東北大学東北アジア研究センター「出版文化資料データベース研究ユニット」

「東アジア出版文化研究資料画像データベース」
利用規程
（目的）
第１条
この規程は、平成 25 年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果公開促進費 デ
ータベース（研究成果データベース）（重点）「東アジア出版文化資料画像データベース」
（課題番号 257001）による、東北大学東北アジア研究センター「出版文化資料データベー
ス研究ユニット」（以下「ユニット」という。）が構築した「東アジア出版文化研究資料画
像データベース」
（電子計算機システム及びソフトウェアを含む。以下「データベース」と
いう。）の公開及びその利用について、留意すべき事項及び遵守すべき事項を定めること
を目的とする。
（データベースの定義）
第２条
この規程において「データベース」とは、東アジア出版文化に関連する文献、画像、文書、
その他の情報の集合体であって、それらの情報をインターネットを用いて検索することが
できるよう体系的に構成し、実用に供し得る条件を備えたものをいう。
（データベースの公開方法）
第３条
データベースの公開は次の方法による。
東北大学東北アジア研究センターデータベースサーバー（以下、DB サーバー）を用いた、
ネットワーク経由による検索サービス。
（検索利用の条件）
第４条
検索利用の条件は以下の通りとする。利用者は次の各事項を遵守しなければならない。
１．データベースの著作権を侵害しないこと。
２．学術研究目的または教育目的の利用であること。営利を目的として使用しないこと。
３.このホームページから提供するデータの利用にあたっては、東北大学附属図書館情報
サービス課閲覧第二係宛に連絡すること。
〒980-8576 宮城県仙台市青葉区川内 27-1
東北大学附属図書館情報サービス課閲覧第二係
４．このデータベースを利用し研究成果等を公表する場合は、本データベースを利用し
たことを明記するとともに、ユニットにその公表物を１部提出すること。
（送付先）
〒980-8576 宮城県仙台市青葉区川内 41
東北大学東北アジア研究センター
出版文化資料データベース研究ユニット
「東アジア出版文化研究資料画像データベース」宛
（利用者の義務）
第５条
利用者は、データベースの利用に当たり、以下の義務を負うものとする。
１．本規程を遵守すること。
２．データベースの利用状況の収集に協力すること。
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３．データベースを利用して開発されたサービスについて、公開可能な範囲において情
報提供を行うこと。
４．データベースを利用する利用者環境における脆弱性対策、アクセス制御、アカウン
ト管理、マルウェア対策等の安全管理策について利用者自身で実施すること。
５．その他、当ユニットが指示する事項を遵守すること。
（データベースの提供条件・免責）
第６条
当ユニットはデータベースの品質や性能、掲載事項等を保証しない。設備の保守、障害、
災害、第三者の故意・過失等の事情により、事前の通告なく、データベースの提供を中断
することがある。データベース利用によって生じた損害・結果に対し一切の責任を負わず、
その責任は利用者自身に帰すものとする。東北大学、同東北アジア研究センター、同ユニ
ットは、利用者に対し、データベースの提供及びその中断により利用者に生じた、いかな
る損害の賠償義務も負わない。
（不正利用の防止等）
第７条
当ユニット、及び東北大学・同東北アジア研究センターは、データベースの利用に関し、
不正・違法行為が行われた場合、若しくは行われようとした場合は、データベース利用の
中止、ダウンロードした全情報の削除、その他など不正防止のための措置を行うことがで
きる。
（損害賠償等）
第８条
当ユニット、及び東北大学・同東北アジア研究センターは、不正・違法行為によりデータ
ベース等に損害が生じた場合は、その行為者に原状回復のための処置や損害の賠償を要求
することができる。
なお、本データベースによって提供されたデータ利用による責任は利用者に帰し、本デー
タベース委員会等は一切の責任は負わない（第６条参照）。
（禁止事項）
第９条
利用者は、データベースを利用した活動に当たり、以下の行為をしてはならない。
違反行為が行われた場合には、当ユニット代表者の判断により、事前の通告なしに、デー タ
ベース利用の取消が行われることがある。
１．直接に営利を目的としてデータベースを利用する行為。
２．データベースの運営を妨害する行為。
３．法令や公序良俗に反する行為。
４．その他、ユニットが不適当と認める行為。（反社会的勢力の利用、宗教活動、営利活
動など）
（利用時間）
第１０条
データベースの利用時間は、DB サーバーにおいては原則 24 時間とする。ただし、作業等で
必要な場合は公開を停止することがある。
（利用の取消）
第１１条
利用者が本規約に違反した場合、ユニット代表者は利用者に対し、事前の通告なしに、デ
ータベースの利用を取り消すことができる。
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（著作権）
第１２条
本データベースの著作権及び著作権の使用許諾権はユニット代表者に帰属する。
（利用料金）
第１３条
DB サーバーにおけるデータベースの利用は無償とする。有償の場合は別に定めるものとす
る。
（公開の中止）
第１４条
１．ユニット代表者は、公開データベースのうち、公開に適さなくなったものについて、
公開を中止することができる。
２．前項の場合、東北アジア研究センター広報情報委員会の DB サーバー提供者等から意
