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2019 年 2 月 

NBDC サイトポリシー 新旧対照表 

 

項目名 改定版 現行版 

適用範囲

について 

本サイトポリシーは、国立研究開発法人科学技術振

興機構バイオサイエンスデータベースセンター（以下、

「NBDC」といいます。）が運営・管理する、NBDC サイ

ト（biosciencedbc.jp）及びそのサブドメインのウェブ

サイト並びに PURL.jp（purl.jp/bio/）に適用しま

す。また、form.jst.go.jp 上に設置し、NBDC が管理

するフォームなど（以下、「フォーム」といいます。）にも

適用します（以下、本サイトポリシーを適用する Web

サイトを「本サイト」といいます）。 

 

 

個別規約

について 

本サイト内では複数の個別のサービスを提供していま

す。サービスごとに個別規約を定めている場合、かかる

サービスのご利用にあたっては、本サイトポリシーに加え

て、当該サービスの個別規約が適用されます。万一、

本サイトポリシーと個別規約との間で規定の内容が矛

盾する場合には、個別規約の内容が優先します。 

 本サイトの中には、個別のサービスが存在しており、

サービスごとに個別規約が定められている場合がありま

す。かかるサービスのご利用にあたっては、本サイトポリ

シーに加えて、当該サービスの個別規約が適用されま

す。万一、本サイトポリシーと個別規約との間で規定

の内容が矛盾する場合には、個別規約の内容が優

先します。 

本サイトの

目的 

本サイトに

ついて 

本サイトでは、NBDC が実施するライフサイエンスデータ

ベース統合推進事業のサービスや成果、並びに、当

該事業の前身であるバイオインフォマティクス推進セン

ター事業（BIRD）、文部科学省委託研究開発事

業「統合データベースプロジェクト」の成果を公開してい

ます。 

 

本サイトは、ライフサイエンスデータベース統合推進事

業を実施している、国立研究開発法人科学技術振

興機構バイオサイエンスデータベースセンター（以下、

「NBDC」といいます。）が運営・管理しています。 

本事業のサービスや成果、並びに、その前身であるバ

イオインフォマティクス推進センター事業（BIRD）、文

部科学省委託研究開発事業「統合データベースプロ

ジェクト」の成果を公開しています。 

リンクについ

て 

 本サイトへのリンクは、一部のリンク不可のコンテンツ

を除き、自由に行なっていただけます。 

 

（変更無し） 

著作権に

ついて 

 本サイト上のコンテンツには、国立研究開発法人科

学技術振興機構（以下、「JST」といいます。）または

第三者の保有する著作権があります。別途記載の有

無によって著作物の扱いが異なりますので、以下の場

合分けに従ってご利用ください。 

 

 本サイト上のコンテンツには、国立研究開発法人科

学技術振興機構（以下、「JST」といいます。）または

第三者の保有する著作権があります。ただし、別途記

載の有無によって著作物の扱いが異なりますので、以

下の場合分けに従ってご利用ください。 

 
 ● 別途記載のある場合 

 これらの著作物の利用については、それぞれのサイト

上に記載された利用条件または利用規約を遵守して

ください。 

（変更無し） 
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項目名 改定版 現行版 

（利用条件等の例：クリエイティブ・コモンズ・ライセン

ス） 

 
 ● 別途記載のない場合 

 主に教育、広報、情報提供などの目的や法律で明

示的に認められる範囲において自由に使用することが

できます。この場合には、使用するドキュメント及び画

像データなどにクレジットをいれていただくようお願いいた

します。 

（クレジット記入例：「提供：国立研究開発法人科

学技術振興機構」「©Japan Science & Technolog

y Agency」など） 

 ただし、商業目的で使用される場合は、事前承認

が必要となりますのでお問い合わせ・ご意見・ご要望フ

ォームにてご連絡下さい。 

● 別途記載のない場合 

 主に教育、広報、情報提供などの目的や法律で明

示的に認められる範囲において自由に使用することが

できます。この場合には、使用するドキュメント及び画

像データなどにクレジットをいれていただくようお願いいた

します。 

（クレジット記入例：「提供：科学技術振興機構(J

ST)」「Courtesy of JST」「cJST」など） 

 

