
 

Kyoto University Research Information Repository Operational Guidelines,  

adopted on May 30, 2008 

by the Special Committee for Kyoto University Information Repository 

 

 

(Objective)  

1. Kyoto University Research Information Repository (hereafter “Repository”) 

electronically collects and permanently stores research and educational achievements 

generated at Kyoto University (hereafter “Research and Educational Achievements”), 

with the objective of assuring their free open access, to further research and public 

accountability. To achieve this objective, Kyoto University adopts the following 

Repository policy: 

 

(Scope of Deposit) 

2. Research and Educational Achievements to be deposited, stored, and preserved 

(hereafter “deposited”) include the following materials produced at Kyoto 

University. 

 

(1) Academic articles (as in academic journals, preprints, and academic 

presentations). 

(2) Doctoral dissertations, masters’ theses and bachelors’ theses. 

(3) Educational materials (as in lecture materials, transcriptions, and presentations) 

(4) Bulletins and research records published by departments of Kyoto University 

(5) Bulletins, research records, journals, etc., generated by academic societies and 

research groups based at Kyoto University. 

(6) Other Research and Educational Achievements approved by the Library Network 

Board’s Special Committee for the Repository (hereafter “Special Committee”). 

 

Research and Educational Achievements include not only texts, but also electronic 

data such as images and databases. 

 

(Depositors) 

3. Repository Research and Educational Achievements may be deposited by: 

(1) Past and present Kyoto University affiliates 

(2) Groups in which Kyoto University affiliates participate 

(3) Other authors that the Special Committee approves 

 



(Procedure) 

4. A depositor who agrees to the Repository conditions below should submit one 

Registration Form (Addendum 1) for each article to the Director-General of Kyoto 

University Library Network. A group leader may submit a memorandum of agreement 

to the Director-General in place of Registration Forms. Agreeing to these conditions 

shall not result in the transfer of copyright.  Doctoral dissertations after the 2013 

academic year do not require registration forms, in accordance with Kyoto 

University’s Degree Regulations and Guidelines for Publication of Doctoral 

Dissertation on the Internet.  

Conditions: 

(1) Research and Educational Achievement shall be duplicated and stored in the 

Repository’s server. 

(2) The data shall be duplicated for the purpose of preservation and use. 

(3) The duplicated data shall be made accessible to the general public free of charge. 

 

(Deposit and Publication) 

5. Publishers' copyrights and all other rights relating to deposit and access must be 

cleared before Research and Educational Achievements are deposited in the 

Repository. 

 

(Deletion or Withdrawal) 

6. Deposited Research and Educational Achievements shall be partially or wholly 

deleted or withdrawn from open access following the Special Committee’s approval, 

when: 

(1) A depositor officially requests deletion or withdrawal of the Research and 

Educational Achievement. 

(2) The Research and Educational Achievement is considered to violate the 

copyright, ownership, or other rights of another party, or to include socially 

inappropriate content. 

 

(Conditions of Use) 

7. Repository users shall observe: 

(1) Laws and regulations governing information use such as the Japanese Copyright 

Act 

(2) Conditions stated in agreement(s) between depositors and third parties, such as 

rules on submission of papers, and publishers' agreements, if the Research and 

Educational Achievement is published before deposit in the Repository. 

 



(Dissemination of Conditions of Use) 

8. The Director-General of Kyoto University Library Network shall publicize Article 7 

on the Repository website. 

 

(Disclaimer) 

9. Kyoto University cannot be held responsible for any damages caused by deposit, 

publication, or use of Research and Educational Achievements in the Repository. 

 

(Administrative Office)  

10. Kyoto University Library shall administer the Repository. 

 

(Others) 

11. Repository operation issues unstated in these Guidelines shall be negotiated by the 

parties concerned. 

 

Supplementary Provisions 

1. These Guidelines shall become effective on April 1, 2008. 

2. These Guidelines shall become effective on April 1, 2013.  

 

* This English version of the Kyoto University Research Information Repository 

Operational Guidelines was adopted by the Special Committee for Kyoto University 

Information Repository on February 18, 2015. 



