
UTokyo Online Education 利用条件 

2016 年 4 月 1 日 制定 

 

この利用条件は、東京大学が、UTokyo Online Education ウェブサイト（以下

「UTokyo OE」という。）ならびに UTokyo OE を通じて提供する講義資料（付属資料を

含む、以下同じ。）および講義映像（以下「本資料」という。）を利用する際に、利用者

の皆様に確認、遵守していただく事項などを記載したものです。UTokyo Online 

Education ウェブサイトとは、UTokyo OCW （OpenCourseWare）、UTokyo-eTEXT、東

京大学授業カタログ等、東京大学が行うオンラインエデュケーション事業に係るウェブ

サイト（今後開発される同様の媒体を含む。）をいいます。UTokyo OE の各ウェブサイ

トに別に利用条件が定められている場合には、そちらの利用条件に従ってください。 

また、edX、Coursera 等のプラットフォームにて提供される東京大学の MOOC 型講義

を利用する際は、各プラットフォームの利用条件に従ってください。 

UTokyo OE ならびに本資料を利用する場合は、この利用条件を遵守することを

承諾したものとみなされます。 

１ 権利の帰属 

(1)  UTokyo OE の著作権は、東京大学に帰属します。 

(2)  本資料の著作権は、原則として、東京大学および東京大学において講義を担

当し、本資料を作成した講師（以下「講師」という。）に帰属します。ただし、本資料の

中には、パブリックドメインとなっているものや東京大学が利用許諾を受けて掲載する

第三者の著作物が含まれていることがあり、この第三者の著作物の著作権は、当該

第三者に帰属します。 

(3)  東京大学は、本資料の著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、その他

の知的財産権を利用者に譲渡したり、その利用を許諾したりするものではありませ

ん。 

(4)  東京大学は、利用者への通知なしに、いつでもこの利用条件を含む UTokyo 

OE および本資料の内容、アドレスを追加、削除、変更する権利を保持します。 

２ 利用の許諾および利用の制限 



(1)  東京大学は、この利用条件を遵守することを条件として、利用者に対し、あらゆ

る国において、無償で、非営利的かつ教育的な目的に限って、本資料を本資料の冒

頭にて提示される定めに従って利用することを許諾します。 

(2)  本資料の利用にあたっては、本資料冒頭にて提示される定めに従わなければ

ならず、本資料の著作権を侵害する形で利用することはできません。 

(3)  利用者は、東京大学および講師の人格的利益に配慮し、東京大学および講師

の名誉または声望を害する方法で、本資料を利用することはできません。 

(4)  利用者は、本資料を第三者に提供する場合には、第三者にもこの利用条件を

遵守させなければなりません。また、この利用条件の全部または一部を削除したり、

追加、変更したりすることはできません。 

(5)  利用者は、本資料の冒頭にて提示されるクレジット表示以外には、東京大学の

書面による承諾を得ることなく、「東京大学」、「東大」、「The University of Tokyo」、

「UTokyo」、「UTokyo Online Education」、「UTokyo OE」、「UTokyo 

OpenCourseWare」、「UTokyo OCW」等の名称、その他東京大学を示す表示、講師の

氏名等を使用してはなりません。 

３ 免責 

(1)  東京大学および講師は、本資料の内容が東京大学に求められるべき学術的水

準に見合う正確性、完成度、品質が確保されるよう努めます。しかしながら、東京大

学および講師は、本資料の正確性、完成度、品質、特定の目的への適合性、商業化

の可能性、権利の非侵害性その他の事項について、明示、黙示の別を問わず、一切

保証するものではありません。 

(2)  東京大学および講師は、いかなる場合であっても、損害賠償その他、一切の責

任を負うものではありません。 

４ 無効等の規定の不影響 

(1)  この利用条件の規定の一部が、日本国以外の国の法律によって、無効または

執行不能とされた場合であっても、当該部分を除く規定の有効性および執行可能性

には影響しないものとします。また、この無効または執行不能とされた規定が、有効

かつ執行可能なものとなるのに必要な最低限度の修正が加えられるものとします。 

(2)  ４-(1)の場合であっても、当該国以外の国においては、この利用条件にいかな

る影響も生じないものとします。 



５ 終了 

(1)  ２-(1)に規定する利用許諾は、利用者が利用する本資料に含まれる著作物の

すべての著作権の保護期間が満了するまでとします。 

(2)  ５-(1)にかかわらず、利用者がこの利用条件に違反した場合には、違反の時点

をもって２-(1)に規定する利用許諾を直ちに終了するものとします。ただし、当該利用

者から本資料の全部若しくは一部、またはこれらの二次的著作物を受領した者につ

いては、その者がこの利用条件を守る限りにおいて、その者に対する２-(1)に規定す

る利用許諾は存続するものとします。 

(3)  ２-(1)に規定する利用許諾が終了した場合であっても、２-(2)から２-(5)、３、４な

らびに６は、なお有効に存続するものとします。 

６ 準拠法および管轄 

(1)  この利用条件については、日本国の法律を準拠法とし、日本国の法律に基づ

いて解釈されるものとします。 

(2)  この利用条件に関する一切の紛争については、東京地方裁判所を第１審専属

的合意管轄裁判所とします。 

 

 

 



UTokyo OCW 利用条件 

2005 年 5 月 15 日制定 

2012 年 10 月 1 日改正 

2014 年 3 月 18 日改正 

2016 年 4 月 1 日改正 

2018 年 8 月 10 日改正 

東京大学が、UTokyo OCW （OpenCourseWare）（ウェブサイト（以下「本ウェブサ

イト」という）ならびに本ウェブサイトを通じて提供する講義資料及びその付属資料な

らびに講義映像（以下「本資料」という）を利用する際は、別に定める UTokyo Online 

Education 利用条件を遵守してください。 

本ウェブサイトならびに本資料を利用する場合は、この利用条件ならびに

UTokyo Online Education 利用条件を遵守することを承諾したものとみなされます。 

 

附則 

  この利用条件は、2012 年 10 月 1 日から施行します。一部例外を除いて 2012 年 9

月 30 日までに開講された講義についての資料等における著作物の利用制限は、以

下の「著作権の制限を示すマークについて」を参照してください。 

 

附則 

  この利用条件は、2014 年 3 月 18 日から施行します。 

 

附則 

  この利用条件は、2016 年 4 月 1 日より施行します。一部例外を除いて 2016 年 3

月 31 日までに開講された講義についての資料等における著作物の利用制限は、本

資料冒頭にて提示される「本資料のご利用にあたって」を参照してください。 



附則 

  この利用条件は、2018 年 8 月 10 日から施行します。 



著作権の制限を示すマークについて 
About the mark to show the limitation on use of the copyrighted works  

一部の例外を除き、2012年9月30日までに開講された講義についての資料等
には、次のマークが付されています。 
With some exceptions, the following mark is attached to the Materials which 
lectures were given on or before September 30, 2012.  
 

マーク the mark： ‡ 
 
上記のマークが付してある著作物は、第三者が有する著作物ですので、同著
作物の再使用、同著作物の二次的著作物の創作等については、著作権者より
直接使用許諾を得る必要があります。 
The figures, photos and moving images with the ‡ marks attached belong to 
their copyright holders. Reusing or reproducing them is prohibited unless 
permission is obtained directly from such copyright holders. 
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