
2017年6月1日
Japan REDCap Consortium

米国ヴァンダービルト大学との
End User License Agreementと、

大阪市立大学における
REDCap外部提供（SaaS）契約について



2

※注意事項※

• この資料の著作権は、大阪市立大学REDCapグ
ループに帰属します。

• 私的使用を除き、本資料の全部又は一部を承諾
なしに公表又は第三者に伝達する事はできませ
ん。

• 利用を希望される場合は、お問い合わせ下さい

• お問い合わせフォーム http://ocu.jp/kXSYNU

http://ocu.jp/kXSYNU


Agenda
• End User License Agreement
• 大阪市立大学REDCap外部提供（SaaS）契約
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End User License Agreement(EULA)
• EULAとは？

– 米国・ヴァンダービルト大学と、REDCapを導入し
たい各アカデミアが締結する契約

– 締結した施設には、無料でソースコードが提供

– 各施設ではサーバー構築、セキュリティ対策と
いった利用環境の構築が必要になる

• 利用者の定義等、EULAについてのよくある質
問を以降のスライドに簡単にまとめました。
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EULA：よくある質問

• 1.定義

• 1.3 二次的著作物
• 1.3 "Derivative Works" means any derivative works (as 

defined by the U.S. Copyright Laws at 17 U.S.C. §101) 
of REDCap, regardless of author.

• REDCapのあらゆる二次的著作物が対象
– 米国のU.S. Copyright Laws at 17 U.S.C. §101で定義

– 作成者によらない

• 具体的には、、、
– 各施設で開発したPlug-in、Hook等のプログラム
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EULA：よくある質問

• 1.定義

• 1.4 利用が許可されているユーザー
• 1.4 “Permitted Users” means Licensee‘s employees who 

are expressly authorized in writing by Licensee to use 
the Software in conformity with the terms of this 
Agreement.

– 対象：契約を締結している施設の教職員
• サーバー構築等システム導入の際に、専門業者（外
注）がどこまで可能なのか？

– 米国と日本では、アカデミアのシステム運用体制が異なる

– 構築ガイドライン（案）を作成中
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EULA：よくある質問
• 1.定義
• 1.6 利用目的

• 1.6 "Non-Commercial Research Purposes" means for internal 
research, internal operations and internal educational purposes
only, which research, operational or educational uses are to be 
conducted by Licensee in a manner consistent with its tax-exempt 
status and may include research funded by commercial (for profit) 
organizations, but shall not include use of the Software as the basis 
for providing a contract or other services to any entity.

– 対象：非営利の研究目的
• 具体的には、、、

– 契約施設の内部で（主体となって）実施する研究
» 研究の主体（主任研究者など）がEULA締結施設の場合のみ利用

が可能
– 契約施設内部での運用目的
– 契約施設内部での教育を目的とした場合
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EULA：よくある質問
• 2.ヴァンダービルト大学によるライセンス許諾
• 2.1(a) 第三者への配布

• 2.1 (a) Subject to the terms and conditions of this 
Agreement, Vanderbilt hereby grants to Licensee, and 
Licensee accepts from Vanderbilt, a non-exclusive license for 
Licensee‘s Permitted Users solely to use the Software and 
make Derivative Works of same for Licensee’s own Non-
Commercial Research Purposes only. LICENSEE 
UNDERSTANDS AND AGREES THAT NEITHER THE SOFTWARE 
NOR ANY DERIVATIVE WORKS MAY BE DISTRIBUTED TO OR 
SHARED WITH ANY THIRD PARTY FOR ANY PURPOSE.

– ソフトウェア（参照：1.5）、二次著作物をいかなる目的
においても第三者に配布したり、共有したりしてはな
らない
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EULA：よくある質問
• ヴァンダービルト大学によるライセンス許諾
• 2.1(b) インストール可能な環境

• (b) The Software may only be installed (i) on servers and computers owned by 
Licensee or (ii) on web-based or "cloud" servers where the third party hosting 
company has been hired by Licensee and provided that the third party hosting 
company has no access whatsoever to the Software. Licensee is responsible for 
ensuring the web-hosting service is able to properly maintain in confidence the 
Software (including all REDCap source code) and "Protected Health Information" in 
conformity with HIPAA (as defined below). Furthermore, if the Software is installed 
on portable devices, Licensee is responsible for ensuring that the Software source 
code shall be encrypted to protect the Software from unauthorized use or disclosure.

i. 締結されている施設が所有しているサーバーやPC
ii. クラウドにもインストールは可能だが、ホスティング会社はいかなる手段

をもってもソースコードにアクセスできない事を条件とする
• 現実的には非常に難しい条件となっている

– ポータブルデバイスにインストールする場合は、暗号化が必要
• ノートＰＣに環境をインストールしている場合は、注意が必要
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EULA：よくある質問

• ヴァンダービルト大学によるライセンス許諾

• 2.1(c) 共同研究者
• (c) Notwithstanding the foregoing, Licensee may allow limited 

access to the Software by a third party research collaborator 
("Collaborator") to permit entry of data by the Collaborator as 
part of a multi-site data collection effort related to joint research 
in which the Collaborator is actively and materially involved. Such 
Collaborator shall not be permitted any other access to or use of 
the Software.

– 多施設共同研究において実質的に関与している外部
の共同研究者に対して、データ入力のみに制限したア
クセスを与える事ができる。

– 但し、他のアクセス権やソフトウェアの利用は許可しない
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Agenda
• End User License Agreement
• 大阪市立大学REDCap外部提供（SaaS）契約
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大阪市立大学REDCap外部提供

• EULAとは全く別の契約をVanderbilt大学と締
結（REDCap-SaaS契約）

• REDCap-SaaS契約により、締結施設（大阪市
立大学）以外の学外の研究者に対しても利用
環境の提供が可能に。

– 日本（市大）での取り組みが世界初のサービスと
なる

– 大阪大学でのREDCap-SaaS契約は終了

• システム構築の企業への依頼は基本的には許されていない
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