平成27年度学融合レクチャー シラバス

科目名称Subject Name

必須

履修年度Academic Year
開始時期Lecture starts at
開講期間Lecture period
単位数Credit
授業形態Class methods

必須
必須
必須
必須

科目の概要Outline

学融合レクチャー：科学技術倫理と知的財産権I
Ethics of Science and Technology, and Intellectual Property I
2015
■前期1st semester／□後期 2nd semester （チェックボックス） 記 （
）
□半期Half year／□通年Whole year ／■集中 intensive course （チェックボックス）
■1／□2／□4／□8／□その他
■講義lectures／□演習seminar／□実験experiments／□実習practical training／□実技skills practice （チェックボックス）
本講義は、研究を適切にすすめるための知識を提供する教育プログラムです。研究成果物に加えられるデータ捏造や改ざん
などの行為に起因する社会問題において、研究者に対して社会的責任が問われています。その不適切な行為に対して、研究者
の倫理的な面の指摘がなされ、掲載論文の撤回や研究成果を無にする事態を招いています。本講義は、研究に求められる科学
技術倫理と研究成果物の知的財産権とのかかわりに着目して解説します。
「科学技術倫理と知的財産権I」は、研究の倫理的な対応から、研究に関する法体系、研究成果物（論文、発明、ソフトウェア）の
知的財産法の間における権利の帰属の違い、研究成果物に関するリスク管理までを解説します。

This lecture is an education program offering knowledge for the pertinent advancement of research. In regards to social issues
必須 that stem from acts of additional data fabrication and alteration, research results put a social responsibility on researchers.
Their ethics are called out regarding these inappropriate acts, inviting a situation where the retraction of published articles and
research results are made null. This lecture gives attention to and comments on the relation between the ethics of science and
technology and the intellectual property rights of research results.
“Ethics of Science Technology, and Intellectual Property Right I” explains from the ethical response of research to the legal
structure related to research, the difference of the ownership o of rights in the Intellectual Property Law among the results of
research (copyrighted work, invention, software) and the risk management related to the results of research.

研究成果物を正当に評価するための知識の提供
Providing knowledge to appreciate research results
講義目的Purpose

必須

研究の適正にすすめるための倫理と法規の理解
Understanding of ethics and law in order to promote proper research
到達目標Attainment target

必須

科学技術倫理と知的財産権 I
2015年8月31日（月） 10:15～15：45
① 研究と倫理綱領（児玉晴男）
② 科学・技術と法I（平田光司）
③ 科学・技術と法II（平田光司）
2015年9月1日（火）10:15～17：30
④ 論文と著作権の帰属I（児玉晴男）
⑤ 論文と著作権の帰属II（児玉晴男）
⑥ 発明と特許権の帰属I（加藤 浩）
⑦ 発明と特許権の帰属II（加藤 浩）
2015年9月2日（水） 10:15～15：45
⑧ 営業秘密（加藤 浩）
⑨ 不正競争の防止（加藤 浩）
⑩ 研究とリスクマネジメント（児玉晴男）

各回ごとの授業内容Contents

必須

準備学習についての具体的指示Homework

必須

使用言語Language

Ethics of Science and Technology , and Intellectual Property I
10:15-15：45, Monday, August 31, 2015
Research and Codes of Ethics (Haruo KODAMA)
Science, Technology and Law I (Kohji HIRATA)
Science, Technology and Law II (Kohji HIRATA)
10:15-17：30, Tuesday, September 1, 2015
Research Paper and Ownership of Copyright I (Haruo KODAMA)
Research Paper and Ownership of Copyright II (Haruo KODAMA)
Invention and Ownership of Patent I (Hiroshi KATO)
Invention and Ownership of Patent II (Hiroshi KATO)
10:15-15：45, Wednesday, September 2, 2015
Trade Secret (Hiroshi KATO)
Prevention of Unfair Competition (Hiroshi KATO)
Research and Risks Management (Haruo KODAMA)

予備知識を求めていない。
None
■日本語 Japanese/□英語English/□その他Others(

）

合否
講義における発表・討議などの取組みの総合的に評価
Complete or Failure
Comprehensive assessment based on involvement in lectures, including presentations and discussions
なし None

成績評価方法・基準Grades

必須

関連科目・履修条件Relation Subject

必須

対象学年Appropriate grade level

必須 □1 1st／□2 2nd／□3 3rd／□4 4th／□5 5th grade／■全て All （チェックボックス）
科学技術倫理と知的財産権 I 基礎編
2015年8月31日（月） 10:15～15：45
2015年9月1日（火）10:15～17：30
2015年9月2日（水） 10:15～15：45

スケジュールLecture Schedule

必須 Ethics of Science and Technology , and Intellectual Property I. Elementary Course
10:15-15：45, Monday, August 31, 2015
10:15-17：30, Tuesday, September 1, 2015
10:15-15：45, Wednesday, September 2, 2015
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実施場所Location
教科書Textbook
参考文献Lecture materials
キーワードKeyword

放送大学東京文京学習センター
The Open University of Japan, Tokyo Bunkyo Study Center
なし
必須
None
知的創造サイクルの法システム 東京
必須
Law Systems of Intellectual Creation Cycles The Society for the Promotion of the Open University of Japan Tokyo 2014
研究不正、倫理、法、著作権、特許、営業秘密
必須 Injustice of research activities, Ethics, Law, Copyright, Patent, Trade Secret
先導科学研究科生命共生体進化学専攻 教授 平田光司
文化科学研究科メディア社会文化専攻 教授 児玉晴男
日本大学大学院知的財産研究科 教授 加藤浩
必須

School of Advanced Sciences, Department of Evolutionary Studies of Biosystems, Professor, Kohji HIRATA
School of Cultural and Social Studies, Department of Cyber Society and Culture, Professor, Haruo KODAMA
Nihon University, Graduate School of Intellectual Property, Professor, Hiroshi KATO

備考Note

必須

科目担当教員Lecturer
担当教員の連絡先

必須 児玉晴男
kodama@ouj.ac.jp
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