見を聞くことができる。
（データの更新）
第１５条
公開データベースは、公正中立の立場で学術の進展のために、適宜そのデータの更新・追
加に努めるものとする。
（データベースの管理）
第１６条
データベースの管理は、当ユニット代表者で行う。
（その他）
第１７条
この規程に定めるもののほか、データベースの公開及び利用に関し必要な事項は、当ユニ
ット、もしくは東北大学東北アジア研究センターが別に定めるものとする。
（附 則）
１．この規程は、平成 25 年 4 月１日から施行する。
２．本規程は予告なく変更されることがある。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
東アジア出版文化研究資料画像データベース
（Image Database of Texts and Pictures on East Asian Publishing Culture）
〔略称：ＥＡＰＵＢ-ＤＢ〕
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Image Database of Texts and Pictures on Publishing Culture Research Unit,
Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University

Image Database of Texts and Pictures on East Asian Publishing Culture
Terms of Use
Article 1 Purpose
The purpose of these Terms of Use (“Terms”) is to stipulate matters to be borne in mind
or observed in connection with public access to and use of the Image Database of Texts
and Pictures on East Asian Publishing Culture (including the computer system and
software; hereinafter referred to as “Database”) constructed by the Image Database of
Texts and Pictures on Publishing Culture Research Unit, Center for Northeast Asian
Studies, Tohoku University (“Unit”) with a Grant-in-Aid for Publication of Scientific
Research Results (Databases) (Priority) in 2013 for the project “Image Database of
Texts and Pictures on East Asian Publishing Culture” (JSPS KAKENHI Grant Number
257001).
Article 2 Definition of the Database
In these Terms, “Database” refers to the aggregate of texts, images, documents, and
other data related to East Asian publishing culture that has been systematically
organized so that the data can be searched via the Internet and has met the requirements
for practical use.
Article 3 Method of Public Access to the Database
The Database will be made publicly accessible by the following method:
A search service via a network using the Database server of the Center for Northeast
Asian Studies, Tohoku University.
Article 4 Conditions for Use of the Search Service
The conditions for use of the search service are listed below. Users are to observe the
following stipulations.
1. Users must not violate the copyright of the Database.
2. The Database is to be used for academic research and educational purposes; it is
not to be used for commercial purposes.
3. Questions concerning use of the data provided by this Web site should be
addressed to Reading Section 2, Information Services Division, Tohoku University
Library.
