
お天気データサイエンス 気象データ提供サービス 利用規約 

 

『お天気データサイエンス』の気象データ提供サービス（以下「本サービス」といいます。）

は、日本気象株式会社（以下「当社」といいます。）が提供するサービスです。本サービス

の利用にあたっては、お客様（以下、特に指定しない限り、会員種別（無料、有料）に関

わらず本サービスをご利用になる全てのお客様を指します。）は本規約をご承諾の上、遵守

事項を守りご利用いただきます。 

 

第１章 総則 

第１条 適用 

1．本規約は、お客様と当社との間の本サービスの利用に関わる一切の関係に適用され

るものとします。 

2．当社は、本サービスの提供に関し、本サービスの円滑な運用を図るため、必要に応

じて本規約のほか、ご利用に関する諸規定、個別規約ないしこれに準ずるご利用条件

（これらを総称して、以下、「個別約款」といいます。）を定めることがあります。 

3．個別約款は、その名称のいかんに関わらず、本規約の一部を構成するものとし、本

規約に加えてその適用がされるものとします。尚、本規約の内容と個別約款の内容に

齟齬があるときは、個別約款の定めが優先するものとします。 

4．当社は以下の場合に、当社の裁量により、利用規約及び個別約款（以下、「本規約

等」）を変更することができます。 

(1) 本規約等の変更が、お客様の一般の利益に適合するとき。 

(2) 本規約等の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容

の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。 

5．当社は前項による本規約等の変更にあたり、変更後の本規約等効力発生日の３か月

前までに、本規約等を変更する旨及び変更後の本規約等の内容とその効力発生日を当

社ウェブサイト（URL：https://ods.n-kishou.co.jp/）に掲示またはお客様に電子メール

で通知します。 

6．変更後の本規約等の効力発生日以降にお客様が本サービスを利用したときは、お客

様は、本規約等の変更に同意したものとみなします。 

 

第２条 サービスの提供内容 

1.本サービスとは、当社が独自に作成し提供する気象情報又は気象庁が発表する防災情

報等気象情報の、インターネット回線を通じたリアルタイムでのデータ配信及び過去

データのダウンロードサービスを指すものとします。当社は、本サービスを提供する



ための Web サイト（以下「本サイト」といいます。）を公開し、お客様は本サイト内の

管理画面を用いて自らデータ配信の設定及びデータのダウンロードを行うものとしま

す。その他詳細については、本サイト上で公開することとします。 

2. 当社は、本サービスの仕様を変更する場合には、変更を行う 3 ヶ月前までにお客様

にその変更内容、変更日時を書面又は電子メールにて通知するものとします。ただし、

気象情報提供元（気象庁等）の仕様変更に伴う場合はこの限りではありません。 

3．当社は、本サービスの内容の一部又は全部について、随時、変更若しくは中止する

ことができるものとします。尚、本サービスの内容の重要な変更又は中止を行う場合

は、お客様に対し予め通知するものとします。 

 

 

第２章 ユーザー登録、有料サービス登録に関する規定 

第３条 ユーザー（無料会員）登録 

お客様は、本規約等の内容に同意の上、本サイトを通じてユーザー（無料会員）登録

を行うことで、本サービスの気象データの仕様書及びサンプルのダウンロードが可能

になります。 

 

第４条 有料サービス（有料会員）登録 

本サービスの利用を希望するお客様については、前条に定めるユーザー登録を実施の

うえ、本サイトを通じて本サービスの利用に必要な情報を提供、または、当社指定の

別紙利用申込書（以下、「別紙」といいます。）を、予め決められた方法で当社へ提出

することにより、本サービスの提供を申込むものとし、当社はこれを承諾するものと

します。 

 

第５条 届出事項の変更等 

1．お客様は、ユーザー登録時又は有料サービス登録時に届け出たその法人名、住所、

電話番号、電子メールアドレスその他の事項に変更が生じた場合又は誤りがある場合

は、本サイトが用意する所定の方法により直ちにその内容を当社に届け出るものとし

ます。 

2．当社は、前項の届出が弊社に到達し、かつ、当社がその届出の事実を確認するまで

の間は、これらの届出事項に変更がないものとして扱い、当社はこのことによって生

じた損害について一切の責任を負わないものとします。 

 

