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サンフランシスコ研究連絡センター ソーシャルメディア運用方針 

 

1. 趣旨 本方針は、ソーシャルネットワーキングサービス(以下「SNS」という。)におけ

るサンフランシスコ研究連絡センター(以下「センター」という。)公式のアカウント(以

下「セン ター公式 SNS」という。)の運用に関する事項について定める。 

 

2. 運用の目的 

センター公式 SNS は、センター公式ウェブサイト(https://jsps-sto.com)と連携し、セ 

ンターのプロジェクト・イベント等の情報を発信することにより、利用者のセンターへ

の理 解を深めるとともに、センターへの関心を高めることを目的とします。 

3. 運用方針 

3-1 センター公式 SNS は、専ら情報発信を行うものとし、原則として、返信等は行いま

せ ん。センターへの意見・問い合わせについては、センター公式ウェブサイト内

「Contact Form」 (https://www.jsps-sto.com/contact-us/)において受け付けることとしま

す。 

3-2 センター公式 SNS における「いいね」、「シェア」、「フォロー」などのアクショ

ンは、原 則として、公的機関、教育機関並びにセンターの関係組織及び関係団体以外

については行い ません。当該アクションを行った場合においても、特定のアカウント

に対するセンターから の支持を表すものではありません。 

3-3 利用者からセンター公式 SNS に投稿されたコメント、リンクその他のコンテンツ(以 

下「コメント等」という。)は、センターの意見を反映したものではありません。セン

ター の公式の発表・見解については、センター公式ウェブサイトにおいてご確認くだ

さい。 

4.免責事項 

4-1 センター公式 SNS の掲載情報の正確性については万全を期していますが、センター

は 利用者がセンター公式 SNS の情報を用いて行う一切の行為について何ら責任を負う

もので はありません。 

4-2 センターは、利用者により投稿されたセンター公式 SNS に対するコメント等につい

て は、一切責任を負いません。 



4-3 センターは、センター公式 SNS に関連して、利用者間又は利用者と第三者間でトラ

ブ ルや紛争が発生した場合であっても、一切責任を負いません。 コメント等の投稿に

係る著作権等は、当該投稿を行った利用者本人に帰属しますが、投稿さ れたことをも

って、利用者はセンターに対し、投稿コンテンツを全世界において無償で非独 占的に

使用する権利を許諾したものとし、かつ、センターに対して著作権等を行使しないこ 

とに同意したものと見なします。 

4-4 上記のほか、センター公式 SNS に関連して生じたいかなる損害についてもセンター

は 一切の責任を負いません。 

   

