OIST Oceanographic Data Terms of Use
OIST 海洋観測データ 利用規約
Okinawa Institute of Science and Technology School Corporation (hereafter
“OIST”) shall allow a party to use data (hereafter the “Data”) collected and stored
by the Oceanographic Observation Project (hereafter the “Project”) which is
managed by OIST in accordance with the following terms and conditions:
学校法人沖縄科学技術大学院大学学園 (以下「OIST」という) は、OIST が行う海洋観測プロジェ
クト（以下「本プロジェクト」という）で収集したデータ (以下「本データ」という) の利用を下記の条件の
もとで許可する。
a.

Copyright and ownership of the Data shall belong to OIST. It is strictly
prohibited to use, quote, reproduce, or duplicate for or distribute to any
third party the Data without following the procedure provided herein.
Distribution of the Data with charge is strictly prohibited under any
circumstances.
本データの著作権・所有権は OIST に帰属する。以下の手続を経ることなく、本データの利用、
転載、複製並びに第三者への複製及び無断配布をすることを禁じる。なお、いかなる場合も第
三者への有償配布はできない。

b.

Any party who desires to use the Data shall submit a web form with your
information, including your name, contact address, purpose of the usage
and collection period of the Data, to a staff in Okinawa Marine Science
Support Section who is in charge of the Project (hereafter the “OMSSS
staff”') to obtain permission to use the Data. OIST may use the submitted
information in the form of attribution, from which personal information is
properly eliminated, in order to publish the Data usage statistics. It may
also be used to make necessary contact with the user under application.
本データ利用希望者は、データ利用依頼ウェブフォームによって氏名、連絡先、利用目的及び利
用を希望するデータの収集期間を沖縄マリンサイエンスサポートセクションの本プロジェクト担当者
（以下「担当者」という）に通知し、担当者の確認を得ること。通知された情報は、本データの
利用状況を個人情報を除いた属性によって公表するため、その他本データ利用にあたって必要な
連絡を行うために OIST が使用できる。

c.

In all publications in which the Data are used, proper acknowledgement for
use of the Data be cited by including the following statement: "OIST
Oceanographic Data sets were provided from the Okinawa Marine Science

Support Section of Research Support Division at Okinawa Institute of
Science and Technology Graduate University."
本データを利用した成果物を公表又は文献を出版する際には次の文面によってデータの出典を
明示すること。「OIST 海洋観測データは沖縄科学技術大学院大学研究支援ディビジョンの沖
縄マリンサイエンスサポートセクションより提供されました。」
d.

Copy of all publications in which the Data are used must be sent to the
OMSSS staff prior to the publication (email: omsss@oist.jp). One reprint of
the publication must be sent to the OMSSS staff after the publication. If the
user's research is integrally dependent on the Data, it is strongly
encouraged to contact the OMSSS staff to consider collaboration research
with researcher(s) at OIST.
本データを利用した成果物を公表又は文献を出版する際には成果物又は文献を公表・出版に
先立って担当者へ提出すること (email: omsss@oist.jp)。また、公表後は成果物の別刷り
1 部を担当者へ提出すること。なお、本データ利用者の研究が本データに大きく依存している場
合には、担当者を通じて OIST 研究者との共同研究を検討することが望ましい。

e.

Although OIST takes maximum care to ensure the quality and correctness
of the Data, OIST does not make any warranty of its correctness, usefulness
nor fitness for a particular purpose. Users shall use the Data at their own
risk. OIST is not responsible for any activity performed or research result by
using the Data, nor for possible payment claim, objection and damages
caused in connection with the use thereof. The Data may be modified or
deleted by OIST without prior notification.
本データの精度・正確性は万全を期しているが、OIST は本データの正確性、有用性及び特定
目的への適合性を保証していない。本データの利用は、利用者の責任において行うものとし、
OIST は利用者が本データを用いて行う一切の行為、研究結果及びかかる利用に関連して生じ
うる一切の請求、異議、損害等について、何ら責任を負うものではない。本データは、予告なしに
内容を変更または削除することがある。

f.

By using the Data, the user shall be deemed to agree with the Terms of Use
hereof. Any violation of the Terms of Use shall result in immediate forfeiture
of the rights to use the Data.
利用者が本データの利用を開始した場合には、本データ利用規約に同意したものとみなす。ま
た、利用者が本データ利用規約のいずれかに違反した場合には、本データの利用権限をただちに
失う。