第３章 サービスの利用に関する規定 

第６条 対価 

1．第４条に定める有料サービス登録を行い、管理画面からデータの配信設定を行った



お客様は、本サービスの利用料として、別途料金表に定める基本利用料、気象データ

の配信設定に応じた利用料及びこれらに相当する消費税相当額を当社に対して支払う

ものとします。本サービスは１ヵ月ごとの自動契約更新となり、その利用料は、気象

データのリアルタイム配信設定を行っている限り毎月発生します。尚、「消費税等相当

額」は、消費税法並びに地方税法の規定により算出した額であり、税法の改正により

消費税等の税率が変動した場合には、改正以降における上記消費税等相当額は変動後

の税率により計算します。 

2．前項の本サービスの利用料は、利用月の月末締め翌月末支払いで当社が指定する銀

行口座に振り込むこととします。また、振込手数料はお客様でご負担頂くものとしま

す。 

3．当社の責に帰すべき事由による本サービスの提供不能等に基づく当社の責任は次の

各号に限られるものとします。 

(1) お客様がリアルタイムでの配信を設定したデータについて、当社の責に帰すべき事

由により、連続して 24 時間以上提供不能もしくは仕様通りでない状態となった場合、

該当する提供不能等期間分に相当する利用料を、第 1 項に規定する利用料から日割り

計算にて減殺します。 

(2) 過去データの提供において、当社の責に帰すべき事由により、提供するデータの不

足等が生じた場合、不足等期間分の対価を第 1 項に規定する利用料から減殺します。 

4．お客様が故意または過失によりデータの取得に失敗した場合、対価の減殺を求める

ことはできません。 

5. お客様は、本サービスに関して既に当社に支払った対価の返還を求めることはでき

ません。 

6．お客様が第 1 項に規定する利用料金の支払いを遅滞した場合、お客様は年 14.5%（年

365 日日割計算）の割合による遅延損害金を支払うものとします。 

 

第７条 認証情報の管理 

1．お客様は、本サイトにログインするための ID 及びパスワードを、自己の責任にお

いて適切に管理するものとします。 

2．お客様は、いかなる場合においても、本サイトにログインするためのユーザーID及

びパスワードを第三者に譲渡又は貸与し若しくは第三者と共用することはできません。

当社は、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、そのユーザーIDを登録しているお客様自身による利用とみなします。 

3．本サイトにログインするためのユーザーID及びパスワードが第三者によって使用さ

れたことによって生じた損害は、当社に故意又は重大な過失がある場合を除き、当社

は一切の責任を負わないものとします。  

 



第８条 知的財産権（著作権等） 

1．お客様は、本サービスにより提供されるデータ（以下、「配信データ」といいます。）

に関する著作権その他一切の権利は、当社（若しくは当社が承諾等を得た第三者）に

帰属することに同意するものとします。 

2．当社は、お客様に対し、本サービスにかかる配信データが、第三者の著作権、その

他いかなる権利も侵害するものでないことを保証します。 

 

第９条 利用環境 

1．お客様は、本サービスを利用するために必要なお客様側のサーバー、端末、通信機

器及びインターネット環境等（以下「お客様利用環境等」といいます。）を、全て自ら

の責任及び費用負担で用意、導入、設定及び管理するものとします。 

2．当社は、お客様利用環境等での不具合又はお客様利用環境等に起因してデータが提

供不能となった場合は、該当するデータの再提供は行わないものとします。 

3. 当社は、お客様利用環境等での不具合又はお客様利用環境等に起因して本サービス

に障害が発生するおそれがあると判断する場合は、本サービスの提供を停止する等の

措置を講じることができるものとします。 

 

