占実施に係る契約を解除し、

実施希望者または実施希望者の指定する者以外の第三者に対し当該本件知的財産権の実施

を許諾することができるものとします。ただし、当該独占実施に係る契約の締結に当たり、

当社と実施希望者で協議の上、実施目標期間と異なる期間を定めることができるものとし

ます。 

 

当社は、実施希望者または実施希望者の指定する者に対し、他の権利当事者実施を許諾し

た場合であっても、当該実施を許諾したことが公共の利益を著しく損なうと認められると

きは、実施希望者に対し書面で通知を行い、実施希望者と協議を行うものとします。その

協議によってもなお事態が改善されない場合は、当社は、実施希望者または実施希望者の

指定する者への実施の許諾を解除した上、実施希望者または実施希望者の指定する者以外

の第三者に対し当該知的財産権の実施を許諾することができるものとします。 

 

実施希望者が本件知的財産権に関して非独占実施を希望する場合、他の権利当事者は、単

独知的財産権について自由に第三者に対し実施の許諾をすることができ、また、共有知的

財産権については当該共有知的財産権を出願などしたときから、当該共有知的財産権の持

分を有する他の当事者の書面による同意を得て第三者に対し実施の許諾をすることができ

るものとします。なお、当該他の当事者は正当な理由なく、かかる同意を拒んではならな

いものとします。 

 

4.実施料 

単独知的財産権を実施希望者または実施希望者の指定する者が実施しようとするときは、

実施希望者は別に実施契約で定める実施料を支払い、または実施希望者の指定する者をし

て支払わせなければなりません。 

 



共有知的財産権を実施希望者若しくは実施希望者の指定する者またはこれら両者が独占的

に実施しようとするときは、実施希望者は別に共同出願契約または共有知的財産権取扱契

約で定める実施料を他の権利者に支払い、または実施希望者の指定する者をして支払わせ

なければなりません。共有知的財産権を実施希望者または実施希望者の指定する者が非独

占的に実施しようとするときは、第 31条の協議の上、当該共有知的財産権の持分を有する

他の権利者に対する実施料の支払いについて決定するものとします。 

 

共有知的財産権を実施希望者または実施希望者の指定する者以外の第三者に実施許諾した

場合の実施料は、別途当該共有知的財産権の持分を有する当事者が協議の上定める実施許

諾に係る手数料を、当該共有知的財産権の権利者のうち実施許諾手続きをなした者が受領

し、その後の残金については当該共有知的財産権の持分に応じて、当該共有知的財産権の

権利者間で分配するものとします。 

 

5.出願などの費用 

クライアントは、共有知的財産権（外国における共有知的財産権を含む。）の出願などの

費用に関して、あらかじめ以下のとおり合意するものとします。 

 

• 優先交渉期間中、および実施希望者が共有知的財産権を独占的に実施しようとすると

きは、実施希望者は出願などの費用の一切を負担する。 

• 実施希望者が共有知的財産権を非独占的に実施しようとするときは、協議の上、出願

などの費用の負担割合について決定する。 

 

6.権利の行使 

メンバーは、共有知的財産権に係る自己の持分を当該共有知的財産権の持分を有する当事

者間で協議の上同意した者に限り譲渡できるものとします。メンバーは、他のメンバーか

ら事前に書面による同意を得ない限り、本規約により生ずる一切の権利義務の全部若しく

は一部を第三者に譲渡し、引き受けさせ、または担保に供してはなりません。 

 

本規約において許諾または共有される権利は、メンバーが自己の有する権利に限って行使

できるものであって、他のメンバーが有する権利に対して及ぶものではありません。また、

メンバーが本規約のいずれかの権利の行使または規定の執行を行わなかった場合でも、当

該行使または規定を行う権利を放棄したものとは見なされません。 

 

当該行使または規定を行う権利の放棄は、当該メンバーに所属し、且つ正当な権限を有す

る役職員による書面によって行われた場合にのみ、効力を生じるものとします。 

 

以上 


