
付則8 

WebDewey® 
Section 1. Description セクション1 説明 
WebDewey 2.0 is an online version of the complete Dewey 
Decimal Classification® (“DDC®”) system. Using a standard 
Web browser, Institution has unlimited access to an enhanced 
version of the DDC 23 database. 

WebDewey 2.0は、Dewey Decimal Classification（デューイ

十進分類法）®（「DDC®」） システムのオンラインバー

ジョンです。標準のWebブラウザーを使用することで、機

関は、拡張バージョンのDDC23データベースに無制限にア

クセスできます。  
Section 2. Definitions セクション2 定義  

All capitalized terms not defined herein shall have the same 
meaning ascribed to them in the Framework Agreement. 

ここで定義されていない大文字の用語は、フレームワーク契約で割

り当てられている定義と同じ意味を持つものとします。  
 

Section 3. Terms of Use セクション3   利用規約  

3.1. Subject to the terms of this Schedule, OCLC hereby 
grants to Institution a nonexclusive, nontransferable and 
nonassignable license to: (i) access WebDewey; (ii) use 
WebDewey in accordance with this Schedule solely for 
the internal, noncommercial purpose of creating 
bibliographic records and metadata for materials (e.g., 
books, sound recordings) and electronic resources offered 
by Institution to its patrons, and (iii) post the DDC23 
Summaries (i.e., the first three levels of the DDC – for 
example, 500 Science is Level 1, 510 Mathematics is 
Level 2, 513 Arithmetic is Level 3) on Institution’s 
website solely for the internal, noncommercial purpose of 
organizing the resources made available to its patrons via 
such website. Such bibliographic records and metadata 
may display DDC numbers, but shall not display DDC 
captions. Such use of the DDC23 Summaries shall be 
accompanied by the following information, verbatim, on 
the initial screen: 

The Dewey Decimal Classification is © 2003-2021* 

OCLC, Inc. 

Used with Permission. 

DDC, Dewey, Dewey Decimal Classification and 
WebDewey are registered trademarks/service marks of 

OCLC Online Computer Library Center, Inc. 

[*Institution shall update the second year in this date range as 
appropriate.] 

3.2.  Institution may make copies of screen displays of the data 
accessible via WebDewey only as reasonably required for 
Institution’s use of WebDewey as authorized hereunder; 
provided that such copying shall be no more extensive 
than is permitted by U.S. copyright law. 

3.3. Termination of this Schedule shall not require the removal 
of DDC numbers added while this Schedule is effective 
in accordance with its terms. 

3.4. The Sears List of Subject Headings is © EBSCO 
Industries, Inc. All rights reserved. Sears Subject 
Headings; Sears List; and Sears List of Subject Headings 
are trademarks of EBSCO Industries, Inc. 

3.1.  本付則の条件に従い、OCLC は、機関に以下の非独占的、譲

渡不可、および譲渡不可のライセンスを以下の目的で付与し

ます。(i) WebDewey へのアクセスするため、(ii)資料（例えば

、書籍、録音）および機関が利用者に提供する電子リソース

のための書誌記録およびメタデータを作成するという内部的

、非営利目的のみで、本付則に従って WebDewey を使用する

ため、および(iii) DDC 23 の概要（すなわち、DDC の最初の 3
つ の レ ベ ル 、 例え ば 、 500 Science は レ ベ ル 1 、 510 
Mathematics はレベル 2、513 Arithmetic はレベル 3 ）を、その

ようなウェブサイトを介して利用者に提供されるリソースを

整理するという内部的、非営利目的のみで機関のウェブサイ

トに掲載するため。このような書誌記録およびメタデータは

、DDC 番号を表示することがありますが、DDC キャプショ

ンを表示しません。DDC 23 要約のそのような使用は、最初

の画面に以下の逐語的な情報を添付するものとします。  
 

The Dewey Decimal Classification is © 2003-2021*（
デューイ十進分類法は©2003-2021*です。）  

OCLC, Inc.  
Used with Permission.（許可を得て使用します。）  

DDC, Dewey, Dewey Decimal Classification 
and WebDewey are registered trademarks/service marks 
of OCLC Online Computer Library Center, Inc.（DDC
、Dewey、Dewey Decimal Classification、および

WebDewey は、OCLC Online Computer Library 
Center、Inc.の登録商標/サービスマークです。）  

[*機関は、必要に応じて、この日付範囲の 2 年目を

更新するものとします。]  

3.2. 機関は、本契約に基づいて許可された機関の WebDewey の使

用に合理的に必要な場合にのみ、WebDewey を介してアクセ

ス可能なデータの画面表示のコピーを作成することができま

す。ただし、そのようなコピーは、米国著作権法で許可され

ている範囲を超えてはなりません。  
3.3. 本付則の終了は、本付則がその条件に従って有効である間、

追加された DDC 番号の削除を必要としないものとします。  
3.4. The Sears List of Subject Headings is © EBSCO Industries, Inc.  All 

rights reserved. （ 主 題 見 出 し の シ ア ー ズ リ ス ト は

©EBSCOIndustries、Inc.です。無断転載を禁じます。）Sears 
Subject Headings; Sears List; and Sears List of Subject Headings 
are trademarks of EBSCO Industries, Inc.（シアーズの件名、シ

アーズリスト、および主題見出しのシアーズリストは、

EBSCO Industries、Inc.の商標です。）  
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