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発明および秘密保持に関する誓約書の記入方法 

 

 内容を確認の上、同意頂ける場合は、以下に従い記入し、原本 1 通を産学官研究推進センターまで送
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学校法人早稲田大学 理事長 殿 

研究責任者 殿 

 

発明および秘密保持に関する誓約書 
 

 

私は、学校法人早稲田大学（以下「大学」といい

ます）に対し、第１条に記載の研究室（以下「研究

室」といいます）における研究活動に参画、協力ま

たは関与するにあたり、大学の使命の一つである社

会貢献としての産学連携活動の円滑な遂行に積極的

に賛同し協力することを誓い、以下の事項に同意し、

それを遵守することを誓約いたします。 

 

第１条（研究題目･内容） 

 私は、下記研究（以下、「本研究」という）の活動

に参画、協力または関与します。 

（研究室名） 

（研究題目） 

（研究内容） 

（研究期間）  年 月 日～  年 月 日 まで 

（研究責任者）   学術院  （教 員 氏 名）       

 

第２条（研究成果の帰属） 

 私は、本研究に参画、協力または関与し、その過

程で創出される研究成果（以下、本研究成果という）

に私が寄与した場合、本研究成果（知的財産、知的

財産権および成果有体物を含む）の取り扱い（権利

の帰属、発明者への実施補償を含む）については、

大学の職務発明規程および成果有体物の取り扱いに

関する規程を適用し、原則として、同規程による職

務発明等および成果有体物として取り扱われること

に同意します。 

 

第３条（秘密保持の誓約） 

 私は、次に示される技術上または営業上の情報（以

下「秘密情報」という）について、研究責任者の許

可なく、如何なる方法をもってしても、開示、漏洩

もしくは使用しないことを約束致します。 

（１） 本研究および研究成果に関する情報。 

（２） 研究室がその都度関係する第三者の秘密情報。 

（３） 研究室により秘密情報として指定された情報。 

（４） 以上の他、研究室が特に秘密保持対象として

指定した情報。 

 

２ 前項の規定にかかわらず、以下の項目に該当す

ることを私が証明できる個人情報以外の情報は「秘

密情報」から除かれるものとします。 

 

（１） 研究室から開示された時点で、既に公知であ

ったもの。 

（２） 研究室から開示された後、私の責によらない

で公知になったもの。 

（３） 第三者から、開示の制限なく正当に入手した

もの。 

（４） 私が研究室から開示された時点で、既に研究

室以外の第三者から開示されていたもの。 

（５） 秘密情報によらず私が独自に開発したもの。 

 

第４条（秘密の報告） 

私は、秘密情報について、その創出または得失に

関わった場合には直ちに研究室に報告し、研究成果

が含まれる場合は、本研究成果として第２条に従っ

て取り扱われることに同意します。 

 

第５条（離籍後の秘密保持） 

 私は、研究室に在籍中のみならず離籍後において

も、秘密情報を開示、漏洩もしくは使用しないこと

を約束致します。 

 

第６条（損害賠償） 

 私は、本誓約に違反して、研究室の秘密情報を開

示、漏洩もしくは使用した場合、法的な責任を負担

するものであることを確認し、これにより大学が被

った一切の損害を賠償することを約束致します。 

 

 

   年   月   日 

 

大学院専攻名／学部学科名／所属等: 

 

 

学籍番号／教職員番号等: 

 

 

氏名:                   印 

 

                   

 

お問合せ 産学官研究推進センター（承認 TLO） 

電話: 03-5286-9867（79-2073） 

E-Mail:  contact-tlo@list.waseda.jp 

大学管理番号： 

研究責任者のもと研

究を行う研究室名を

記載してください。 

参画する研究の題

目を記載してくださ

い。共同研究や受

託研究の場合は、

その題目を記載し

てください。 

研究題目の中で、署

名者が行う予定の研

究内容を簡潔に記載

してください。 

参画する予定の期

間を記載して下さ

い。共同研究や受

託研究の場合は、

その契約期間が最

長となります。 

研究の指導、監督

を行う研究責任者

の先生の所属、役

職、氏名を記載して

下さい。 

内容に同意し、署

名・捺印をした日を

記入してください。 

早稲田大学におけ

る所属学科／専攻

／研究所等を記入

してください。 

自署、押印してください。 



April, 2013 

Research Collaboration and Promotion Center 

 

InstructIons for “oath of InventIon and confIdentIalIty” 

 

 Please send one original oath to “産学官研究推進センター(Research Collaboration and Promotion 

Center)”.  Center will send two copies back to file for the Principal Investigator and the signee. 