第１０条 自己責任の原則 

1．お客様は、全て自らの意思及び責任において本サービスを利用するものとします。 

2．お客様は、自己の責任において、第１２条（禁止事項）第 1 項第 8 号の規定に反し

ない範囲で、当社より提供された配信データを自ら又は第三者のために使用、複製、

加工、出版等を行うことができます。 

3．お客様は、本サービスの利用を通じて入力及び送信したデータの内容に関しての一

切の責任を負うものとします。また、お客様が本サービスを利用して得た情報等につ

いては、お客様自らの判断及び責任で利用するものとし、当社はそれらの情報等をお

客様が利用した結果について、一切の責任を負わないものとします。 

4．お客様は、本サービスの利用を原因として第三者に損害等を与えた場合若しくは第

三者との間で紛争等が生じた場合、これらの事態をお客様自らの責任及び費用負担で

解決するものとします。尚、当社はこれら損害等に関して、一切の責任を負わないも

のとします。 

 

第１１条 独自予報（特定向け）の利用に関する規定 

1．本サービスで提供する気象データのうち、気象業務法の予報業務の目的における「特

定向け予報（契約等に基づき特定の者に限って提供する予報）」に該当するデータを独

自予報（特定向け）と定義し、当社は独自予報（特定向け）である旨を本サイトのデ

ータ詳細ページ及び仕様書に明示することとします。防災上の安全・安心の観点から、



お客様が当社の独自予報（特定向け）を第三者に提供する場合は、お客様と契約関係

を結ぶ特定の利用者に限られることに同意するものとします。 

2．お客様は、独自予報（特定向け）を第三者に提供する場合は、第三者との契約時に

別途定める一般利用者保護策ガイドラインに従うものとします。その他、独自予報（特

定向け）に関して、本サイトのデータ詳細ページ及び仕様書に記載する注意事項にお

客様は同意するものとします。 

 

第１２条 禁止事項 

1．お客様は、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)  本規約等に基づく権利の第三者への譲渡、承継、貸与又は再許諾並びにかかる権

利を担保に供する行為 

(2) 当社若しくは第三者の著作権、特許権、商標権等の知的財産権その他の権利・利

益を侵害し又は侵害するおそれのある行為 

(3) 短時間での多数アクセスなど、当社の所有するサーバーの CPU プロセス、メモリ、

又はネットワーク回線に過度の負荷をかけ、他の利用者の本サービス利用を妨げる行

為 

(4) 本サービスを利用するための ID 及びパスワードの不正な使用 

(5) 本サービスのサーバー及び気象データにアクセスするための URL 等の不正な使

用 

(6) 法律、命令、処分、その他の規則に違反する行為 

(7) 他人を誹謗中傷し又は他人に迷惑、不利益を与える行為 

(8) 本サービスを通じて配信されるデータを二次配信（複製し、お客様以外の第三者

へ配布、販売）する行為 

(9) 本サービスで提供する独自予報（特定向け）を不特定多数の第三者に提供する行

為 

(10) 第１０条第 2 項に定める利用範囲以外のデータの利用 

(11) 本サービスの運用を妨げる行為。 

(12) その他、本サービスの利用について、当社が極めて不適当と判断する行為 

2．お客様及び当社は、本規約等に基づき知り得た本サービスに関する情報（公知のも

のを除く。）を、相手方からの事前の書面による承諾を得ることなく、第三者に開示又

は漏洩しないものとします。本項に記載する義務は、本サービスの利用終了後も 3 年

間存続するものとします。 

3．当社は、お客様が第 1項各号若しくは前項のいずれかに違反することが判明した場

合、違約金として、お客様が当該違反行為を行うことなく正当な利用をしていれば当

社が本来得られるはずであった本サービスの利用料金相当額を、お客様に対し、請求

することができるものとします。 



4．当社は、お客様が本サービスの利用料の支払いを怠った場合又はお客様の行為が第

1 項各号若しくは第 2 項に違反し若しくは違反するおそれがあると判断する場合、直ち

に当該行為の防止対応又は第 1 項各号若しくは第 2 項に該当し、該当するおそれのあ

る行為に関連するデータを削除し、若しくは本サービスの提供を停止する等の、当社

が適切と判断する措置を講じることができるものとします。また、当社は、これらの

措置とともに又は措置に代えて、お客様に対し、当該行為の差止め及びデータ削除等

の適切な措置を講じるよう要請することができるものとし、この場合において、お客

様はかかる要請に応じるものとします。 

 

