
オンライン授業（遠隔授業）を受講する際の遵守事項 
 
 
名古屋⼤学学⽣ 各位 

 
名古屋⼤学における ICT を活⽤した遠隔授業（NUCT 掲載の授業、Zoom・Vidyo 等

によるインターネット配信授業等）の受講にあたり、以下のことを遵守してください。 
遵守しなかった場合は、不正⾏為とみなされ、懲戒処分や当該期の修得単位が取り消さ

れることがあります。また、著作権法上の権利の侵害に当たる場合や、個⼈情報の流出
等により損害を与えた場合は、刑事罰を含め法的措置の対象となることがあります。 
 
 
● 講義のミーティング URL、ミーティング ID を他⼈に教えないこと。他⼈を講義に

参加させないこと。 
【不正アクセスを受け、⾃⾝だけなく受講する他の学⽣の個⼈情報を流出させるおそ
れがあります】 

 
● 講義を、録⾳・録画、スクリーンキャプチャ等によりデータ化しないこと。 

【著作権や肖像権の侵害にあたる場合があります。また、当該データが流出した場合、
受講⽣の個⼈情報を流出させるおそれがあります。】 

 
※してはいけない例 

パソコンで Zoom による同時双⽅向型の授業を受講している最中に、スマートフォ
ンのカメラ機能で、授業画⾯を静⽌画や動画で撮影する。また、撮影した静⽌画や
動画をインターネットその他の⼿段で公表する。 

 
● ダウンロードにより⼊⼿した講義資料・映像を、複製したり、他⼈と共有したり、

インターネットその他の⼿段で公表したりしないこと。授業で⼊⼿した印刷物を電⼦
化することや、インターネットその他の⼿段で公表しないこと。 

 【著作権の侵害のおそれがあります】 
 
※してはいけない例 

授業の様⼦や講義資料を⾃⾝が管理するホームページその他の⼿段で公表する。 
 
● 演習の報告者として、①他⼈の著作物をコピーしたり、それを NUCT 等にアップロ

ードする場合は、著作権者の利益を不当に害することのないように、授業での利⽤の
ために必要最⼩限に限定すること（例えば、書籍中の⼤量のページをコピーしないこ



と。）。②他人の著作物の一部を報告資料等に引用する場合は、適切な引用の方式（範
囲の限定、出所の明示等）にしたがうこと。 
【ルールを守らない場合、著作権の侵害のおそれがあります】 

 
● 課題の提出に当たっては、他の受講者の提出物や他人が作成したレポートをコピー
したものを提出しないこと。 
【不正行為となります】 

 
 
 
 
 
 
※NUCT（Nagoya University Collaboration and course Tools）は、インターネット上
で授業運営（授業の連絡、教材の閲覧、課題の指示、レポート提出等）を行う教育学
習支援システムです。 

 
 

※参考資料：「良識を持って学問をしよう！」（高等教育研究センター） 
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/support/file/integrity.pdf リンク 
学問をする上での決まりごとや作法、不正行為の例が書かれています。 

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/support/file/integrity.pdf


Rules to be Observed When Taking Online Classes (Remote Classes) 
 
 
To All Nagoya University Students 

 
Students attending remote classes (classes posted on NUCT, classes broadcast over the 

internet via Zoom, Vidyo or the like) at Nagoya University that utilize Information and 
Communication Technologies (ICT) shall comply with the following rules.  

Failure to do so shall be viewed as an act of misconduct, and disciplinary actions may be 
taken or acquired credits of the corresponding semester may be revoked. Additionally, 
individuals who violate the Copyright Act or cause damages due to the leakage of personal 
information may be subject to legal action including criminal penalties. 

 
 
● Do not provide the meeting URL and/or meeting ID for a lecture to others. Other people 

should not be provided access to said lecture.  
(Unauthorized access puts not only your personal information at risk, but that of the other 
students in the class as well.) 

 
● Lectures shall not be converted to data by audio/video recording, screen-capture, or by 

any other method.  
(Such acts may violate copyright and portrait rights. Furthermore, if the data is leaked, it 
may result in students' personal information being leaked.) 

 
*Examples of prohibited behavior: 

Taking a photo or video of a class using your smartphone camera while attending a real-
time remote class using Zoom on your computer; publishing photos or video of the class 
on the internet or by any other method. 

 
● Course materials/videos acquired via download shall not be copied, shared with others, 

or published on the internet or by any other method. Print materials acquired during classes 

shall not be digitized or published on the internet or by any other method. 

(Such acts may violate copyright.) 
 
*Example of prohibited behavior: 

Publishing class scenes and materials on your website or by any other method. 

 
 



●  As a person reporting on seminars: 1) when making copies of another person's 

copyrighted work, or uploading them to NUCT, etc., ensure that the authorʼs interests are 

not unfairly harmed, and only use what is required for class use (for example, do not copy 

one publication extensively), and 2) when citing a portion of another person's copyrighted 

work in a briefing, etc., follow the appropriate citation methods (limitation of scope, source 

citation, etc.). 
(Failure to observe these rules may violate copyright.) 

 
● When submitting assignments, do not submit the work of other students or copies of 

reports made by another person. 

(Doing so will be considered misconduct.) 

 
 
 
 
 
 
*NUCT, which is an acronym for “Nagoya University Collaboration and course Tools”, is an 

instructional learning support system used to manage classes over the internet (class 
communications, referencing of class materials, posting assignments, report submissions, 
etc.)  

 
 
*Reference material: “Study with Academic Integrity (Center for the Studies of Higher 

Education [CSHE]) 

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/support/file/integrity.pdf  Link(Japanese only) 
Provides the rules, manners, and examples of misconduct in the pursuit of academics. 

http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/support/file/integrity.pdf
http://www.cshe.nagoya-u.ac.jp/support/file/integrity.pdf



