
 

Permission for Partial Use of Copyright on Abstracts 

 

 

The PVSEC-33 organizers will compile the abstracts submitted by authors and publish and distribute 

them exclusively to the participants via the website. PVSEC-33 states that the copyright of submitted 

abstracts belongs to the authors. Thus, the organizer asks authors for permission regarding copyrights 

in order to publish and distribute the abstracts on the website. We kindly require authors to grant the 

following permissions when submitting their abstracts. 

 

□ With respect to the abstract of PVSEC-33, we grant the organizers permission to use "reproduction 

rights, publication rights, and public transmission rights," which are part of copyright. 

 

(1) The copyright of the submitted abstract belongs to the author(s). 

(2) There are no restrictions on the authors' own use of the abstract for their own purposes such as 

reproduction, citation, translation, etc. 

(3) The rights of reproduction, publication, and public transmission specifically refer to the rights 

related to "the service of creating a collection of abstracts on the conference website," "distribution 

as electronic data on a DVD or other media," and "publication of electronic versions of abstracts 

on the website. 

PVSEC-33 does not currently plan to distribute electronic data on DVDs or other media, but 

reserves the right to distribute the abstracts as electronic data in the future." 

(4) The use of copyrights shall be limited to the scope of non-profit projects for the purpose of 

dissemination and development of academic research by the organizer. Specifically, the following 

applies 

  (4-1) Reproduction, quotation, and reprinting in the presentation of the conference report in the 

closing session. 

  (4-2) Publication and distribution of scholarly information through digitization of works 

  (4-3) Reproduction, citation, or reprinting in the organizer's report 

  



 

アブストラクトに対する著作権の一部使用に関する許諾について（お願い） 

 

 

著者が提出するアブストラクトについては、主催者が取りまとめ、ウェブサイトを通じて参

加者限定で公開・頒布します。PVSEC-33 では提出されたアブストラクトの著作権は著者に

帰属するとしていますので、主催者がウェブサイト上にて公開・頒布するために、著作権に

関する許諾を著者にお願いしております。著者の皆様にはアブストラクト提出時に、以下の

内容について許諾してくださいますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

□ 著作権の一部である「複製権、出版権、公衆送信権」の使用を主催者に許諾します。 

 

(1) 提出したアブストラクトの著作権は、著者に帰属します。 

(2) 著者自身が複製・引用・翻訳などの自らの用途に使用することに制限はありません。 

(3) 複製権、出版権、および公衆送信権とは、具体的には、「学会ウェブサイトでのアブス

トラクト集の作成サービス」、「DVD などの媒体で電子データとして配布」、「ウェブサ

イト上での電子化されたアブストラクトの公表」などに関わる権利です。 

PVSEC-33 では、DVD などの媒体で電子データとして配布などの予定は今のところあ

りませんが、将来、遡及的に媒体で電子データとして配布を行う可能性はあります。 

(4) 著作権の使用は、主催者による学術研究の普及・発展を目的とする非営利事業の範囲と

します。具体的には以下の通りです。 

  (4-1) 本学会、Closing における開催報告プレゼンテーションでの複製、引用、転載 

  (4-2) 著作物の電子化による学術情報の公開と頒布 

  (4-3) 主催者の報告書などにおける複製、引用、転載 