 ただし、商業目的で使用される場合は、事前承認

が必要となりますので次のアドレスまでご連絡ください。 

  国立研究開発法人科学技術振興機構 バイオサ

イエンスデータベースセンター 

  Tel：03-5214-8491 Fax：03-5214-8470 

  電子メール：nbdc-kikaku@jst.go.jp 

 

禁止事項 1. 本サイト上のいかなるサービスまたは情報の利用に

際しても、以下の事項を行うことを禁止します。 

1.JST または第三者の知的所有権、プライバシー

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 

2.犯罪行為、もしくは犯罪に結びつく恐れのある

行為 

3.公序良俗に違反する行為 

4.法令に違反する、または違反するおそれのある

行為 

5.不正アクセス、大量の情報送信など、本サイト

上のサービス（以下、「本サービス」といいま

す。）や本サイトの運営に支障を与える行為 

6.ウイルスを含むファイル、汚染ファイルその他、第

三者のコンピュータの機能に損害を与えるような

ファイルまたはウェブサイトへのリンクを保存または

頒布する行為 

 

（変更無し） 

 2. 以上の行為を行ったと JST が判断した場合、JST

は事前にユーザーに何らの通知を行うことなく、当該ユ

ーザーの本サイトまたは本サービスの利用停止および

当該ユーザーのアカウントの停止、当該ユーザーが本

サービスで保存中のデータの削除を行うことができ、JST

（変更無し） 

https://form.jst.go.jp/enquetes/contact_nbdc
https://form.jst.go.jp/enquetes/contact_nbdc
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項目名 改定版 現行版 

はこれらの措置によってユーザーに発生したいかなる損

害についても責任を負わないものとします。 

 
 3. ユーザーが以上の行為を行ったことに起因して、JST

または第三者が何らかの損害を被った場合、当該ユー

ザーは JST 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。なお、この規定は、JSTがユーザー

の登録した情報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。 

 

（変更無し） 

免責事項 1.ユーザーは本サイトの各コンテンツまたはそこに含まれ

る情報を、ユーザーご自身の判断と責任において利用

していただくものとします。 

 

（変更無し） 

 2.各コンテンツは作成時点までの信頼できると思われ

る各種情報、データに基づいて作成されていますが、そ

の正確性、相当性、完全性などに対して JST及び情

報提供者はなんら保証するものではありません。 

 

（変更無し） 

 3.本サイトまたはそのいかなるサービスの利用、または

本サイト上の情報の利用などに基づいて被ったとされる

いかなる損害についても JST及び情報提供者は責任

を負いません。 

 

（変更無し） 

 4.本サイトからは他のウェブサイトなどへリンクをしている

場合があります。移動したリンク先のホームページは JS

T が管理運営するものではありません。その内容の信

頼性などについて JST 及び情報提供者は責任を負い

ませんので、ユーザーご自身の判断と責任においてご

利用ください。 

 

（変更無し） 

 5.JST は、保守、更新等の場合、不可抗力による場

合、その他必要のある場合には、本サイトの運営を一

時的に停止または中断できるものとします。また、JST

がやむを得ないと判断した場合には、ユーザーに対し

事前に本サイト上で通知することにより、本サイト上の

全部または一部のサービスを終了することができるもの

とします。 

 

（変更無し） 

 6.JST は、本サービスの一時停止、中断、不具合、故

障、または終了に起因して生じた一切の損害、および

サービス内に保存された情報の棄損・消失その他一

切の損害について、ユーザーに対し、何らの責任を負

わないものとします。 

 

