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Asuka Academy 利用規約

第１条

（規約の適用）

この規約は、特定非営利活動法人 Asuka Academy（以下「当 NPO」といいます。）がインターネット上
で提供する Asuka Academy のサービス（以下「本サービス」といいます。）を、会員が利用するに際し、
その利用についての一切に適用されます。
2.以下に定める当 NPO の行為、権利・義務の行使については、株式会社ネットラーニングホールディン
グスおよび株式会社ネットラーニングにその一部を代行・代理させることがあります。
3.本サービスの会員は、当 NPO システム上の本規約掲載画面の「同意して登録画面へ」ボタンをクリ

ックすること、または当 NPO が指定するその他の方法で本規約の内容への同意を表明することによ
り本規約の内容を承諾しているものとみなされます。

第２条

（用語の定義）

本規約における用語を次のように定義します。
会員

本規約に同意したうえで本サービスへの利用を申し込み、当 NPO がこれを承認した者。

会員申込者

本サービスの会員となることを希望する者。

会員登録情報

会員登録時に会員申込者が会員登録フォームに入力した情報。

利用者情報

当 NPO が取得する会員登録情報（会員登録時にご提供いただく情報）、投稿情報（講

座受講期間中に登録いただく情報）、集計情報（会員登録情報および投稿情報から集計される情報）、行動
履歴（利用者が本サービスを利用するにあたり自動的に収集される情報）、その他の会員の個人情報の総
称。
講座（コース）

本サービスで提供される、世界各国のオープンコースウェアやオープンな教育資源を

元としたオンライン講座。
受講登録

会員が受講を希望する講座（コース）への受講申込。

講座受講者

特定の講座を受講登録している会員。

掲示板（ディスカッション）
コンテンツ

本サービスにて提供される、講座受講者が投稿可能な掲示板。

本サービスを構成するシステム、ウェブサーバ上の全ての情報およびソフトウェア。

（本サービスにて提供される、講座を構成するすべてのテキスト、画像、動画、および会員または講座受
講者による投稿情報での発言等の情報を含む）
投稿情報

掲示板（ディスカッション）への投稿、課題への回答およびコメント、相互採点におけ

る採点内容およびコメント、その他講座において講座受講者が提出した提出物等。
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第３条

（会員への通知）

当 NPO は、インターネット上または当 NPO が適当と判断する方法により会員に対し随時本規約に関わ
る必要な事項を通知、または照会できる状態におきます。
2.前項の通知は、当 NPO が当該通知を前項の規定で行った時点より効力を発するものとします。
3.当 NPO が会員に対して行った通知はこの規約の一部を構成します。

第４条

（規約の変更）

当 NPO は会員の了承を得ることなく本規約を変更することがあります。この場合、本サービスの利用条
件は変更後の規約によります。
2.変更後の規約は、前条の規定により会員へ通知するものとし、別段の会員からの異議申し立てがない限
り通知日をもって会員が同通知の内容に同意したものとみなします。

第５条

（規約の範囲）

当 NPO が別途定める個別サービス規定または追加規定を行った場合、当該規定は本規約の一部を構成し
ます。
2.本規約と個別サービス規定および追加規定が異なる場合には、個別サービス規定および追加規定が優先
するものとします。

第６条

（会員登録）

会員申込者は、「会員登録」画面において会員登録の手続をするものとします。ただし、会員申込者は、
本規約の内容を理解して本規約に同意し、かつ、当該申込時点の真正な情報を当 NPO に提供するものと
します。
2.会員申込者は、本人が当事者として申込むものとします。
3.会員申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかの場合、本人が申込むこと
ができますが、事前に法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意を得ていることが必要です。
4.当 NPO が、会員申込者の申込内容を確認後、これを承諾した時点をもって会員申込者は、会員となり、
会員限定サービスを利用することができます。なお、「会員登録」画面において「登録を完了しました」
と画面に表示されたことをもって、会員申込者への承諾の通知とみなします。
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5.当 NPO は、会員申込者が次のいずれかに該当する場合には、会員申込の承諾を取り消すことができる
ものとします。なお、当 NPO の判断した内容について当該会員申込者に開示する義務は負わないものと
します。
(1)利用申込者が既に会員になっている場合。
(2)利用申込者が過去に本規約の違反を行っている場合。
(3)利用申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記入または記入漏れがあった場合。
(4)利用申込者が未成年者、成年被後見人、被保佐人または被補助人のいずれかであり、利用申込の際に
法定代理人、後見人、保佐人もしくは補助人の同意を得ていなかった場合。
(5)その他利用申込者を当 NPO が不適当と認めた場合。