第４章 サービスの稼動及び責任に関する規定 

第１３条 保守 

1．当社は、本サービスで提供する気象データを配信するシステムを 24 時間 365 日稼

働させるために適切で合理的な設備を用います。ただし、以下の事由に該当する場合、

お客様に事前に通知することなく、本サービスの一部若しくは全部を中断又は停止す

ることがあります。 

(1) 本サービスに関するシステムの保守点検等の作業を定期的に又は緊急に行う場合 

(2) 本サービスに関するシステムに故障等が生じた場合 

(3) 停電、火災、地震、その他不可抗力により本サービスの提供が困難な場合 

(4) 本サービス用のサーバーに関する電気通信事業者、サーバー運営会社又はデータ

センター運営会社等の役務が提供されない場合 

(5) 本サービスの気象データに関するデータ提供元の役務が提供されない場合 

(6) お客様が本規約等に違反した場合 

(7) その他、運用上又は技術上の相当な理由がある場合 

2．当社は、システムの定期的な保守点検若しくは更新等により、本サービスの一部若

しくは全部を中断又は停止することを事前に知っている場合は、その旨をお客様に事

前に通知するものとします。 

3．当社は、お客様の本サービスに関する障害報告に対し、以下の時間内に受付を行う

ものとします。 

 ・当社の休業日を除く、月曜日から金曜日までの 9:00～17:30 

4．前項のお客様による障害報告は、本サイトに記載するお問い合わせ用の連絡先宛に

連絡する方法で行うものとします。 

 

第１４条 免責事項 

1．当社は、本サービスから配信した気象情報の内容のために発生したいかなる損害に

ついても、お客様又は当該気象情報に基づきお客様から情報提供を受ける第三者に対

して責任を負わないものとします。 



2．当社は、本サービスの配信システムの障害等により気象情報の配信が遅延又は欠落

したために発生したいかなる損害についても、お客様又は当該気象情報に基づきお客

様から情報提供を受ける第三者に対して責任を負わないものとします。 

3．お客様は、本サービスが配信する気象情報に基づき第三者に対し情報提供する場合

は、前 2 項の事由により損害が発生した場合においても、第三者から当社に対し損害

賠償の請求を行わない旨を、情報提供を開始するに先立ち明らかにしておくものとし

ます。 

4．本サービスを通じて配信する防災及びその他の気象情報について、当社はこれらの

気象情報に関する正確性、完全性、適時性、有用性並びに将来の結果について保証す

るものではなく、また、如何なる責任も負わないものとします。 

5．当社は、次の事由によりお客様に発生した損害等について、債務不履行責任、不法

行為責任及びその他の法律上の請求原因の如何を問わず、責任を負うものではないも

のとします。 

(1) お客様利用環境等に起因する本サービスの不具合等 

(2) コンピューターウィルス対策ソフトによっても検知されなかったコンピューター

ウィルスの本サービス用サーバーへの侵入並びに善良なる管理者の注意をもってして

も防御し得ない本サービス用サーバーへの第三者による不正アクセス、アタック又は

通信経路上での傍受 

(3) 本サービスとは直接関係しない他のサービス、ソフトウェア、システム及び機器

類等に起因する本サービスの不具合等 

6．当社は、前各項の他、天災、公衆通信回線若しくは諸設備の故障又はその他当社の

責に帰することのできない事由によりお客様が被った損害並びに本サービスを通じて

配信する防災及びその他の気象情報に基づいた行為において発生した如何なる生命、

身体、財産上の損失または損害について、全ての求償の責を負わないものとします。 

 

第１５条 不可抗力 

お客様又は当社が、天災、戦争、暴動、政府機関等の行為、火災、洪水、伝染病、検

疫による制限及び禁輸措置並びにその他の制御不能な事由により本規約等につき履行

遅滞、履行不能若しくは不完全履行等となっても、相手方に対し如何なる責任も負わ

ないものとします。 

 

