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 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 Online Education Terms of Use

Enacted on April 1, 2016

These Terms of Use establish matters that the University of Tokyo (“UTokyo”)
wishes the users of the UTokyo Online Education website (“Website”) and the lecture
materials, attachments to those, and lecture videos (“Materials”) provided through the
Website confirm and observe in using the Website and Materials. The UTokyo Online
Education website refers to the websites for online education projects (including similar
media developed in the future) run by UTokyo, such as UTokyo OpenCourseWare,
UTokyo-eTEXT, and UTokyo Online Course catalogue. When each website of UTokyo
OE has its own Terms of Use, please comply with them. To use MOOC (massive open
online courses) provided by UTokyo on platforms such as edX and Coursera, please
comply with the Terms of Use of each platform.
By using the Website and the Materials, the users are deemed to have agreed to
observe these Terms of Use.

1 Ownership of Rights
(1)
(2)

The copyright of the Website will be owned by the University of Tokyo.
The copyrights in the Materials will be, in principle, owned by UTokyo and the

lecturers in charge of the lectures at UTokyo who prepared the relevant Materials
(“UTokyo’s Lecturers”). The Materials, however, may include those in the public
domains or copyrighted works of third parties that t UTokyo publishes upon obtaining a
license to use such copyrighted works, and the copyrights in such copyrighted works of
third parties will belong to the relevant third parties.
(3)

The University of Tokyo will not assign any copyright, patent right, utility model

right, design right, trademark right, or other intellectual property right in the Materials to
any user, nor will it grant to any user any license to use any of the foregoing rights.
(4)

UTokyo retains the right to add, delete, and amend the content and address of

the Website and the Materials, including these Terms of Use, at any time without notice
to the users.

2 License and Limitation on Use
(1)

UTokyo authorizes the users, subject to these Terms of Use, to use the Materials

exclusively for non-commercial and educational purposes in any country without
charge, in accordance with the provisions presented at the beginning of the Materials.
(2)

The users are expected to use the Materials in accordance with the provisions

presented at the beginning of the Materials, and may not use them in any manner that
infringes on the copyright of the Materials.
(3)

The users will give consideration to the personal interests of UTokyo and the

UTokyo’s Lecturers, and may not use the Materials in any manner that will harm the
honor or reputation of those.
(4)

When providing the Materials to a third party, the users must require the third

party to observe these Terms of Use, and the users may not add, delete, or amend any
or part of these Terms of Use.
(5)

The users may not use names such as “東京大学”, “東大”, “The University of

Tokyo”, “UTokyo”, “UTokyo Online Education” , “UTokyo OE”, “UTokyo
OpenCourseWare”, and “UTokyo OCW”, any other representations displaying UTokyo,
or names of UTokyo’s Lecturers, in any copyright notice other than the credits
presented at the beginning of the Materials, without written approval of UTokyo.

3 Disclaimer
(1)

The University of Tokyo and the University of Tokyo’s Lecturers will try to assure

that the accuracy, completeness and quality of the Materials are consistent with the
academic standards required from the University of Tokyo. The University of Tokyo
and the University of Tokyo’s Lecturers, however, will make no warranty with respect to
the Materials, express or implied, including, without limitation, warranties of accuracy,
completeness, quality, fitness for a particular purpose, merchantability, and noninfringement of rights.
(2)

The University of Tokyo and the University of Tokyo’s Lecturers will not be liable

for damages of any kind, under any circumstances.

4 Severability
(1)

If any provision of these Terms of Use is held invalid or unenforceable under

laws of any country other than Japan, it will not affect the validity or enforceability of the

remainder of these Terms of Use, and such provision will be amended to the minimum
extent necessary so that it will become valid and enforceable.
(2)

Even in the event stipulated in Section 4(1), such invalidity or unenforceability will

not affect these Terms of Use in any country other than the relevant country.

5 Termination
(1)

The license stipulated in Section 2(1) will be effective until the expiration of the

copyright protection period with respect to all copyrighted works contained in the
Materials that are used by the users.
(2)

Notwithstanding the provision of Section 5(1), if any user breaches these Terms

of Use, the license stipulated in Section 2(1) will be terminated immediately at the time
of such breach. As for persons who have received all or part of the Materials or
derivative works arising from the Materials from such user, the license stipulated in
Section 2(1) will continue to subsist in relation to such persons as long as such persons
observe these Terms of Use.
(3)

The provisions of Section 2(2) to 2(5), 3, 4 and 6, survive the termination of the

license stipulated in Section 2(1).

6
(1)

Governing Law and Jurisdiction
These Terms of Use will be governed by and be construed in accordance with

the laws of Japan.
(2)

It is agreed that the Tokyo District Court has the exclusive jurisdiction for the first

instance over any dispute arising in relation to these Terms of Use.