第７条

（ＩＤおよびパスワード）

当 NPO は、会員申込者の申込内容を承諾し、会員としての登録が完了した後、会員に対して本サービス
を受けるためのＩＤ（以下「ＩＤ」といいます。）とパスワードを発行します。ID とパスワードは、本サ
ービスへのログイン時に使用します。また、ＩＤの利用は、会員本人に限るものとします。

第８条

（ＩＤおよびパスワードの管理責任）

会員は、自己のＩＤおよびパスワードの使用および管理について一切の責任を負うものとします。
2.当 NPO は、会員のＩＤおよびパスワードが第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害につ
いて、当該会員の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。
3.会員は、ＩＤまたはパスワードが盗まれたり、第三者に使用されたりしていることを知った場合には、
直ちに当 NPO に申し出るものとし当 NPO の指示に従うものとします。

第９条

（譲渡禁止等）

会員は、会員として有する権利を第三者に譲渡、売買、名義変更、質権の設定その他の担保に供する等の
行為はできないものとします。

第１０条

（変更の届出）

会員は、当 NPO への届出内容に変更があった場合、速やかに当 NPO 所定の方法で変更の届出をするも
のとします。
2.前項の届出がなかったことにより会員が不利益を被った場合、当 NPO は一切その責任を負いません。

-3-

Asuka Academy 利用規約
第１１条

（設備等）

会員は、本サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要とな
る全ての設備を自己の費用と責任において準備するものとします。また、自己の費用と責任でインターネ
ットにより本サービスに接続するものとします。
第１２条

（提供サービス）

当 NPO は、会員に対しインターネットを通じて世界各国のオープンコースウェアなどを元としたさまざ
まな講座（コース）を受講できるプラットフォームサービスを提供します。
2.会員は、本サービスを通じて、講座（コース）コンテンツの視聴・閲覧、テストの解答、課題への回答、
掲示板（ディスカッション）への参加等により、受講登録した講座（コース）を受講することができます。

第１３条

（講座の受講）

会員は、受講登録期間中の講座（コース）について、申込ボタンをクリックすることにより受講登録する
ことができます。
2.前項の受講登録により、会員は自身の利用者情報について、別途定める Asuka Academy プライバシー
ポリシーの利用目的の範囲において、当 NPO が、その一部または全部を、当 NPO が別途定める者へ提
供することに同意するものとします。
3 会員は、受講停止中においても、自身の利用者情報について、別途定める Asuka Academy プライバシ
ーポリシーの利用目的の範囲において、当 NPO および当 NPO が別途定める者が利用することに同意す
るものとします。

第１４条

（講座の中止、変更）

当 NPO は、開講中、募集中、もしくは準備中の講座について、その一部または全部の提供を中止または
変更する場合があり、会員はあらかじめこれに同意するものとします。

第１５条

（使用範囲）

会員は、私的使用の範囲でのみコンテンツを使用することができます。
2. 会員は、第三者に対し本サービスの再使用権の設定、頒布、販売、譲渡、貸与を行ってはならないも
のとします。
3.会員は、前各項に違反する行為を第三者にさせてはならないものとします。
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第１６条

（自己責任の原則）

会員は、自己のＩＤおよびパスワードにより本サービスを利用してなされた一切の行為およびその結果
について当該行為を自己がしたか否かを問わず責任を負います。
2.投稿情報に関する責任は会員自身にあります。
3.会員は、投稿情報について、当 NPO に保存義務がないことを認識し、必要な投稿情報については、会
員自身の責任において適宜バックアップをとるものとします。
4.会員は、会員が投稿情報によって、他人の名誉を毀損した場合、プライバシー権を侵害した場合、許諾
なく第三者の個人情報を開示した場合、著作権法（昭和 45 年法律第 48 号）に違反する行為を行った場
合、その他、他人の権利を侵害した場合など、本サービスの利用に伴い第三者からの問合せ、クレーム等
が通知された場合は自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
5.会員は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該第三者に対し直接その
旨を通知するものとし、その結果については自己の責任と費用をもって処理解決するものとします。
6.会員は、本サービスの利用により当 NPO または第三者に対して損害を与えた場合、自己の責任と費用
をもって損害を賠償するものとし、当 NPO には一切の損害を与えないものとします。

