
平成２５年１２月  

学位申請者の方へ 

博士論文の公表方法の変更について 

学位規則の一部を改正する省令（平成２５年文部科学省令第５号）が平

成２５年４月１日から施行され、学位取得者の博士論文の全文の公表は、

学位を取得した大学の協力を得て、インターネットの利用により公表する

ことに改正されました。 

東京大学では、法令改正に伴うインターネット公表については、大学の

研究成果を電子的な形態により学内外に公開することを目的とした「東京

大学学術機関リポジトリ」に登録することにより実施いたします。 

（※東京大学学術機関リポジトリの概要については、別紙参照。） 

この機関リポジトリに登録するためには、主に次の２点を用意する必要

があります。 

・ 博士論文の全文（最終版）に関する電子データ（PDF ファイル） 

・ 機関リポジトリに登録するための許諾書 

（※PDF ファイルの作成及び東京大学学術機関リポジトリへの提供論文利用許諾要件について

は、別紙参照。） 

許諾書の提出にあたっては、利用許諾要件を了解していることが前提に

なるなど、一定の条件がありますので、関係書類については、あらかじめ

ご確認くださるようお願いします。 

※ なお、上記のほか、本学が認める「やむを得ない事由」により機関リポジトリに

博士論文の全文を公表できない（要約を公表する）場合の電子データ（PDF フ

ァイル）の提出方法。あるいは、従来から実施している国立国会図書館等への

論文の納付に関する対応などについては、課程博士、論文博士の別及びイン

ターネット公表の方法の別などにより、学位取得者が提出しなければならない

書類等が異なることになりますので、関係書類を十分にご確認のうえ、必要な

書類等を提出くださるようお願いします。 

 

 



December 2013 

To: Doctorate Candidates 

Guidance on Changes in Procedures for Publication of a Doctorate Thesis 

In accordance with the Ministerial Ordinance for Partial Revision of the Degree Regulations of 

Japan (Ordinance of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology No. 5 of 

2013) which came into force on April 1, 2013, each degree holder is now required to publicize 

his/her doctorate thesis in its entirety over the Internet with the cooperation of the university that has 

conferred the degree. 

To implement such web-based publication in line with the revised law, the University of Tokyo has 

decided to utilize the UTokyo Repository, in which dissertations and theses are registered. UTokyo 

Repository is a system designed for electronic disclosure of the University’s research findings in and 

outside the University. 

(* An overview of UTokyo Repository is given in a separate document.)  

To register your doctorate thesis in UTokyo Repository, the following two materials need to be 

prepared, among others. 

 Electronic data (PDF file) of the full thesis (the final submitted version) 

 Completed “Letter of Authorization”, indicating your consent to register with UTokyo 

Repository 

(* Instructions for creating a PDF file and the “Requirements for Permission of Utilizing Papers Presented to the 

University of Tokyo Academic Institutional Repository (UTokyo Repository)” are provided in separate 

documents.) 

Before you submit the “Letter of Authorization”, you must first accept the terms of use as well as 

fulfil some other conditions. You are therefore requested to read and understand the instructions and 

conditions described in all relevant documents. 

* In addition to the above, please read through all the other relevant instructions and submit the 

appropriate documents as the case demands. For example, if for some “unavoidable 

circumstances” accepted by the University you are unable to publicize your thesis in full, read 

the instructions on how to publicize an abridged version of the thesis. Or, as in the conventional 

manner of submitting a thesis to the National Diet Library, the procedure and documents to be 

submitted differs according to whether you are earning a doctorate through completing a 

program or by a thesis, which is also different from the procedure for web-based publication. 
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