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総合案内サイトより
リポジトリ登録書を取得
Degree Recipients and
Researchers download forms
from the Repository website

http://edb.kulib.kyoto-u.
ac.jp/kurir/index.html

電子情報掛に問い合わせ

京大の論文を世界へ発信

Kyoto University

必要なデータを
電子情報掛に送付
Both send required
information to the
Electronic Resources
Section

Library Network

出版社・学会との調整、メタデータ付与、
電子ジャーナル化

京都大学学術情報リポジトリ（KURENAI）では、京都大学で日々創造される

The Librar y then negotiates with the publisher or
academic societ y and converts the received
files to a standardized pdf format, adding metadata to it.

しています。世界的に卓越した知的成果を社会へ還元することを目的とし

研究・教育成果(学術雑誌掲載論文、学位論文、紀要論文など)をWeb上で公開
て、2006年から図書館機構が運営している事業です。

KURENAI

dlkyoto@kulib.
kyoto-u.ac.jp

論文本文をPDFで公開

KURENAI releases the full-text article
as an open-access pdf file.

Editors e-mail the Electronic
Resources Section

dlkyoto@kulib.kyoto-u.ac.jp

インターネットで自由に閲覧

※登録に必要な書類や情報等、詳細はお問い合わせください。

※Please contact us for detailed documentation and data requirements.

Anyone can access these files free of charge on the web.

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/

TEL:075-753-2618
FAX:075-753-2649
E-Mail:dlkyoto@kulib.kyoto-u.ac.jp
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Registering content in the repository

登録資格について

Eligibility

京都大学の構成員（または構成員であった方）ならどなたでも資格があ

開いたします。

All former and current affiliates may upload original content they
have produced at Kyoto University (with the consent of all
co-authors). This content will remain public even if the author’s
affiliation changes.

対象となるコンテンツについて

Content

京都大学における研究・教育活動によって生み出された学術成果・知的

データの提出について

The repository accepts academic output and intellectual products
generated by research or educational activities at Kyoto University. This
includes academic journal articles, degree dissertations, papers in
academic bulletins, scientific research grant reports, survey reports,
preprints, technical papers, conference presentation materials, speech and
symposia presentation materials, lecture transcripts, and teaching
materials.

学術雑誌に掲載された論文は、出版社・学会等により、リポジトリに登録

Data

ります。ただし、登録コンテンツの作成に関与した方に限ります。登録し
たコンテンツは、他機関へ転出、卒業された場合でもそのまま続けて公

生産物が対象となります。具体的には、学術雑誌掲載論文、学位論文、紀
要論文、科学研究費補助金成果報告書、調査報告書、プレプリント、テク
ニカルペーパー、学会発表資料、講演会・シンポジウム発表資料、講義録、
教材等です。

できる条件が異なり多くの場合、出版社版の登録は認められず、著者原
稿を登録することになりますので、データ（PDF、Wordなど）をご準備く
ださい。なお、あらかじめ共著者の同意を取ってください。
詳細については
「京都大学学術情報リポジトリ 総合案内サイト」をご覧ください。
京都大学学術情報リポジトリ 総合案内サイト
http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/kurir/

京都大学学術情報リポジトリ

KURENAI

Kyoto University Research Information Repository

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/

KURENAI cannot accept exact copies of published documents
without the consent of their publishers, but welcomes manuscripts in
their pre-publication format. Authors, please obtain the consent of
your co-authors, and then submit your original pre-publication
manuscripts as pdf or Word documents.
For more details:
Please see the Kyoto University Research Information
Repository website:

http://edb.kulib.kyoto-u.ac.jp/kurir/

リポジトリへの登録は無料です。

No fee is charged for registering content in KURENAI.

京都大学学術情報リポジトリ

お問い合わせ・データ送付先

KURENAI

Kyoto University Research Information Repository

http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/

京都大学附属図書館情報管理課 電子情報掛
Inquiries and data submission:
Electronic Resources Section, Technical Service Division,
Kyoto University Library

〒606-8501 京都市左京区吉田本町
TEL:075-753-2618 FAX:075-753-2649
E-Mail:dlkyoto@kulib.kyoto-u.ac.jp

Sharing Kyoto University’s
Academic Output
The Kyoto University Research Information Repository (KURENAI)
offers online public access to Kyoto University’s research and education
materials, including in-house bulletins, dissertations, and academic journal
articles. The Library Network has operated this system since 2006 to share
Kyoto University’s world-class intellectual products with society.