第１７条

（その他の禁止事項）

会員は、本サービス上で以下の行為を行わないものとします。
(1)ＩＤおよびパスワードを不正に使用する行為。
(2)本サービスを通じて、または本サービスに関連してコンピュータウィルス等の有害なプログラムを使
用もしくは提供する行為。
(3)次に挙げるようなスパム行為。
◇本サービス内の投稿可能な箇所に、同一または類似の文章を連続して投稿する行為。
◇本サービス内の投稿可能な箇所に、当該箇所と無関係若しくは関連性の希薄な語句を複数羅列し、ま
たは著しく長い文章若しくは大量の語句を投稿する行為。
◇本サービス内の投稿可能な箇所に、同一の URL を連続して投稿する行為。
(4)第 26 条（知的財産権）の規定に反する行為。
(5)第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。
(6)第三者を差別もしくは誹謗中傷しまたは第三者の名誉もしくは信用を毀損する行為。
(7)犯罪的行為または犯罪的行為に結び付く行為、もしくはそのおそれのある行為。
(8)性風俗、宗教、政治、営業に関する活動。
(9)上記各号の他、法令、本規約もしくは公序良俗に違反（売春、暴力、残虐等）する行為、本サービスの
運営を妨害する行為、当 NPO の信用を毀損、もしくは財産を侵害する行為、または当 NPO に不利益を
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与える行為。
(10)上記各号のいずれかに該当する行為を助長する行為。
(11)その他、当 NPO が不適切と認める行為。

第１８条

（会員資格の中断・取り消し）

当 NPO は、会員が以下の項目のいずれかに該当した場合、事前に通知することなく直ちに本サービスの
利用停止、会員資格の抹消、会員情報の一部または全部の削除、および公開範囲の変更等の措置を執るこ
とができるものとします。
(1)本規約に違反しまたは過去に違反した履歴のあることが判明した場合
(2)第 6 条第 3 項に定める法定代理人、後見人、保佐人または補助人の同意を得ていないことが判明した
場合
(3)会員登録情報の内容に虚偽、誤記または記載漏れがあることが判明した場合
(4)手段の如何を問わず、本サービスの運営を妨害したと当 NPO が判断した場合
(5)第 15 条（使用範囲）、第 17 条（その他の禁止事項）、第 26 条（知的財産権）の規定に反する行為を行
った場合
(6)その他当 NPO が、会員として相応しくないと判断した場合
2.当 NPO は、前項の措置を取ったことにより当該会員が本サービスを利用できず、これにより損害が発
生したとしてもいかなる責任も負わないものとします。

第１９条

（損害賠償）

会員は、本規約および法令の定めに違反したことにより当 NPO を含む第三者に損害を及ぼした場合、当
該損害を賠償する責任を負うものとし、当 NPO を含む第三者を免責しなければならないものとします。

第２０条

（個人情報）

会員が本サービスを利用することを通じて、当 NPO が取得した利用者情報は、第 13 条 2 項および 3 項、
および別途定める Asuka Academy プライバシーポリシーに従い取り扱うものとします。本規約とプラ
イバシーポリシーの内容が異なる場合は、Asuka Academy プライバシーポリシーの内容が優先して適用
されるものとします。

第２１条

（サービス条件）

当 NPO は、本サービスの運営に関し本サービスの利用を監視し、必要と認める場合、自己の裁量におい
て本サービスへのアクセスを制限することができます。
2.当 NPO は、本サービスの提供において当 NPO が不適切と判断した投稿情報を、投稿した会員の承諾
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を得ることなく削除することがあります。

第２２条

（サービスの中止、変更）

当 NPO は、会員への事前の通知なくして本サービスの全部または一部の提供を中止または変更すること
があります。また、本サービスの名称を変更することがあります。会員はあらかじめこれに同意するもの
とします。