 
Waseda University President 

Principal Investigator 

 

Oath of Invention and Confidentiality 

 

I, the undersigned, hereby agree and take an oath that I will give full 

support to and cooperate with Waseda University (hereinafter referred 

to as “University”) in the full and harmonious performance of its social 

contributions as academic mission in the field of academic/industry 

relationships in the course of my participating in, cooperating on or 

being involved with or engaged in the Research Laboratory as set 

forth in Article 1 and that I will agree and comply with as follows. 

 

Article 1  (Research Project) 

I will participate in, cooperate on or be involved with the research 

project (hereinafter referred to as “Project”). 

(Research Laboratory)  

(Title of the Project)  

 

(Contents of the Project)  

 

(Term of the Project)           to  

(Principal Investigator)    

 

Article 2  (Ownership of the Result) 

I agree that in the event a research result is created in the Project 

(hereinafter referred to as “Result”) to which I will have made a 

contribution in the course of my participating in, cooperating on or 

being involved with the Project, the ownership of the Result, including 

but not limited to, intellectual properties, the rights thereof and the 

tangible properties and materials, and the compensation to inventor 

shall be deemed subject to the rule “Waseda University Job Invention 

Regulations (Rule No. 04-29 enacted on Nov 29, 2004)” and “Waseda 

University Rules for Handling Tangible Research Property (Rule 

No.12-80 enacted on Nov 23, 2012)”. 

    

Article 3  (Covenant to not disclose Confidential Information) 

1  I covenant that without the prior written permission of the Principal 

Investigator, I will in no way disclose, divulge, disseminate or use the 

technical or business information, as hereinafter set forth, (hereinafter 

referred to as “Confidential Information”),  

(1) the information relating to the Project and the Result, 

(2) the confidential information of any third party which the Research 

Laboratory will, from time to time, cooperate with or collaborate with or 

be sponsored by in the course of conducting the Project, 

(3) the information indicated and identified as“ Confidential Information” 

by the Research Laboratory, or 

(4) in addition to the information above set forth, the information in 

particular indicated and identified as “confidential” by the Research 

Laboratory. 

 

2  Notwithstanding the above Paragraph 1 of this Article, the 

Confidential Information shall not include information except personal 

information that I can demonstrate: 

(i) is already known to the public at the time of disclosure by the 

Research Laboratory, 

(ii) becomes published or otherwise publicly available through no 

breach of this Oath by me, 

(iii) I lawfully learn from a third party without any restriction of 

disclosure,  

(iv) has been in my possession at the time of the disclosure by any 

third party except personal belonging to the Research Laboratory, or 

(v) may be subsequently developed independently by me without 

reference to the Confidential Information. 

 

Article 4  (Report of Confidentiality) 

I will keep the Research Laboratory informed immediately in the event 

I am involved with the creation or gains and losses of the Confidential 

Information and I agree that any Result shall be deemed subject to 

Article 2 as the Result if such Result is included in the Confidential 

Information. 

 

Article 5  (Duty of Confidentiality after staying in the Research 

Laboratory) 

I covenant not to disclose, divulge, disseminate or use the Confidential 

Information during not only my stay in the Research Laboratory but 

also thereafter. 

 

Article 6  (Compensation for Damage) 

I acknowledge and agree that I will assume legal responsibility and 

compensate for any and all damages that I cause to the University in 

the event I disclose, divulge, disseminate or use the Confidential 

Information of the Research Laboratory in breach of this Oath.  

                

Name of School / Faculty: 

 

Student / Enrolment Number: 

 

My Name (the Undersigned): 

                       (Seal) 

 

Date: 

 

Reference: Research Collaboration & Promotion Center 

(Technology Licensing Organization) 

Tel：03-5286-9867（79-2073） 

E-Mail: contact-tlo@list.waseda.jp 

No： 

Describe the research 

laboratory where you 

perform research on 

the project under the 

instruction of the 

principal investigator 

Describe the title of the 

project, the 

collaboration research 

or sponsored research.   

Describe your research 

content in the project.  

Describe the term of the 

project in MM DD, 

YYYY format.  

Describe the affiliation, 

title and name of the 

principal investigator, 

who mentor your 

research in the project.  

Describe your affiliation 

in Waseda University 

Write signature and date 

for your oath, and seal. 