 

京都大学学術情報リポジトリ運用指針 

 

平成 20 年 5 月 30 日制定 

京都大学学術情報リポジトリ特別委員会 

 

（趣旨） 

１．京都大学学術情報リポジトリ（以下「リポジトリ」という。）は、本学において作成された研

究・教育活動の成果物（以下「研究・教育成果物」という。）を収集し、電子的形態での

登録と恒久的保存を進め、学内外への無償公開を通して研究・教育活動の発展に寄

与するとともに、情報公開の推進と社会に対する説明責任を果たすことを目的とする。

この目的を達成するため、この指針により、リポジトリの運用に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 

（登録範囲） 

２．リポジトリに登録・蓄積・保存（以下「登録」という。）する範囲は、本学において作成さ

れた次 の各 号 に掲 げる研 究 ・教 育 成 果 物 とする。（文 字 資 料 以 外 の電 子 的 資 料 （画

像・データ集）を含む） 

(1) 学術論文（学術雑誌掲載論文、プレプリント、学会発表資料等） 

(2) 学位論文（博士論文、修士論文）・卒業論文 

(3) 教育資料（講義資料、講演記録、プレゼンテーション資料等） 

(4) 部局等が作成した紀要・研究記録等 

(5) 学内に基盤をもつ学会・研究会が作成した紀要・研究会誌・研究記録等 

(6) その他、京都大学図書館協議会学術情報リポジトリ特別委員会（以下「特別委員

会」という。）が適当と認めたもの 

 

（登録者） 

３．リポジトリに研究・教育成果物を登録できる者は、次の各号に掲げる者とする。 

(1) 当該研究・教育成果物の作成に関与した本学の在籍者（過去に在籍したことのあ

る者を含む）。 

(2) （1）を構成員に含む団体。 

(3) その他、特別委員会が適当と認めた者。 

 

（登録の手続き） 

４．登録を希望する者（以下「登録者」という。）は、次に掲げるリポジトリの登録条件を承諾

したうえで図書館機構長に登録書（別紙１）を提出するものとする。ただし、登録者が団

体である場合、図書館機構長との間の覚書をもって登録書にかえることができる。また、

「京都大学学位規則」および「京都大学における博士学位論文のインターネット公表に

関するガイドライン」に基づき、平成 25 年度以降に学位を授与された博士学位論文の

登録については、登録書の提出を不要とするものとする。なおこの承諾により著作権は



移転しない。 

(1) 当該研究・教育成果物を複製し、リポジトリを構築するサーバに格納する。 

(2) ネットワークを通じて複製物を不特定多数に無償で公開（送信）する。 

(3) 複製物の保全（バックアップ）及び利用のための複製を行う。 

 

（登録・公開） 

５．リポジトリに登録する研究・教育成果物については、出版者の著作権、その他登録・公

開に係る支障の無いことを調査したうえで登録・公開する。 

 

（削除・非公開化） 

６．リポジトリに既に登録された研究・教育成果物が次の各号のいずれかに該当する場合、

特別委員会の議を経て、登録された研究・教育成果物の一部又は全部を削除又は非

公開化する。 

(1) 削除・非公開化の申請があった場合。 

(2) 他者に帰属する著作権、所有権等を侵害する又は社会的にみて著しく不適切な

内容を含むと認められる場合。 

 

（利用条件） 

７．リポジトリに登録された研究・教育成果物を利用しようとする者は、その利用に際して次

の各号に掲げる条件を遵守するものとする。 

(1) 著作権法等の定める条件。 

(2) 公開する研究・教育成果物が、リポジトリで公開する以前に出版者等により出版・

公表されており、投稿規則あるいは出版契約等により当該出版者等が利用に係る

条件を定めている場合、その条件。 

 

（利用条件の周知） 

８．図書館機構長は、公開に際し、前項に定める利用条件をウェブサイトを通じて周知す

る。 

 

（免責事項） 

９．リポジトリでの研究・教育成果物の登録・公開あるいは利用によって生じた損害につい

て、京都大学はその責任を負わない。 

 

（事務組織） 

１０．リポジトリに係る事務は、附属図書館において処理する。 

 

（その他） 

１１．この運用指針に定めるもののほか、リポジトリの運用に関し必要な事項は、関係者間

で協議して定める。 

 



附 則 

この指針は、平成 20 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則 

この指針は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。 

 




