（部門共通・運用 5-1-3）

外国の学会等と共同で電気学会研究会を開催する場合の申し合わせ
外国の学会等と共同で電気学会研究会を開催する場合は，本申し合わせにより，実施すること。
１．開催に当たっての基本的な考え方
研究会が国際会議と異なるのは，
「参加費，投稿費を必要としない発表の場」である点を，共同開催
する相手に理解してもらう必要がある。
すなわち，主催者側でそれなりの負担が必要であることを承知の上で，計画を立案頂く。
２．国際研究会開催に当たっての具体的事項
（１）参加費について
・外国の学会等と共同で開催する研究会は，あらかじめ相手側と経費等の打ち合わせを行い，
電気学会の研究会の趣旨を尊重し，原則として参加費を徴収しないものとする。
（２）論文集について
（イ）日本で外国の学会等と国際共同の研究会を開催する場合
・研究会資料には，国際研究会であることを明記する。
（この場合，論文集は 1 種類で済むこととなる）
（ロ）外国で開催する場合
・論文原稿の著作権は，原則電気学会が保有することとする。ただし，著作権について別
段の取り決めがなされる場合は，著作権の所在について，あらかじめ相手側と書面によ
る取り決めをする。
・発表者は論文原稿を電気学会に提出し，電気学会において研究会資料を出版する。取り
決めにより，外国の学会等でも研究会資料を出版する場合，出版する論文集に「電気学
会側の論文の著作権は電気学会が保有し，本論文集に掲載した論文は転載の許可を得て
印刷した。
」と明記してもらう。
・現地における法律上，税務上のルールを遵守し，会計上の必要な証憑を電気学会事務局
に提出する。

（付則）
1.

平成 13 年 4 月 17 日，調査会議にて承認。

2.

令和 2 年 10 月 30 日，研究調査会議にて一部改正。
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（部門共通・運用 5-1-3）
様式 1

Agreement between XXX and YYY
To clarify the responsibility for the copyright of the proceedings of CONFERENCE NAME, XXX
(hereinafter XX) and YYY (hereinafter YY), these organizations have entered into an agreement on the
following matters:
1. Host Organizations
Both XX and YY are identified as host organizations of CONFERENCE NAME
2. Responsibility for the Copyright
a. Each organization notifies authors that the copyright of the Proceedings of CONFERENCE NAME
belongs to XX, at the same time as the authors’ submission of Copyright Transfer Form or the
agreement on the paper submission system. “Copyright” mentioned in this Agreement indicates all of
the rights stipulated in the provisions from Article 21 to 28 in the Japanese Copyright Law.
b. In case that a paper which an author submitted is not published, the copyright transfer is invalid at
the same time.
c. XX can exercise the copyright of CONFERENCE NAME without notifying the other party, and can
obtain income of the permission for use.
d. Authors are not required to the application for duplication when their reuse of all or part of the
paper for their curriculum vitae. The other party has no right to interrupt it.
e. Authors are responsible for the contents their own paper.
f. Authors deal with troubles caused by their paper on their own responsibility.
3. Good Faith Negotiation
Any question arising out of, or in connection with, this Agreement or any matter not stipulated herein
shall be settled upon consultation in good faith between the parties hereto.
IN WITNESS WHEREOF, the parties hereto have caused this Agreement to be executed by their
representatives in duplicate, each party retaining one (1) copy thereof respectively.
XXX
Name:
Title:
Date:
Signature:

YYY
Name:
Title:
Date:
Signature:
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