iHope International ユーザーサイト利用規約
この利用規約（以下、
「本規約」といいます。
）は、iHope International 株式会社（以下、
「当
社」といいます。
）がウェブサイト上で提供する『iHope International ユーザーサイト』
（以
下、
「本サービス」といいます。
）の利用条件を定めるものです。登録ユーザーの皆さま（以
下、
「ユーザー」といいます。
）には、本規約に従って、本サービスをご利用いただきます。

用語の定義
本規約における用語の定義を、以下の通りとします。
（1）

当社とは iHope International 株式会社を意味します。

（2）

本サービスとは当社がウェブサイト上で提供する『iHope International ユーザー
サイト』を意味します。

（3）

QOL 尺度使用登録とは本サービス対象尺度の使用契約を意味します。

（4）

ユーザーとは QOL 尺度使用登録を行った方（研究代表者または契約法人）を意味
します。

（5）

License Agreement 等とは QOL 尺度使用登録時に当社と締結した契約書または
使用規則への承諾書を意味します。

（6）

研究題目とは License Agreement 等に記載された研究題目を意味します。

（7）

研究協力者とは QOL 尺度使用登録した研究題目の研究協力者、共同研究者を意味
します。

（8）

契約開始日とは License Agreement 等の「契約期間と契約終了」の項に記載され
た契約開始日を意味します。

（9）

契約終了日とは License Agreement 等の「契約期間と契約終了」の項に記載され
た契約終了日を意味します。

本サービスの内容
（1）

本サービスは QOL 尺度使用登録を行ったユーザーに、質問票のダウンロードや
Web 版スコアリングプログラム等のサービスを提供します。

（2）

契約した尺度によって利用できるサービス内容は異なります。表 1 に記載のない
尺度は本サービスの対象外です。

（3）

本サービスは契約を締結した研究題目ごとに ID が発行されるため、同じユーザー
であっても、研究題目ごとに ID が与えられます。

表 1 利用できるサービス
尺度名

質問票の

スコアリングに

Web 版スコアリング

ダウンロード

関する資料の

プログラム利用

ダウンロード
SF-36v2 日本語版

〇

×

〇

SF-8 日本語版

〇

×

〇

SF-12v2 日本語版

〇

×

〇

KDQOL-SF 日本語版

〇

〇

×

GOHAI 日本語版

〇

〇

×

NEI VFQ-25 日本語版

〇

〇

×

VFQ-11 日本語版

〇

〇

×

EPIC 日本語版

〇

〇

×

ESS 日本語版

〇

〇

×

BIC-11 日本語版

〇

〇

×

NAS-J 日本語版

〇

〇

×

JHPSS 日本語版

〇

〇

×

利用資格
本サービスの対象となっている尺度使用の契約が成立したユーザーに対して、本サービス
の利用資格を与えます。

サービス提供期間
質問票およびスコアリングに関する資料のダウンロード
（1）

QOL 尺度使用登録完了後に当社よりユーザーへ ID およびパスワードが送信され
た日から利用できます。

（2）

契約終了日の 24 時まで利用できます。

Web 版スコアリングプログラム利用
（1）

契約開始日の 0 時から利用できます。

（2）

契約開始日より起算して 3 年 6 カ月目の 24 時まで利用できます。

ID、パスワードが
送信された日

契約開始日

3 年 6 カ月
Web 版スコアリングプログラムの利用が可能

質問票およびスコアリングに関する資料のダウンロードが可能
契約終了日

ログイン不可
Web 版スコアリング
プログラム対象外の尺
度はこれ以降ログイン
不可

当サービス利用に必要な機器等
（1） ユーザーは、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すべての機器（以下｢設備等｣という。
）を、自己の費用
と責任において調達するものとします。
（2） ユーザーは、本サービスを当社が定めた動作環境下で利用するものとします。当社
の定めた動作環境以外の環境では、本サービスの全部又は一部が利用できない場合
があります。
（3） 当社が定めた動作環境下の利用であっても、ユーザーが保有するソフトウェア及び
アプリケーション等の影響により、本サービスが誤作動・作動不良が発生した場合
については、当社は一切責任を負わないものとします。
（4） 必要な動作環境
OS: Windows10 (64bit)/Mac OS X 以上
Web ブラウザ: Internet Explorer 11/Microsoft Edge 最新版/Google Chrome 最新
版/Safari 最新版

