
データベース利用ガイドライン <平成 16年 10月 28日教授会承認 > 

1. 本ガイドラインは、京都大学東南アジア研究所（以下、本研究所という）が提供するデータベ

ース及びWWW ページ（以下、本データベース等という）の利用について定めたものです。

データベースとは、研究・教育目的のために体系的にまとめられ、デジタル化されたデータの

集合 を示します。 

2. 本データベース等の著作権は、特に指定されていない限り、本研究所に帰属します。 

3. 本データベース等の利用は、事前に許可を得ない限り、非営利目的に限ります。 

4. 本データベース等が提供するデータの全部、又は一部について、特に指定されていない限り、 

無断で複製、転載、配布、又は提供してはなりません。 

5. 本データベース等の一部又は全部を利用して研究・調査をすすめ、著書・論文等の研究成果を 

公表する場合、本データベース等を利用した旨を明記してください。 

6. 本データベース等を利用して得られた結果に対して、本研究所はいかなる責任も負いません。 

7. 本ガイドラインを逸脱すると認められる行為が発生した場合には、本研究所が定める情報セキ

ュリティポリシーにしたがって措置します。 

8. 本データベース等を円滑に管理・運用する必要から、予告なくサービスの停止又は利用につい

ての変更や制限を設ける場合があります。 

9. 本ガイドラインは、平成１６年１１月１日から施行します。 



   
Databases 
You are requested to follow the guidelines below When using CSEAS Databases. 
   
Guidelines for Users of CSEAS Databases 

1. Copyright to all database and relevant web pages of Center for Southeast Asian 
Studies, Kyoto University (CSEAS Database) are the property of the CSEAS. 

2. “Database” in these guidelines refers to aggregate or partial digital data 
systematically collected for academic research, education and study and other 
purposes related to the goals and activities of the CSEAS. 

3. The duplication, distribution, copying of texts and images from a terminal that 
has access to the CSEAS database without the explicit permission of the CSEAS 
director is not allowed. 

4. The broadcasting, copying and/or printing of any digital data from the CSEAS 
database to a CD-ROM, DVD and/or VTR without the explicit permission of the 
CSEAS director are likewise prohibited. 

5. You are required to cite CSEAS as source of your data in whatever paper or book 
or any related printed or digitized presentation that comes out as a result of 
having used the CSEAS Database. 

6. The database administrator and staff may occasionally suspend and limit access 
to the CSEAS database without notice, in order to improve its operations and 
management. 

7. CSEAS does not assume any responsibility over consequences arising from a 
user’s use of the CSEAS database. 

8. The creation of a link to the CSEAS database to a third person’s or party’s 
webpage or website is allowed. 

9. Violations and other related activities will be handled by the Information 
Security Committee, the Information Processing Committee and any other ad hoc 
committee designated by CSEAS Director. 
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