
ソフトウェアの使用について 
 

 

 それって海賊版？ 

 無償や安価で提供されている商用ソフトウェアは 

 危険です！！ 

               この音楽も海賊版？ 

             音楽や映画などを無料で入手できるソフト 

             ウェアは危険です！！ 

 多額の損害賠償？ 

 ソフトウェアの不正使用のために多額の損害賠償 

 を個人や大学に請求されます！！ 

 

海賊版/偽造版には手を出さない 

☛ソフトウェア（Microsoft Windows、Microsoft Office、Adobe Photoshop、Adobe Illustrator等

の様々なソフトウェア）の不正使用とは、著作権で保護されたソフトウェアや音楽・映画などの

不正なコピー、ダウンロード、共有、販売、配布、使用等です。 

☛ソフトウェアは、正規品を正しい流通経路（正規販売代理店、メーカー直販等）で入手して下さい。

正規品と確認できない場合は、直ちに使用を中止して下さい。 

☛海賊版や偽造版はインターネット上でも多く取引されており、最近では大手ショッピングサイト

で販売され被害が出ているとの報道もありますので注意して下さい。販売されているソフトウェ

アが無制限、無償あるいは著しく安価で提供されることは一般的にはありえません。 

☛ソフトウェア自体ではなく、ライセンスキー（プロダクトキーやシリアルナンバー等）を不正に販

売しているケースも、オークションサイトを中心に被害が報告されていますので注意して下さい。 

☛P2Pソフト（ファイル共有：emule、Bittorrent、Xunlei等）やオンラインストレージサービス等

を使い、非正規のソフトウェアを共有することも不正使用です。 

☛ソフトウェアの不正使用は全世界で確認されておりますが、著作権侵害に対する意識、入手のしや

すさ、文化的な相違などで、認識に地域差があります。自国流の誤った認識で不正使用を行わな

いよう注意して下さい。 

ソフトウェアの使用時にはライセンス契約書を確認 

☛正規のソフトウェアであっても、ライセンス契約書で定められている使用範囲、使用方法、使用期

限等に反した使用は不正使用です。必ず契約内容を確認して下さい。 

☛母国で使用していたソフトウェアであっても、東北大学では不正使用になる場合があります。契約

内容を確認し、不正使用に該当する場合は、直ちに使用を中止して下さい。 

 

分からないことがあれば、下記まで連絡してください。 

････････････････････ 

東北大学 情報シナジー機構 

情報基盤運用室 共通基盤システムグループ（情報部 情報推進課 共通基盤係） 

E-Mail:cominf@grp.tohoku.ac.jp 



Software Usage 
 

Is that pirated? 

Beware of commercial software offered for free or at a discount!   

Is this music pirated too? 

Beware of software that allows you to acquire music or 

movies for free!   

I can get fined? 

Using pirated software can lead to high fines for the individual 

using it and the university!   

 

Do not use pirated/bootlegged products. 

☛ Do illegally use unlicensed software (e.g. Microsoft Windows, Microsoft Office, Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator etc.). Do not illegally copy, download, share, sell, distribute, or use copyrighted 

software, music, video, etc. 

☛ Please acquire legitimate copies of software through reputable distributors (official distributors, 

directly from the maker, etc.). If you cannot confirm that your software is legitimate, stop using it 

immediately. 

☛ Pirated or bootlegged versions are often sold on the Internet. They are sometimes even sold on 

major online stores, so please be careful. In general, beware of commercial software distributed 

for free, or very cheaply, without any built-in limitations. 

☛ Sometimes license keys (product keys, serial numbers, etc.) are sold illegally, often on auction 

sites, instead of the software itself. 

☛ Using peer-to-peer file-sharing clients (emule, Bittorrent, Xunlei etc.) or online storage services to 

share unlicensed software is also illegal. 

☛ Illegal software usage occurs all over the world, but there are regional differences in awareness 

of copyright violation, ease of acquisition, and culture. Please be aware that your own 

understanding of what constitutes illegal or fair usage may be mistaken. 

Check the software's license before using it 

☛ Even if the software is licensed, using it in a manner inconsistent with the scope, method, or 

period of use stipulated in the license is illegal. Always read the license. 

☛ Software that you were using in your own country may not be licensed for university use. Check 

the software's license, and stop using it immediately if using it here violates the terms of the 

license. 

 

Please contact us if you have any questions 

Tohoku University Information Synergy Organization 

Common Infrastructure System Group 

Information Infrastructure Operation Room 

Information Synergy Organization 

(Informatization Division, Information Department) 

email: cominf@grp.tohoku.ac.jp 
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