第２３条

（サービスの一時的な中断）

当 NPO は、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく一時的に本サービ
スを中断することがあります。
(1)インターネット上に不具合が発生し、インターネットの利用ができなくなった場合。
(2)当 NPO が本サービスにおけるインターネット接続を委託している、インターネット接続サービス事
業者が保有する通信設備等に不具合が発生し、インターネットの利用ができなくなった場合。
(3)本サービス用設備等の保守を定期的または緊急に行う場合。なお、保守を定期的に行う場合は、会員
に対し１ヶ月以上前までに通知します。
(4)火災、停電等により本サービスの提供ができなくなった場合。
(5)地震、噴火、洪水、津波等の天災により本サービスの提供ができなくなった場合。
(6)戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等により本サービスの提供ができなくなった場合。
(7)その他、運用上または技術上当 NPO が本サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
2.当 NPO は、前項各号のいずれかまたはその他の事由により本サービスの提供の遅延または中断等が発
生したとしても、これに起因する会員または第三者が被った損害について一切責任を負わないものとし
ます。

第２４条

（免責）

本サービスの内容は、当 NPO がその時点で提供可能なものとします。
2.当 NPO は、本サービスの利用により発生した会員の損害（第三者との間で生じたトラブルに起因する
損害を含みます。）、または第三者の損害に対しいかなる責任も負わないものとし損害賠償義務を一切負
わないものとします。
3.当 NPO は、本サービスへのアクセス制限、本サービスの中止・中断などの発生により、本サービスを
利用できなかったことにより発生した会員または第三者が被ったいかなる損害について理由を問わずい
かなる責任も負わないものとし、損害賠償義務を一切負わないものとします。
4. 会員は、本サービスの利用に関連して、第三者に損害を与えた場合または第三者との間に紛争を生じ
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た場合、自己の費用と責任において、かかる損害を賠償またはかかる紛争を解決するものとし、当 NPO
には一切の損害を与えないものとします。

第２５条

（協議)

本サービスに関連して会員と当 NPO との間で紛争が生じた場合には、当該当事者がともに誠意をもって
協議するものとします。

第２６条

（知的財産権)

本サービスに関連するすべてのテキスト、グラフィック、画像、映像、音楽、サウンド、ロゴ、ボタンア
イコン、発言、アイテム、リソース、ソフトウェアなど一切の著作物に関する著作権その他の知的財産権
は、当 NPO、元となる講座を提供している世界各国の教育機関、または当該著作物の著作者等の第三者
に帰属するものです。会員は、本規約および別途定める個別規約等で認められる範囲ならびにクリエイテ
ィブ・コモンズライセンス、著作権法等の法令で認められた範囲を超えて利用することはできません。
2.本サービスに関連する一切の商標、サービスマーク、ロゴ、またはサービス機能の名称等は、当 NPO
または第三者の商標または登録商標です。会員は、これらを無断で使用することはできません。
3.会員の投稿情報についての著作権は当該会員に帰属するものとします。ただし、会員は、対価の請求を
することなく、当 NPO が、本サービスの提供を含む事業運営上その他必要な範囲で、全世界において、
投稿情報を複製する権利、公衆送信する権利、編集する権利、改変する権利、翻案・翻訳する権利および
その他の使用又は利用するために必要な権利を当 NPO に対して無償で許諾するものとします。なお、当
該権利の許諾は、利用資格が抹消された後においても、有効に存続するものとします。
4.会員は、当 NPO に対して、投稿情報に関する著作者人格権を一切行使しないものとします。

第２７条

（専属的合意管轄裁判所）

会員と当 NPO の間で訴訟の必要が生じた場合、東京地方裁判所を会員と当 NPO の第一審の専属的合意
管轄裁判所とします。

第２８条

（言語）

本規約は、日本語を正文とします。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するものとし、他国語訳にはいかなる効力も有しないものとしま
す。
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第２９条

（準拠法）

本規約に関する準拠法は、日本法とします。

第３０条

（一般条項）

本規約から生じる当 NPO の権利は、当 NPO が権利を放棄する旨を会員に対して明示的に通知しない限
り、放棄されないものとします。
2.本規約のいずれかの規定が法律に違反していると判断された場合、無効または実施できないと判断され
た場合であっても、当該条項以外の規定は、引き続き有効かつ実施できるものとします。
3.本規約または本サービスに関連する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければ
ならないものとします。
第３１条

（改定）

当 NPO は、本利用規約の内容の全部または一部を改定することがあります。
最新の内容は、本サイト上に常時掲載いたします。
以上
制定

2014 年 8 月 7 日
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