第１６条 損害賠償 

1．当社が、本規約等に違反する行為又は不正若しくは違法な行為によってお客様に損

害を与えた場合は、故意又は重過失がある場合に限り、お客様が直接かつ現実に被っ

た通常の損害を賠償する責任を負うものとします。 

2．お客様が、本規約等に違反する行為又は不正若しくは違法な行為によって当社に損



害を与えた場合は、当社に対しその損害（弁護士費用を含むが、これに限られないも

のとします）を賠償する責任を負うものとします。 

 

第５章 暴力団等反社会的勢力の排除 

第１７条 暴力団等反社会的勢力ではないこと等に関する表明 

お客様及び当社は、相手方に対し、現在及び将来において、自ら又はその代表者、役

員、責任者若しくは実質的に経営権を有する者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・

団体、総会屋、社会運動・政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等その他の反社会

的勢力（これらを総称して、以下、「暴力団等反社会的勢力」といいます。）でないこ

と、また、反社会的勢力と関与していないことを表明し、保証します。 

 

第６章 サービスの終了に関する規定 

第１８条 お客様からの申出によるサービスの利用の停止等 

1．第 3 条及び第 4 条に定める会員登録を行ったお客様は、本サイトを通じて解約手続

きを行うことで、本サービスの利用を終了することができるものとします。尚、解約

日が月の途中であっても、解約日が属する月末までの利用料を請求いたします。 

 

第１９条 利用制限及びサービスの終了 

1．当社は、次の各号のいずれかに該当する事象が生じたときは、相当の期間を定めた

催告をし、催告期間が満了しても違反が是正されない場合、本サービスの利用を終了

することができるものとします。 

(1) お客様が本規約等に違反したとき 

(2) 有料会員のお客様が第６条（対価）の規定に違反し対価の支払い義務を履行しな

いとき 

2．お客様及び当社は、相手方が次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、

何らかの催告を要することなく、直ちに本サービスを終了できるものとします。 

(1) 営業停止、営業許可の取消し等の処分を受けたとき 

(2) 破産開始手続、民事再生開始手続又は会社更生開始手続の申立てがあったとき 

(3) 差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行又は公租公課の滞納処分を受けたとき 

(4) 支払停止又は支払い不能に陥ったとき若しくは手形が不渡りとなったとき 

(5) 解散、合併又は営業の全部若しくは重要な一部の譲渡を決議したとき 

(6) 第１７条の規定に反し、暴力団等反社会的勢力に属すると判明したとき 

3．当社は、本サービスの取り扱いを中止する場合は、取り扱い中止日の 3 ヶ月前まで

にお客様に対し通知するものとし、この場合、当該通知で定められた日（当該通知に

おいて定められていない場合には、当該通知の発行日から 3 ヶ月を経過した日）をも

って本サービスの取り扱いを中止して、本サービスを中途終了することができるもの



とします。 

 

第２０条 サービス終了後 

第４条に定める有料サービス登録を行ったお客様は、第１８条（お客様からの申出に

よるサービスの利用の停止等）の規定により利用を終了した後、又は第１９条（利用

制限及びサービスの終了）の規定によりサービスが終了した場合であっても、第６条

（対価）に定める本サービス利用料につき、未納となっている対価を当社に支払わな

ければなりません。 

 

第７章 その他一般条項 

第２１条 個人情報の取扱い 

当社は、本サービスの利用によって取得するお客様の個人情報については、当社「個

人情報保護方針」に従い適切に取り扱うものとします。 

 

第２２条 管轄裁判所 

本規約等は、日本の法令の適用を受け、日本国法に基づき解釈されるものとします。

また、本規約等に関し、お客様と当社の間に紛争が生じたときは、当社の本店所在地

を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることを、お客様及び当

社はあらかじめ合意するものとします。 

 

第２３条 協議事項 

本規約等に定めのない事項及び解釈摘要について疑義を生じた場合は、お客様及び当

社が信義誠実の原則に従って協議するものとします。 

 

 

2021 年 2 月 1 日改定 

2022 年 11 月 1 日改定 

 


