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論されているプレプリントの質の問題
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まず arXiv をチェックすることが日課と
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このプレプリントを積極的に活用し

担保が行われ、広い読者に一定の信頼

動に不可欠な存在となっている。有機

た研究生態と言えるものは、しばらく

とともに読まれ、産業等社会へも応用

合成化学を専攻し、日本化学会で電子
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ジャーナルの開発と運営を行った後
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めることを行ってきた。そうすること
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確実に取り、あるいは、万が一にでも

いないが、ChemRxiv の運営にも携わっ

おいては、迅速な成果共有によって研
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