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 従来、学位規則（昭和２８年文部省令第９

号）により博士の学位を授与された者は、学位

を授与された日から１年以内に学位論文を印

刷公表しなければならないとされていました

が、平成２５年４月の学位規則改正により博

士の学位を授与された者は、学位を授与され

た日から１年以内に博士論文の全文をインタ

ーネットの利用により公表することとなりま

した。 

本学においては、神戸大学学位規程により

博士論文の全文を神戸大学学術成果リポジト

リの利用によりインターネットで公表するこ

ととしています。 

ただし、以下のようなやむを得ない理由に

より１年を超えて、博士論文の全文をインタ

ーネットで公表出来ないと承認された場合

は、原則として博士の学位を授与された日か

ら２年間公表しません。 

 該当者は、「様式１ 博士論文全文の公表延

期申請書（新規）」を当該研究科へ申請願いま

す。 

さらに、承認された期間を超えて公表を延

期するやむを得ない理由が生じた場合は、承

認された期間内に改めて所定の様式により申

請願います。 

 

 

 

Notice to Doctoral candidates 

 

 

 

Kobe University 

 

 

The Ministry of Education previously 

stipulated that a traditional printed 

version was the preferred method of 

publication of a doctoral thesis (9th 

Directive, 1953), however, due to an 

amendment of the regulations for 

dissertation publication in April, 2013, all 

Doctoral conferees must now make the 

entire text of their dissertations publically 

available online within one year from the 

date of conferment.  

  The new rule has designated the Kobe 

University Repository Kernel as its 

preferred online publication medium. 

 It is, however, possible to apply for a 

deferment due to the reasons outlined 

below. If the reason(s) for deferment is 

officially approved, then the online 

publication will be postponed for two years 

(in principle) from the date of the degree 

conferment. 

  Applicants for this procedure must  

submit the “Application to Defer Online 

Publication of Dissertation (Form 1)” to 

their faculty office. 

  To extend a period of deferment upon the 

expiration of the deferment period, it is 

necessary to submit a request form within 

the original period of deferment. 
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記 

 

（やむを得ない理由） 

① 博士論文が，立体形状による表現を含

む等の理由により，インターネットの利

用により公表することができない内容を

含む場合 

② 博士論文が，著作権保護，個人情報保

護等の理由により，博士の学位を授与さ

れた日から１年を超えてインターネット

の利用により公表することができない内

容を含む場合 

③ 出版刊行，多重公表を禁止する学術ジャ

ーナルへの掲載，特許の出願等との関係

で，インターネットの利用による博士論文

の全文の公表により博士の学位を授与さ

れた者にとって明らかな不利益が，博士の

学位を授与された日から１年を超えて生

じる場合 

 

 

（注意） 

１．博士論文全文のインターネットによる

公表の延期を承認した場合でも、国立国会

図 

書館及び神戸大学附属図書館において、

博士論文の全文は閲覧に供されます。 

 

２．博士論文全文の公表延期を承認した期

間を超えると、神戸大学学術成果リポジ

トリの利用によりインターネットで公表

します。 

Notice 

 

(Reasons for deferment) 

(1) When the dissertation contains non-

printed items including three-dimensional 

shapes. 

 

(2) To respect copyright agreement or to 

protect personal information contained 

within the dissertation. 

 

(3) Where online publication may jeopardize 

the possible future appearance of the 

dissertation in some other printed 

publications, academic journal or patent 

application. 

 

 

 

(Additional information) 

 

(1) The above conditions apply only to online 

publication.  The dissertation must still be 

made available in printed form to the 

National Diet Library and the Kobe 

University Library. 

 

(2) After the expiration of the initial period 

of deferment or an extension to the initial 

period of deferment, the dissertation will be 

put into Kobe University Online Repository 

Kernel. 


