
提出先：品川キャンパス：教務課大学院係 

越中島キャンパス：越中島地区事務室教育支援係 

 

 

年   月   日 

東京海洋大学附属図書館長 殿 

東京海洋大学学術機関リポジトリ（TUMSAT-OACIS）学位論文登録 

及び製本論文取り扱い申請書 

 私が執筆した博士前期課程・修士論文の東京海洋大学学術機関リポジトリ（TUMSAT-OACIS）

運用指針第 5に基づく OACIS への登録及び閲覧・複写の許諾について、下記の通り申請し

ます。 

 

記 

氏
ふり

名
がな

： 

（自筆で記入してください） 

学籍番号： 専攻： 

学位種類： □海洋科学  □工学 提出年度：   年度 9月期・3月期 

論文題目：  

指導教員

確認欄  

指導教員署名： 

（自筆で記入してください） 

①論文本体の電子的公開：□許諾する→□すぐに公開可能→電子ファイルのみ提出 

□公開時期指定：    年  月  日以降 

→電子ファイルと製本論文を提出 

ファイル提出方法： □Forms またはメール □CD-R または USB メモリ 

□許諾しない 

②特許出願の有無： □出願済  

□出願準備中（学内審議中、優先権主張出願を含む） 

□出願検討中（産学・地域連携推進機構への発明相談：未） 

□出願しない 

※①で「すぐに公開可能」を選択した場合、③～⑤の記入は不要 

③製本論文の研究室保管希望の有無：□希望する(共同研究成果等の秘密情報を含むため） 

□希望しない（図書館で閲覧に供す） 

④製本論文の全文複写：  □許諾する   □許諾しない 

⑤その他の許諾要件（自由記入）： 

 

 

卒業後の 

連絡先 

住所： 〒 

 

TEL（自宅）： 携帯： 

e-mail： 

 
＜注意事項＞ 

1: 電子的公開は、提出されたファイル、または製本論文を PDF ファイルに変換したものを無償で公開し

ます。 

2: 特許申請等により、公開時期を延期したい場合は、①の公開時期を指定し、②の特許出願の有無の欄

にもチェックしてください。 

3: 提出されたファイルは、内容を改変することなく PDF ファイルへの変換、および将来の電子ファイル

の技術的動向により、その他の形式のファイルに変換することがあります。 

4: ④の製本論文の全文複写を許諾しない場合は、部分複写も不可となります。 

 



Where to submit: Shinagawa Campus : Academic Affairs Division, Graduate School 
Section / Etchujima Campus : Administration Division, Academic Affairs Section 
 Date:      __     ________ 
To: Tokyo University of Marine Science and Technology Library administrator 
 

Tokyo University of Marine Science and Technology academic repository 
(TUMSAT-OACIS) academic dissertation recording & bound thesis handling 

application form 
 

I apply for registration in OACIS, public viewing in the library, and copying of my master's thesis 
as follows in accordance with OACIS academic repository management guidelines Article 5.  

 

Name: 
 
(Please write in a clear handwriting) 

Student ID number: Name of major: 

Type of 
 degree: 

□Marine Science 
□Engineering 

When submitted: September 20  / March 20   

Thesis title: 

Supervisor 
Confirmation 

Signature of Supervisor:  
 

①Making thesis available in electronic form: 

□Consent →□Immediately ※unnecessary to submit bound thesis 
→□Desired release date: after _____________ ※submit electronic file & bound thesis 

File submission method:  □Forms or Email  □CD-R or USB flash drive 
□Do not consent 
②Patent application:  
□Patent applied for       □Preparing for application（Including internal procedures and 
application claiming a priority） 
□Under consideration for invention（Not contact to the office of liaison and cooperative research 
in TUMSAT）     □No plan to submit the patent 

※If you check ① “Immediately” , it’s unnecessary to fill out ③～⑤ 

③About the supervisor’s laboratory storage of bound thesis: 
□ Request (To include confidential information such as collaboration research results)          
□Do not request (Public viewing in the library) 

④Print reproduction of entire bound thesis: □Consent     □Do not consent 
⑤Other consent requirements: 

If you consent to register thesis in OACIS, please enter your contact information below. 
Author contact 
information 
(where you can be 
reached  
after graduation) 

Address:  
 

Home phone: Mobile phone: 
Email: 

 
Points to note 
1. Electronic release involves making PDF versions of submitted files or bound theses publicly 
available free of charge. 
2. Please indicate in ① your desired publication timing if you wish to postpone release due to a patent 
application or other reason, and check the box in that space to indicate in ② whether you have 
submitted a patent application. 
3. Submitted files will be converted to PDF files without altering their content, and may be converted 
to files in other formats in connection with future technical trends related to electronic files. 
4. Partial print reproduction is also impossible if consent is not provided for reproduction of a bound 
thesis in its entirety. 
 


