中部 学院大 学及 び中 部学 院大 学短 期大 学部 機関 リポ ジト リ運 用要 項
（目 的）
第１ 条

この 運用 要項 は、 中部 学院 大学 （中 部学 院大 学大学 院 を含 む）及 び中 部

学 院大 学短 期大 学部（ 以下「 本学」と いう。）にお いて 運用 する 機関 リポ ジト リ
に 関す る事 項を 定め るも のと する 。
２

機関 リポ ジト リは 、本 学及 び本 学教 職員 等が 作成 した研 究 成果 物を情 報通 信
ネ ット ワー クを 通し て学 内外 に無 償発 信、 提供 する ことに よ り、 本学の 学術 研
究 の発 展及 び社 会貢 献を 果た すこ とを 目的 とす る。

（管 理・ 運用 ）
第２ 条
２

機関 リポ ジト リの 運用 は、 中部 学院 大学 総合 研究セ ン ター が行う 。

機関 リポ ジト リの 管理 は、 中部 学院 大学 附属 図書 館（以 下 「附 属図書 館」 と
い う。） が行 う。

（研 究成 果物 ）
第３ 条

機関 リポ ジト リに 登録 する 研究 成果 物は 次の 通りと す る。

(1)中 部 学院 大学博 士論 文
(2)中 部 学院 大学研 究紀 要
(3)そ の 他、総 合研 究セ ンタ ー所 長が 大学 及び 短期 大学 部の 学長 と協 議の 上、認
めた 研究 成果 物
２

前項 第3号 に定め る研 究成 果物 は次 の通 りと する 。
(1)学 術 的価 値を有 する もの
(2)原 則 とし て学内 外の 機関 によ り公 表さ れた もの
(3)第 ４ 条に 定める 登録 者が 作成 した もの。た だし、共 同研 究と して 登録 者が 関
与し たも のを 含む 。
(4)法 令 上及 び社会 通念 上又 は著 作権 上の 問題 が生 じな いも の
(5)そ の 他公 開する こと につ いて 問題 が生 じな いも の

３

研究 成果 物が 共同 研究 によ る場 合は 、登 録者 は共 同研究 者 のす べてに 機関 リ
ポ ジト リ登 録に 関す る同 意を 事前 に得 てい なけ れば ならな い 。

（登 録者 ）
第４ 条

機関 リポ ジト リに 研究 成果 物等 を登 録が でき る者（ 以 下「 登録者 」と い

う。） は次 の通 りと する 。
(1)本 学 教職 員
(2)本 学 大学 院研究 科に 在籍 する 大学 院生
２

前項 の他 、総 合研 究セ ンタ ー所 長が 大学 及び 短期 大学部 の 学長 と協議 の上 、
次 の者 を登 録者 とす るこ とが でき る。
(1)本 学 非常 勤教員
(2)か つ て本 学教職 員と して 勤務 して いた 者
(3)か つ て本 学大学 院研 究科 に在 籍し てい た者
(4)そ の 他、総 合研 究セ ンタ ー所 長が 大学 及び 短期 大学 部の 学長 と協 議の 上、特
に認 めた 者

（機 関リ ポジ トリ の管 理）
第５ 条

第1条 の目的 を達 成す るた め、附属 図書 館は 次の 方法 によ り、機関 リポ ジ

ト リに 登録 され た研 究成 果物 を管 理す る。
(1)提 供 され た研究 成果 物を 複製 し、電子 的な 形式 で蓄 積し、書 誌情 報を 付与 し
て 機関 リポ ジト リに 格納 する
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(2)情 報 通信 ネット ワー クを 通じ て、 複製 物を 一般 に無 償で 公開 する
(3)利 用 の維 持のた めに 複製 ・媒 体変 換を 行い 保存 する
（許 諾・ 著作 権）
第６ 条

博士 論文 及び 研究 紀要 の作 成者 は、 中部 学院 大学学 位 規則 第19条 及び 中

部 学院 大学 研究 紀要 投稿 要項 第9条に 基づ き機 関リ ボジ トリ への 公開 を承 諾し た
も のと みな す。
２

前項 以外 の研 究成 果物 を機 関リ ボジ トリ へ登 録す る場合 は 、作 成者は 総合 研
究 セン ター 所長 に所 定の 公開 許諾 書を 添付 の上 、登 録を申 し 出る ことと する 。

３

研究 成果 物の 著作 権等 は機 関リ ボジ トリ への 登録 後も作 成 者が 所有す る。

（研 究成 果物 の削 除）
第７ 条

附属 図書 館は 次の いず れか に該 当す る場 合は 、機関 リ ポジ トリに 登録 さ

れ た研 究成 果物 を削 除す るこ とが でき る。
(1)登 録 者か ら削除 の申 請が あっ た場 合
(2)総 合 研究 センタ ー所 長が 大学 及び 短期 大学 部の 学長 と協 議の 上、登録 及び 公
開 する 上で 不適 切と 判断 した 場合
（免 責事 項）
第８ 条

機関 リボ ジト リへ 登録 され た研 究成 果物 は、 作成者 が 責任 を負う もの と

し 、本 学は リポ ジト リに 登録 され た研 究成 果物 を利 用する こ とに よって 発生 し
た いか なる 損害 につ いて 一切 の責 任を 負わ ない もの とする 。
(要 項の 改 廃)
第９ 条

本要 項の 改廃 は、 大学 評議 会で 行う 。
附

則

[2014年 7月8日

大学 評議 会]

こ の運 用要 項は 2014年7月8日 より 施行 する 。
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