Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University
Institutional Repository Deposit License
In order for the Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University Institutional
Repository (hereinafter referred to as “OISTIR”) to store, copy, or distribute deposited Work(s)
(hereinafter defined), Depositors (hereinafter defined) shall agree to the following terms. This is
a one-off and comprehensive license (hereinafter referred to as “License”) that applies to all
Works published on or after January 1st, 2017 to deposit them in OISTIR. If a Depositor voluntary
deposits the Work(s) published before January 1st, 2017, the License is also applied to such
Work(s).
沖縄科学技術大学院大学機関リポジトリ登録ライセンス
沖縄科学技術大学院大学機関リポジトリ（以下「OISTIR」という。）に登録する成果物（以下に
定義する。
）を保存、複写、流通させるために、登録者（以下に定義する。）は以下の諸条件に同
意する。これは一度限りの包括ライセンス（以下「本ライセンス」という。
）であり、別途の書
面合意がない限り、2017 年１月１日又はそれ以降に出版される全ての成果物を OISTIR に登録
するにあたり適用する。登録者が任意で 2017 年１月１日以前に出版された成果物を登録する場
合にも本ライセンスが適用される。

Definitions
1.

“OISTIR" stands for Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University
Institutional Repository which an Open Access (hereinafter defined) platform maintained by
the Library, or any system that replaces it.

2. “University” refers to Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University.
3. “Guidelines” refers to the “Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University
Institutional Repository Operational Guidelines” which may be amended accordingly.
4. “Author” refers to the current or past University personnel and/or student who created/wrote
his/her Work(s) during his/her hiring/studying period at the University.
5. “Depositor(s)” refers to the Author(s) of the Work(s) who is/are eligible to deposit his/her
Work(s) in OISTIR as provided in “2.Depositors” in the Guidelines .
6. “Work(s)” refers to research, scholarship, or other work(s) created/written by the University
personnel and/or students.
7. “Deposit” refers to deposit the Work(s) in OISTIR.
8. “Open Access” refers to make deposited Works available at no charge to the public for
unrestricted use of research and scholarship.
9. “Publisher Version” refers to the final published version of the Work(s), with the publisher’s
copy-editing, proof corrections, layout and typesetting. This is also known as the publisher’s
PDF.
10. “Author’s Final Version” refers to the final, accepted, peer-reviewed version of the Work(s)
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before the publisher’s copy-editing, proof corrections, layout, and typesetting. In terms of
content, it is the same as the published PDF, but the layout of the Work(s) may differ from
the Work(s) published in the journal.
11. “Library” refers to the University’s library and its staff.
12. “Metadata” refers to data used to identify and describe the Work(s) within OISTIR, including
bibliographic details such as the title, authors, and date of the Work(s), as well as technical
information, such as the file size and file format.
13. “Harvesting” is an automated, regular process of collecting metadata from institutional
repositories into other databases.
定義
１．
「OISTIR」は沖縄科学技術大学院大学機関リポジトリを表し、図書館が管理するオープンア
クセス（以下に定義する）のプラットフォームである。それに代わるシステムも含まれる。
２. 「本学」とは沖縄科学技術大学院大学を指す。
３．
「運用指針」とは「沖縄科学技術大学院大学機関リポジトリ運用指針」
（適宜改訂され得る）
を指す。
4. 「著者」とは本学の現在又は過去の教職員及び/又は学生で、本学における雇用/就学期間内
に成果物を創作・著作した者を指す。
5.

「登録者」とは成果物の本学著者であって、運用指針「2.登録者」における規定により、成
果物を OISTIR に登録するための要件を満たす者を指す。

6.

「成果物」とは本学教職員及び/又は学生が創作・著作した研究、学問、その他の成果物の
ことを指す。

7.

「登録する」とはOISTIR に成果物を登録することを指す。

8.

「オープンアクセス」とは、登録された成果物を無償で、研究・学問のために制限なく利用
できるよう一般に公開することを指す。

9.

「出版社版」とは、出版社の校閲、添削、レイアウト及び活字組みのなされた、最終出版
稿を指す。出版社の PDF とも呼ばれる。

10.

「著者最終稿」とは、出版社が校閲・添削・レイアウト・活字組みする前の最終・承認・
査読済み原稿を指す。内容については出版社の最終 PDF と同様だが、論文のレイアウトは
ジャーナルに掲載されるものとは異なる。

11. 「図書館」とは本学の図書館とその職員を指す。
12.

「メタデータ」とは、OISTIR 内の成果物を識別し説明するために使用されるデータを指
す。成果物のタイトル、著者、日付などの書誌情報、ファイルサイズやファイル形式などの
技術情報を含む。

13.

「ハーベスティング」とは、メタデータを機関リポジトリから自動的かつ定期的に他のデ
ータベースへ収集するプロセスである。

Rights Granted to the University
1.

By agreeing to this License, Depositor shall grant a non-exclusive license to the University
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that authorizes
(i)

the Library to deposit the Work(s) in OISTIR, and to set up OISTIR for harvesting from
external databases to provide Metadata to them;

(ii)

to distribute electronic copies of the Work(s) by posting the Work(s) on OISTIR for the
lifetime of OISTIR;

(iii)

to convert the Work(s) to any medium or format necessary to ensure that it can be read
by future computer systems;

(iv)

to place either Publisher Version or Author’s Final Version of the Work(s), as
applicable to the extent copyright of the Work(s) allows, on Open Access; and

(v)

any other action necessary to maintain and operate OISTIR.