Annex Public Service Section, Tohoku University Library
27-1 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai
Miyagi, 980-8576, Japan
4. Use of the Database must be credited in any published results of research for
which this Database has been utilized, and one copy of the publication is to be sent to
the Unit at the following address:
Image Database of Texts and Pictures on East Asian Publishing Culture
Image Database of Texts and Pictures on Publishing Culture Research Unit
Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University
41 Kawauchi, Aoba-ku, Sendai
Miyagi, 980-8576, Japan
Article 5 Obligations of Users
Users are required to fulfil the following obligations when using the Database.
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1. Observe these Terms.
2. Cooperate in the collection of information about usage of the Database.
3. Provide information about any services developed by using the Database to the
extent that it can be made public.
4. Take responsibility for managing security in their computing environment when
using the Database, including measures to deal with computer vulnerabilities, control
of access, management of accounts, and malware.
5. Follow any other instructions from the Unit.
Article 6 Conditions of Provision of the Database and Exemption from Liability
The Unit does not guarantee the quality, performance, or content of the Database.
Provision of the Database may be suspended without prior notice for maintenance of the
equipment or owing to malfunction, accident, wilful negligence by a third party, or
some other reason. The Unit assumes no liability whatsoever for any damage or other
outcomes that may result from use of the Database, and these are the full responsibility
of users of the Database. Tohoku University, the Center for Northeast Asian Studies,
and the Unit are under no obligation to compensate users for any damage they may
suffer as a result of provision of the Database or suspension of its services.
Article 7 Prevention of Improper Use, etc.
If an improper or illegal act has been committed in connection with use of the Database,
or is about to be committed, the Unit and the Center for Northeast Asian Studies,
Tohoku University, reserve the right to take measures to prevent wrongdoing, including
termination of use of the Database and deletion of all downloaded data.
Article 8 Compensation for Damages, etc.
If any damage is caused to the Database, etc., through an improper or illegal act, the
Unit and the Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University, reserve the right
either to require the person or persons responsible to take measures to restore the
Database, etc., to their original state or to demand compensation from them.
All responsibilities relating to use of the data provided by the Database rest with
users, and the Database Committee, etc., bear no responsibilities whatsoever (see
Article 6).
Article 9 Prohibited Acts
Users are not to commit any of the following acts when using the Database. When an
offence has been committed, representatives of the Unit reserve the right to cancel the
user’s use of the Database without prior notice.
1. Use of the Database for directly commercial purposes.
2. Actions that obstruct the operation of the Database.
3. Illegal or immoral acts.
4. Any other acts deemed inappropriate by the Unit (use by antisocial groups,
religious activities, commercial activities, etc.).
Article 10 Availability
The Database will generally be available on the Database server 24 hours a day.
However, its availability may be suspended when necessary for work on the Database,
etc.
Article 11 Cancellation of Use
If users violate these Terms, representatives of the Unit reserve the right to cancel their
use of the Database without prior notice.
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Article 12 Copyright
Copyright for the Database and the right to licence use of the copyright belong to
representatives of the Unit.
Article 13 Charges for Use of the Database
Use of the Database on the Database server is free. In some instances charges may be
separately prescribed.
Article 14 Termination of Public Access
1. Representatives of the Unit reserve the right to terminate public access to portions
of the Database that are no longer suitable for public access.
2. In such cases, representatives of the Unit reserve the right to seek the views of the
providers of the Database server on the Public Relations and Information Committee
of the Center for Northeast Asian Studies and other people.
Article 15 Updating of Data
The Unit will endeavour to update and augment the data in the Database as appropriate
from an impartial and neutral position for the advancement of scholarship.
Article 16 Management of the Database
The Database will be managed by representatives of the Unit.
Article 17 Other Matters
The Unit and the Center for Northeast Asian Studies, Tohoku University, reserve the
right to stipulate separately in addition to these Terms any other matters necessary for
public access to and use of the Database.
Supplementary Provisions
1. These Terms come into force as of 1 April 2013.
2. These Terms may be altered without prior notice.
————————————————————————————————
Image Database of Texts and Pictures on East Asian Publishing Culture
〔EAPUB-DB〕
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