（変更無し） 
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項目名 改定版 現行版 

 7.ユーザーは、本サイトポリシーの違反、個別規約の

違反またはユーザーが本サービスに登録した情報に起

因して、他のユーザーその他の第三者からクレームを受

け、または第三者に対してクレーム等が発生した場合

には、自己の責任と費用で、これらのクレームおよび紛

争を解決するものとします。JST はかかるクレームおよび

紛争について、何らの責任を負いません。 

 

（変更無し） 

個人情報 1.情報の取得 

JSTでは、本サイトにアクセスされたユーザーの IP ア

ドレス、クッキー情報やユーザーがご覧になったページ、

ユーザーのご利用環境などの情報（以下、「アクセス

情報」といいます。）をユーザーのブラウザから自動的

に受け取り、JST が管理する日本国内のサーバーに記

録します。 

また、メールマガジンの登録を受け付ける場合は、メ

ールアドレスを登録する必要があります。フォームを用い

てご意見、お問合せの受付を行う場合やイベントへの

参加登録を受け付ける場合は、氏名、所属、職業・

職位及びメールアドレス等について登録をお願いするこ

とがあります。 

なお、JST では、業務上の必要により「独立行政法

人等の保有する個人情報の保護に関する法律」及び

その他の法令（以下、「個人情報保護法等」といいま

す。）に定められた個人情報（以下、「個人情報」と

いいます。）を取り扱う場合には、これを適正な手段

により取得します。 

なお、JST は、本サイトにおいて Google 社が提供す

る Web アクセス解析ツール（以下「Google アナリティ

クス」という。）を使用している場合があります。この

際、アクセス情報が Google に収集される可能性があ

ります。Google アナリティクスでデータが収集、処理さ

れる仕組みについては、以下を参照してください。 

GOOGLE のサービスを使用するサイトやアプリから

収集した情報の GOOGLE による使用 

https://policies.google.com/technologies/part
ner-sites 

 

1.情報の取得 

JSTでは、本サイトにアクセスされたユーザーの IP ア

ドレス、クッキー情報やユーザーがご覧になったページ、

ユーザーのご利用環境などの情報（以下、「アクセス

情報」といいます。）をユーザーのブラウザから自動的

に受け取り、サーバーに記録します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 なお、JST では、業務上の必要により「独立行政

法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」

及びその他の法令（以下、「個人情報保護法等」と

いいます。）に定められた個人情報（以下、「個人情

報」といいます。）を取り扱う場合には、これを適正な

手段により取得します。 

 なお、JST は、本サイトにおいて Google 社が提供

するWeb アクセス解析ツール（以下「Google アナリ

ティクス」という。）を使用しています。この際、アクセス

情報が Google に収集される可能性があります。Goog

le アナリティクスでデータが収集、処理される仕組みに

ついては、以下を参照してください。 

 ユーザーが Google パートナーのサイトやアプリを

使用する際の Google によるデータ使用 

 https://www.google.com/intl/ja/policies/pri
vacy/partners/ 
 

 2.情報の利用目的 

 JST は、取得した情報を、以下の目的で利用しま

す。なお、取得した情報が個人情報である場合には、

個人情報保護法等により認められる事由がある場合

を除き、ご本人の同意がない限り、この範囲を超えて

個人情報を利用することはありません。 

（変更無し） 
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項目名 改定版 現行版 

・NBDC によるサービスの提供およびサービス内容の

向上のため 

・NBDC の情報提供元などに、どのような情報、サー

ビスなどを掲載または提供していただくことが効果

的であるかを分析して提供するために、ユーザー属

性に関する情報を分析したり、分析のためのアン

ケートの対象の抽出を行ったりするなどして利用す

る場合があります。なお、個人が特定されるような

情報が分析結果に含まれることはありません。 

・研究会、講演、セミナー、その他の催し物等のご

案内 

・ユーザーからのお問い合せへの対応 

・その他、上記の利用目的に付随する目的 

 Google 社によるアクセス情報の利用については、

1.に示した Google社のWebページを参照してくださ

い。 
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項目名 改定版 現行版 

 3.クッキー情報の利用停止・制限について 

多くのウェブ・ブラウザでは、ウェブサイト別にあるいは

全ウェブサイトを対象として、ユーザー自身によってクッ

キー情報の利用の停止や制限を行うことができます。

主なウェブ・ブラウザの設定方法は以下のウェブページ

をご参照下さい。 

ただし、クッキーを停止・制限した場合、個別サービ

スの機能の一部もしくは全部を正常に利用できなくな

る可能性があります。 

名称 URL 

Google Chr
ome 

https://support.google.com/chr
ome/answer/95647 

Firefox https://support.mozilla.org/ja/
kb/block-websites-storing-site-
preferences 