2. Rights granted to OISTIR through this License are non-exclusive. OISTIR will not alter
deposited Work(s), other than as allowed by this License.
3. Depositor shall hereby acknowledge and agree that it is the responsibility of Depositor to
obtain prior written approval from co-authors of the Work(s), if any, in accordance with the
Guidelines before Depositing the Work(s) in OISTIR.
本学に付与される権利
1. 本ライセンスに合意することにより、登録者は、本学に以下の権限を与える非独占的ライセ
ンスを付与するものとする。
(i)

図書館が OISTIR に成果物を登録し、インターネットを利用して外部データベース等
からのメタデータのハーベスティングに応じること、

(ii)

OISTIR が存続している間、成果物の電子コピーを OISTIR に掲載することにより配
布すること、

(iii)

必要に応じて将来のコンピュータシステムが読み取れるよう、成果物をいかなる媒体
又はフォーマットへも変換すること、

(iv)

成果物の著作権が許す範囲で、成果物の出版者版又は著者最終稿のいずれかを、オー
プンアクセスで公開すること、及び

(v)

その他 OISTIR を運営維持するために必要な行為

2. 本ライセンスにより OISTIR に付与される権利は、非独占的権利である。OISTIR は本ライ
センスにより認められている場合以外に、登録された成果物を変更することはない。
3. 対象成果物に共著者がいる場合、登録者は当該成果物を OISTIR に登録する前に、運用指針
に従ってあらかじめ書面による承認を得る責任があることを認識し、これに同意するものと
する。

Representation and Warranty
Depositor hereby represents and warrants as to the deposited Work(s) the following:
a. that Depositor is a sole author or one of the authors of the Work(s) and has full authority to
act as Depositor;
b. that the Work(s) is original and does not, to the best of the Depositor’s knowledge, infringe
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upon copyright or any other rights of third party (ies);
c. that, where any third party material is included in the deposited Work(s), Depositor has
obtained permission from such third party to include such material as part of the deposited
Work(s);
d. that Depositor fully read and understood the Guidelines and shall comply with the
Guidelines and applicable laws in Depositing the Work(s).
表明保証
登録者は、登録される成果物に関して以下の事項を表明保証する。
a. 登録者は成果物の唯一の著者又は著者の一人であり、登録者として振る舞う完全な権限が
あること、
b. 成果物は登録者がオリジナルで作成・著作したものであり、登録者の知る限り、いかなる
第三者の著作権その他の権利も侵害していないこと、
c. 登録された成果物に第三者の素材・資料が含まれている場合、登録された成果物の一部と
してかかる第三者の素材・資料を盛り込むことについて許可を取得していること、
d. 運用指針をよく読んで理解しており、運用指針その他適用される法令に従い成果物を登録
すること。

Withdrawing Deposited Work(s)
Depositors may request that Work(s) be removed at any time in accordance with the Guidelines.
Equally, OISTIR reserves the right to remove from OISTIR the Work(s) for any professional,
administrative, or legal reasons. Open Access may be waived temporarily or permanently in
OISTIR if Depositor submits a reasonable written request.
登録された成果物の取り下げ
登録者は、運用指針に従うことにより、成果物を削除するよういつでも要求することができる。
同様に OISTIR は、職業上、管理上、又は法律上の理由から、成果物を OISTIR から削除する
権利を留保する。登録者が合理的な書面による要求を提出する場合、OISTIR でのオープンアク
セスを一時的又は永久的に撤回することができる。

Checking Publisher Copyright Policies
The Library will verify archiving policies of the Work’s publisher, where copyright of the Work(s)
has been transferred by the author(s) as part of the publishing process. Only Work(s) that has
been cleared will be deposited in OISTIR.
出版者著作権取扱規定の確認
出版プロセスの一環として、著作権が著者によって譲渡された場合、図書館は成果物の出版者
のアーカイビングポリシーを確認し、許可を得た成果物だけが OISTIR に登録される。

Disclaimer
While all reasonable care will be taken to preserve the deposited Work(s), the University is neither
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liable nor responsible for any loss or damage caused by deposit, publication or use of the Work(s)
in OISTIR.
免責事項
登録された成果物を保護するため十分な注意を払う一方で、本学は OISTIR における成果物の
登録、公開、あるいは利用によって生じるいかなる損失、損傷・損害について、一切責任を負わ
ない。

Others
1.

The matters not covered by this License shall be determined by negotiation in good faith
between the parties.

2. This License shall be governed and construed in accordance with Laws of Japan.
3. Naha District Court shall have the exclusive jurisdiction in the first instance over any dispute
not settled by negotiation between the parties.
4. This Agreement is executed in two languages; Japanese and English. In the event of difference
in meaning, the English version shall prevail.
その他
1. 本ライセンスに定めのない事項は当事者間の誠実な協議により決定するものとする。
2. 本ライセンスは日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
3. 当事者間の交渉によっても解決しない紛争は、那覇地方裁判所が第一審の専属的合意管轄を
有するものとする。
4. 本ライセンスは日本語及び英語の２言語によるものとし、意味に相違がある場合は英語版に
よるものとする。

IN WITNESS WHEREOF, the parties have executed this License in duplicate and each party shall
keep one copy in their possession.
以上を証するため、両当事者は本ライセンスを 2 通署名し、各自 1 通を保有するものとする。
Depositor 登録者
Print Name
Signature

Date

/

/

Permanent email address
The email address you provide above will only be used to communicate with you.

上記の電子メールアドレスは、OIST機関リポジトリに登録するための通信にのみ使用されます。
Acknowledged and Agreed by 上記確認し、同意します。
OIST 沖縄科学技術大学院大学
Library Director

Date
5/5

/

/