世界が注目する「KURENAI」であなたの成果をアピール!

KURENAI

KURENAI : A high-profile global showcase for your work!

KURENAI はオープンアクセスを実現します
オープンアクセスとは、誰もが学術研究成果に障壁なくアクセスし、利
用できることを指し、その潮流は国際的にも高まっています。京都大学
学術情報リポジトリKURENAIは、京都大学の研究・教育成果のオープ
ンアクセスを実現するプラットフォームです。研究・教育活動を公開す
ることで、大学の社会的責任を果たし、社会貢献を推進します。

収録論文件数 （2014年9月）

125,363

Academic papers (as of September, 2014)

KURENAI provides Open Access.
A growing international trend, open access, makes academic research
available free of charge. The Kyoto University Research Information
Repository (KURENAI) is a platform for open access to Kyoto
University’s research and educational output, contributing to the
wider community.

収録紀要タイトル数 （2014年9月）
Bulletin titles (as of September, 2014)

KURENAIとは
Kyoto University Repository for Navigating Academic Informationの略。
学術情報の海を航海するにあたっての羅針盤としてのリポジトリ。
第三高等学校の逍遙歌「紅萌ゆる丘の花」を想起させ本学関係者にとって覚えやすく
親しみやすい。

197

Downloads (April, 2013 to March, 2014)

4,626,556

KURENAI is an acronym for Kyoto University Repository for Navigating Academic Information.
The name KURENAI recalls the opening lines of the anthem of Japan’s Third High School, an
antecedent of Kyoto University.

または構成員で
あった方

）ならどなたでも

カンタン登録、世界に発信
論文全文を公開できます

（学内研究者対象）

●学術雑誌掲載論文等の成果物を公開できます。
●学術雑誌出版社等の許諾を得るお手伝いをします。

学位論文へのアクセスが容易に

（学位取得者対象）

●平成24年度までの博士学位取得者の皆様で、全文公表をご希
望の場合は、登録申請書をお送りください。
●平成25年度以降の博士学位取得者の皆様は、リポジトリでの

ダウンロード件数 （2013年度）

What is “KURENAI”?

京都大学の構成員（

（検索エンジンのクローラ等からのアクセスを除く）

(Not counting web crawler access)

公表が義務化されています。学位申請手続にリポジトリ登録
手続が含まれていますので、各研究科担当掛の指示に従って
データや様式を提出してください。

学内刊行物を電子ジャーナルに

（学内刊行物発行者対象）

●学内刊行物を電子ジャーナルとして公開することができます。

Google ScholarやCiNiiなどのデータベースにも収録されます
恒久的URLが付与されるため、永続的なアクセスが保障されます
Repository content is covered by databases such as Google Scholar and CiNii.
Permalinks guarantee permanent access.

●著作権者等の許諾を得るお手伝いをします。
●公開猶予期間（エンバーゴ）を設定することができます。

KURENAI provides worldwide
exposure with a simple registration
process, for all former and current
affiliates of Kyoto University.
Researchers : Increase Worldwide Visibility!
● Publicize your academic journal articles and research output.
● KURENAI can help you obtain permissions from publishers.

Doctoral recipients : Public Access!

●Pre-2013 doctoral recipients can request full-text public access for
their dissertations.
●Beginning in 2013, doctoral candidates must provide full-text public
access for their dissertations.

Editors : Go Digital!

● KURENAI can convert your bulletins into digital journals.
● Library can help you obtain permissions from authors.
● You can predetermine dates for open access.

国内ダントツNo.1のリポジトリ
世界第63位（2014年7月）
KURENAI は、スペイン高等科学研究院（Consejo Superior de
Investigaciones Cientíﬁcas）による世界リポジトリランキング
においても、世界第63位、国内第1位と高い評価を受けています。
（2014年7月現在）

Japan’s largest repository

KURENAI is Japan’s largest repository, ranked 63rd worldwide
by the Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
Rankings of World Web Repositories (July, 2014).

http://repositories.webometrics.info/