Internet E
xplorer 

https://support.microsoft.com/
ja-jp/help/17442/windows-int
ernet-explorer-delete-manage-c
ookies 

Edge https://privacy.microsoft.com/j
a-jp/windows-10-microsoft-edg
e-and-privacy 

Safari https://support.apple.com/ja-j
p/guide/safari/sfri11471/mac 

mobile Saf
ari 

https://support.apple.com/ja-j
p/HT201265 

 

また、Google アナリティクスについては、以下のアドオ

ンをウェブ・ブラウザにインストールすることによってもデー

タの使用を無効にすることができます。 

Google アナリティクス オプトアウト アドオン ダウン

ロードページ 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout 
 

（新規） 

 4.情報の第三者提供 

JST は、以下の場合を除き、個人情報の第三者提

供は行いません。 

1.ユーザーご本人の同意がある場合。 

2.統計的なデータなどユーザーご本人を識別す

ることができない状態で開示・提供する場合。 

3.法令又は裁判所、行政機関等の法令に基づ

く判決、決定、命令等により開示を求められた

場合。 

4.人の生命、身体又は財産の保護のために必

要な場合であって、ユーザーの同意を得ること

が困難であるとき。 

3.情報の第三者提供 

 JST は、以下の場合を除き、個人情報の第三者

提供は行いません。 

1.ユーザーご本人の同意がある場合。 

2.統計的なデータなどユーザーご本人を識別する

ことができない状態で開示・提供する場合。 

3.法令又は裁判所、行政機関等の法令に基づ

く判決、決定、命令等により開示を求められ

た場合。 

4.人の生命、身体又は財産の保護のために必

要な場合であって、ユーザーの同意を得ること

が困難であるとき。 
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項目名 改定版 現行版 

5.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の

推進のために特に必要がある場合であってユー

ザーの同意を得ることが困難であるとき。 

6.国の機関若しくは地方公共団体又はその委

託を受けた者が法令の定める事務を遂行する

ことに対して協力する必要がある場合であっ

て、ユーザーの同意を得ることにより当該事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 なお、ユーザーの利便性向上及び円滑なサービス実

施のため、本サイトへのアクセス情報及び電話、メー

ル、フォームなどを通じて送信された情報を、共同研究

開発を実施している大学共同利用機関法人情報・

システム研究機構 データサイエンス共同利用基盤施

設 ライフサイエンス統合データベースセンター（DBCL

S）に提供することがあります。 

 

