電子リソース利用ガイドライン
2007 年3 月9 日
同志社大学図書館
1. 電子リソース提供の目的
本ガイドラインにおける電子リソースとは、本学図書館のWeb サイトから提供している学外のデー
タベースや電子ジャーナル等の電子媒体資料をいう。本学利用者が電子リソースを効果的に活用す
ることにより、本学での学習・教育・研究活動の活性化を図ることを提供の目的とする。
2. 利用者の範囲
電子リソースの利用者は、原則として本学構成員（学部学生、大学院生、教職員等）とする。
3. 利用の範囲
学習・教育・研究を目的とした利用に限り、データの検索・表示・閲覧等の利用を認める。また、
利用規約に禁止や制限がある場合を除き、必要な範囲内でのデータの印刷・取得を認める。
4. 利用規約の遵守
電子リソースの利用者は各電子リソースに定められている利用規約を遵守する義務がある。概ね各
電子リソースの利用規約は電子リソース提供者のWeb サイトにて公開されており、利用者は利用の
際に必ず目を通しその内容を確認されたい。
5. 電子リソースの著作権
電子リソースのコンテンツ並びに電子リソース自体の著作権等は各々の著作者ないし電子リソース
の提供者等（以下、著作権者）に帰属し、著作権法をはじめとする国内法令並びに条約によって保
護されている。
6. 禁止事項
個々の電子リソースにより利用規約は異なるが、概ね以下の行為は禁止されている。
（1）著作権者の事前同意なしでのデータの修正、改変、翻訳等並びに二次的著作物の作成
（2）著作権表示、著者帰属等の削除、改変、不明瞭化
（3）自動・手動を問わず、系統的な大量のデータ取得
（4）データの複製、第三者への転送・配布
（5）その他、利用規約に反する行為
7. 制裁措置
本学での利用において利用規約に違反する行為が確認された場合は、電子リソース提供者による全
学での利用停止や契約解除、法的制裁の恐れがある。本学での不正利用が発覚した場合は、本学と
して不正利用者への処分並びに再発防止に向けて相応の措置を講ずる。

以上

User Guidelines on Using Electronic Resources
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1. Definition and Purpose of Electronic Resources
“Electronic Resources” (hereinafter called e-resources) in these User guidelines mean electronic media such as
databases and electronic journals accessible on the Doshisha University Library web site. Doshisha University
provides e-resources to our members to enrich their academic, educational, research activities.
2. Authorized Users
Use of e-resources is limited to the students, faculty and staff of Doshisha University in principle.
3. Authorized Use
Users may access, search, browse, and view the contents of e-resources (hereinafter called the contents) for
academic, educational and research purposes only. Users may download and print out the required sections of eresources, except in forbidden or limited cases according to user regulations.
4. Compliance with User Regulations
Users shall comply with user regulations, such as “Terms and Conditions of use”, of each e-resource. The web
site of each provider generally carries a detailed account of them. Be sure to check them before using eresources.
5. Copyright and Related Rights of E-resources
The copyright and/or related rights of e-resources themselves and their contents remain with their authors and/or
the providers of e-resources (hereinafter called the copyright holders), and they are protected by domestic laws
and the international treaties on copyrighted materials as well as the Copyright Law of Japan.
6. Forbidden Actions
The following actions are generally forbidden;
（1）Modifying, adapting, transforming, translating the contents, or creating any derivative work based on
them without the prior written consent of the copyright holders.
（2）Removing, modifying or obscuring copyright notices, trademarks or notices of intellectual property
rights on e-resources in any way.
（3）Downloading a high volume of the contents for a few minutes, regardless whether it is automatic or
manual-operated.
（4）Duplication of the contents, or transmission and distribution of them to a third party.
（5）Acts against user regulations.
7. Sanctions against the Breach of the above Regulations
When a breach of user regulation is confirmed, the entire system to use e-resources may be suspended, a
contract may be cancelled or legal sanctions may be taken. If unauthorized use is discovered, Doshisha
University will take measures, including appropriate disciplinary action, to prevent the recurrence of
unauthorized use.