ユーザーID およびパスワードの管理
（1）

ユーザーは、自己の責任において、本サービスのユーザーID およびパスワードを
管理するものとします。

（2）

ユーザーは、いかなる場合にも、ユーザーID およびパスワードを第三者に譲渡ま
たは貸与することはできません。但し、例外的に、自己の管理が及ぶ研究協力者に
限り、使用させ、共有し、又は許諾することができるものとします。ユーザーID と
パスワードの組み合わせが登録情報と一致してログインされた場合には、本項に
基づきなされた研究協力者による本サービスの利用やそれに伴う一切の行為も含
め、当該利用行為がユーザー自身の行為であるか否かを問わず、そのユーザーID を
登録しているユーザー自身による利用および行為とみなします。

（3）

研究協力者には、この利用規約を遵守させることを、前項の使用、共有あるいは許
諾の条件とします。

禁止事項
ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはなりません。
（1） 法令または公序良俗に違反する行為
（2） 犯罪行為に関連する行為
（3） 当社のサーバーまたはネットワークの機能を破壊したり、妨害したりする行為
（4） 当社のサービスの運営を妨害するおそれのある行為
（5） 他のユーザーに関する個人情報等を収集または蓄積する行為
（6） 他のユーザーに成りすます行為
（7） 当社のサービスに関連して、反社会的勢力に対して直接または間接に利益を供与す

る行為
（8） スコアリングサービスのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセ
ンブル、または他の方法によるアルゴリズムの取得を試みる行為
（9） その他、当社が不適切と判断する行為

本サービスの提供の停止等
当社は、以下のいずれかの事由があると判断した場合、ユーザー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） 本サービスにかかるコンピュータシステムの保守点検または更新を行う場合
（2） 地震、落雷、火災、停電または天災などの不可抗力により、本サービスの提供が困
難となった場合
（3） コンピュータまたは通信回線等が事故により停止した場合
（4） その他、当社が本サービスの提供が困難と判断した場合
当社は、本サービスの提供の停止または中断により、ユーザーまたは第三者が被ったいかな
る不利益または損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。

免責事項
当社の債務不履行責任は、当社の故意または重過失によらない場合には免責されるものと
します。
当社は、何らかの理由によって責任を負う場合にも、通常生じうる損害の範囲内かつ契約時
の使用料の範囲内においてのみ賠償の責任を負うものとします。

スコアリング結果の秘密保持
ユーザーのプライバシー及び秘密を尊重し、ユーザーが当社に開示を指示し又は裁判所な
いし行政機関が法令に基づいて当社に開示を求めない限り、ユーザーのファイルを何者に
も開示しないことに同意します。

サービス内容の変更等
当社は、ユーザーに通知することなく、本サービスの内容を変更し、または本サービスの提
供を中止することができるものとし、これによってユーザーに生じた損害について一切の
責任を負いません。

利用規約の変更
当社は、必要と判断した場合には、ユーザーに通知することなくいつでも本規約を変更する

ことができるものとします。

権利義務の譲渡の禁止
ユーザーは、当社の書面による事前の承諾なく、利用契約上の地位または本規約に基づく権
利もしくは義務を第三者に譲渡し、または担保に供することはできません。

準拠法・裁判管轄
本規約の解釈にあたっては、日本法を準拠法とします。
本サービスに関する一切の紛争については、第一審の専属合意管轄裁判所を東京地方裁判
所とします。

2019 年 5 月 8 日 施行
iHope International 株式会社