5.公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の

推進のために特に必要がある場合であってユ

ーザーの同意を得ることが困難であるとき。 

6.国の機関若しくは地方公共団体又はその委

託を受けた者が法令の定める事務を遂行す

ることに対して協力する必要がある場合であっ

て、ユーザーの同意を得ることにより当該事務

の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

 なお、利用者の利便性向上及び円滑なサービス実

施のため、本サイトへのアクセス情報及び support@b

iosciencedbc.jp に送信された情報を文部科学省委

託研究開発事業「統合データベースプロジェクト」の中

核機関であった大学共同利用機関法人情報・システ

ム研究機構ライフサイエンス統合データベースセンター

に提供することがあります。 

 5.個人情報の安全管理 

JST は、ユーザー各位から提供された個人を特定で

きる内容の情報については、合理的なセキュリティ手

段を用いて、その紛失・漏洩防止、悪用防止、改竄

防止および破壊防止に努めています。また、従業員の

教育を通じて、個人情報を適切に管理し、個人情報

の漏えい、滅失、毀損等に対する予防措置を講じま

す。しかしながら、絶対的なセキュリティを保障すること

は不可能ですので、その点をご了承願います。 

4.個人情報の安全管理 

 JST は、利用者各位から提供された個人を特定

できる内容の情報については、合理的なセキュリティ手

段を用いて、その紛失・漏洩防止、悪用防止、改竄

防止および破壊防止に努めています。また、従業員の

教育を通じて、個人情報を適切に管理し、個人情報

の漏えい、滅失、毀損等に対する予防措置を講じま

す。しかしながら、絶対的なセキュリティを保障すること

は不可能ですので、その点をご了承願います。 

 
 6.個人情報の利用目的の通知、開示、訂正、利用

停止等の求め 

JST は、個人情報について、開示、訂正・追加・削

除、利用停止・消去、第三者提供の停止または利用

目的の通知にかかるユーザーご本人からのお申出があ

った場合には、お申出頂いた方がご本人であることを

確認のうえ、個人情報保護法等の定めに従い、誠実

かつ速やかに対応します。 

 なお、お申出が個人情報保護法等の定める要件

を充たさない場合、または、個人情報保護法等によ

り、開示等を拒絶することが認められる事由がある場

合には、お申出に添えないことがございます。 

 また、開示等の求めに対してユーザーから JST にお

支払い頂く手数料等は JSTの規程に基づきます。さら

に、ユーザーから JST宛の通信費、交通費及び本号

第１文に定める本人確認の際にユーザー側で資料等

（変更無し） 
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のご準備を行って頂く際に発生する費用等につきまし

ても、ユーザーのご負担とさせていただきます。 

 
 7.お問い合せ窓口 

開示等のお申出、ご意見、ご質問、苦情、その他

個人情報の取扱いに関するお問い合せの窓口は以

下の通りです。 

<お問い合せ窓口> 

国立研究開発法人科学技術振興機構 バイオサ

イエンスデータベースセンター 

Tel：03-5214-8491 

e-Mail：nbdc-kikaku@jst.go.jp 

6.お問い合せ窓口 

 開示等のお申出、ご意見、ご質問、苦情、その他個

人情報の取扱いに関するお問い合せの窓口は以下の

通りです。 

 

  国立研究開発法人科学技術振興機構 バイオサ

イエンスデータベースセンター 

  Tel：03-5214-8491 Fax：03-5214-8470 

  電子メール：nbdc-kikaku@jst.go.jp 

本サイトの

移管 

JST は、本サイト運営の予算状況の変更その他の

事情により本サービスの運営を第三者に移管する場

合、JSTは本サービスの移管を本サイトにおいて告知

するものとし、その後ユーザーが初めて本サービスを利

用した時点、または JST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、ユーザーは本サ

ービスの移管およびそれに伴う権利義務の承継に同

意したものとみなします。 

 

（変更無し） 

その他一

般規定 

1.本サイトポリシーまたは個別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

場合にも、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。また無効または執行不能とさ

れた規定は、有効かつ執行可能な規定となるのに必

要最低限の程度において自動的に修正されるものとし

ます。 

 

（変更無し） 

 2.本サイトポリシーに関する準拠法は日本国法としま

す。また、万一、JST とユーザーとの間で本サイトに関

連して生じた紛争をやむを得ず訴訟で解決する必要

に迫られた場合には、東京地方裁判所を第一審の専

属的合意管轄裁判所とするものとします。 

 

（変更無し） 

継続的改

善 

JST は、個人情報の取扱いや本サイトの運用状況

を適宜見直し、継続的な改善に努めるものとし、必要

に応じて、サイトポリシーを変更することがあります。その

場合、JST は事前に本サイト上で事前に合理的期間

の告知を経た上、新ポリシーの施行日以後本ウェブサ

イトをご利用になるユーザーに対してこれを適用するも

のとします。 

 

（変更無し） 

 