5.禁止事項及び利用者によるコメントの削除等 

センター公式 SNS の運用又は利用においては、次に掲げる行為を禁止するとともに、

これらの行為に該当する場合は、予告なく、コメント等の削除、アカウントのブロック

等を行 う場合がありますので、あらかじめご了承ください。 (1)センター若しくは第三

者に不利益、損害を与える行為又はその恐れのある行為 (2)本人の承諾なく個人情報を

特定、開示、漏洩するなど第三者のプライバシーを侵害する 行為 

(3)センター又は第三者の名誉、信用を傷つけたり、誹謗・中傷したりする行為 (4)セン

ター又は第三者の著作権、商標権、肖像権その他の知的財産権を侵害する行為 (5)公序

良俗に反するなど、センターの信用、品位を損なう行為又はその恐れのある行為 (6)犯

罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為又はその恐れのある行為 (7)法律、条例その他

の法令に違反する行為又はその恐れのある行為 (8)営業活動、政治的活動、宗教的活動

及び選挙活動に関係する行為 (9)人種・思想・信条等の差別又は差別を助長させる行為 

(10)同一ユーザにより繰り返し投稿される，同一内容のコメントや似通ったコメント 

(11)記載された内容が虚偽又は著しく事実と異なるもの (12)他の利用者、第三者等にな

りすましたものの掲載 (13)センターが発信する内容に関係のないものの掲載 

(14)当該 SNS の運営会社が定める禁止行為 (15)その他センターが不適切と判断するもの

の掲載 

6.著作権について 

センター公式 SNS の内容について、私的な使用、引用等の著作権法上認められた行為

を 

除き、センターに無断で転載等を行うことはできません。 引用等を行う際は適宜の方

法に より、必ず出所を明示してください。 



7.運用方針の周知・変更等 本方針の内容はセンター公式ウェブサイトに掲載します。ま

た、本方針は必要に応じて事 

前に告知なく変更するものとします。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Social Media Policy 
1. Content 
This policy shall define matters concerning the operation of the official social networking 
service (hereinafter referred to as “SNS”) accounts of JSPS Stockholm Office (hereinafter 
referred to as "the Office,") hereinafter collectively referred to as "the official SNS accounts." 
2. Purpose 
The official SNS accounts primarily aim to publicize information on our projects and events in 
collaboration with the Office's official website (https://jsps-sto.com) to deepen the users' 
understanding of and interest in the Office. 
3. Operational Policy 
3-1. In principle, the official SNS accounts shall be operated exclusively to communicate 
information and shall not be used to send replies. Opinions and inquiries about the Office shall 
be communicated using the contact form on the Office's official website (https://www.jsps-
sto.com/contact-us/). 
3-2. In principle, actions of the official SNS accounts such as Like, Share, and Follow shall be 
limited to the official accounts of public institutions, educational institutions and organizations, 
and associations related to the Office. Such actions do not represent the Office's support for 
specific accounts. 
3-3. Comments, links, and other contents (hereinafter referred to as "Comments") posted by 
users on the contents by the official SNS accounts do not reflect the opinions of the Office. For 
official presentations and views of the Office, please visit the Office's official website. 
4. Disclaimer 
4-1. Although the Office expends all possible means to ensure the accuracy of information 
posted by the official SNS accounts, it shall assume no responsibility for any action taken by 
users based on such information. 
4-2. The Office shall assume no responsibility for any Comments posted by users on the 
contents uploaded by the official SNS accounts. 



4-3. The Office shall assume no responsibility for any trouble or dispute arising between users 
or between third parties and users in connection with the official SNS accounts and its contents. 
The copyright of contributions such as Comments belongs to users who posted such 
contributions. By posting contributions, users grant the Office the right to use non-exclusively 
the content of contributions worldwide and free of charge, and agree not to exercise copyright 
and other rights over the Office. 
4-4. The Office bears no responsibility for any other damages caused by the official SNS 
accounts. 
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5. Prohibitions and Deletion of Users' Comments 
The following actions are prohibited in operation and use of the official SNS accounts. Please be 
advised that we may take actions such as deleting comments and blocking accounts without 
prior notice if actions are considered to fall under these items. 
(1) Actions that disadvantage or damage the Office or a third party or acts that may cause such 
harm 
(2) Actions that infringe the privacy of third parties, such as identifying, disclosing, or leaking 
personal information without consent of the data subject 
(3) Actions that discredit, dishonor, insult, or slander the Office or third parties 
(4) Actions that breach the Office or third parties rights, including patents, design rights, 
copyrights, trademarks, and portrait rights 
(5) Actions that impair or may impair the credibility and quality of the Office, such as actions 
against public order and morals 
(6) Criminal acts or actions that lead or may lead to criminal acts 
(7) Actions that violate or may violate laws, ordinances or other laws and regulations 
(8) Actions related to sales, political, religious, and election campaign activities 
(9) Acts of discrimination or actions that promote discrimination on race, thought, creed, etc. 
(10) Comments with the same or similar contents posted repeatedly by the same user 
(11) Comments that include false information or significantly deviate from the truth 
(12) Posts published by individuals pretending to be other users or third parties. 
(13) Publications unrelated to the information posted by the Office 
(14) Actions prohibited by the operating companies of the SNS 
(15) Other publications considered to be inappropriate by the Office 
6. Copyright 
Reproduction of the content of the official SNS accounts without prior permission of the Office 
is prohibited, except for activities authorized under the Copyright Act of Japan such as private 
use and quotation. Ensure to specify the source by an appropriate method when taking such 
actions. 
7. Publication of this Policy and its Revisions 
The content of this policy will be posted on the Office's official website. Changes in this policy 
shall be made as necessary without prior notice. 
This English version of the policy is made for reference purposes only. Should any conflict occur 
between translations, the Japanese version of this policy will prevail over other version. 
 


