NRE-DP 投稿規定
Submission Guidelines for NRE-DP
生物資源経済学ディスカッションペーパー（以下、NRE-DP）は、京都大学農学研究科生物
資源経済学専攻（以下、専攻）の構成員による研究成果を公表し、議論や提案を促すことを
目的とする。NRE-DP 編集委員会により査読や校正が行われるものではない。全ての権利
は、執筆者に属する。
The Natural Resource Economics Discussion Papers (NRE-DP) are preliminary research reports by
members of the Graduate School of Agriculture-NRE of Kyoto University (NRE) circulated for the
purpose of soliciting discussion, comments, and suggestions. They have not been peer-reviewed or
been subject to the review by the editorial board. All rights are reserved by the authors.
執筆者
刊行物発行元は、NRE-DP 編集委員会とする。本専攻に所属する構成員によって執筆された
原稿を NRE-DP として出版する。なお、共著者の所属は問わない。また、第一著者や責任
著者であるかは問わない。ただし、教員、特定教員、名誉教授以外の構成員に関しては、受
け入れ教員あるいは指導教員からの推薦を受けた上で提出するものとする。

Eligibility
NRE-DP publish manuscripts written by any members of the Division of NRE. Faculty members and
professors emeritus are permitted to make submissions directly, while others members must receive a
recommendation from a supervisor or host faculty in the NRE.
出版
提出された原稿は、NRE-DP 編集委員会により、京都大学情報学術リボジトリ KURENAI に
登録され、無償にて公開される。申請にあたり、申請者は「同意申請書」において、NREDP を KURENAI で公開するため、著作権の内、「複製権」及び「公衆送信権」について、
NRE-DP 編集委員会に対して許諾を明示するものとする。（補足：著作権は著者にあり、
KURENAI に公開するための必要な部分の許可を得る。それ以上の利用は、著者に都度尋ね
る必要がある。）

Publication
Manuscripts are registered with the Kyoto University Research Information Repository KURENAI by
the NRE-DP committee and released open access. Submitting authors permit the KU Library Network
to provide unrestricted access to the manuscript at the KURENAI by granting the editorial board
rights for reproduction and public distribution (this constitutes a part of the copyright for publication,
but not the copyright of the contents).
投稿
原稿・カバーページ・同意申請書を NRE-DP 編集委員会に NRE-DP 投稿ウェブページから
提出するものとする。なお、NRE-DP 編集委員会は、原稿の書式のみを確認するものとし、
査読あるいは校正を行わない。書式に関しては、別途定める「書式要領」を参考にされた
い。原稿は PDF にて、カバーページは所定の書式を利用し MS Word ファイルにて提出する
こと。NRE-DP 編集委員会にて申請が受理されれば、DP 登録番号が付与され、原稿は
KURENAI にて公開される。
提出先：https://www.reseco.kais.kyoto-u.ac.jp/introduction/archivements/

Submission
Submit your manuscript (as a PDF file) with the specified cover page (as a Word-compatible file)
along with the Publication Agreement & Application Form (as a PDF file) to the NRE-DP editorial
board using the NRE-DP online submission form. The editorial board does not conduct proofreading

or peer-reviews. The board will check only the formatting of the manuscript. Please refer to the
formatting guidelines. Once the editorial board approves your application, a DP number will be
assigned to your manuscript. The editorial board then proceeds to publish your manuscript online as a
NRE-DP and deposits it with the KURENAI.
Submit manuscripts at: https://www.reseco.kais.kyoto-u.ac.jp/introduction/archivements/
改訂原稿の投稿
改訂版の登録を希望する場合は、改訂版原稿・カバーページを NRE-DP 投稿ウェブページ
から再提出するものとする。DP 番号を維持したまま、改訂版原稿に差し替えを行う。発行
済みの DP は差し替えにより削除される。差し替えた旨は、KURENAI のメタデータ内に注
記される。
Revied Manuscript Submission
Submit your revised manuscript (as a PDF file) with the specified cover page (as a Word-compatible
file) using the NRE-DP online submission form. The original discussion paper will be replaced by
the revised manuscript. The DP number remains unchanged from the original one. The revision will
be noted in the metadata record of KURENAI.
登録論文の削除
登録論文の削除を希望する場合は、NRE-DP 投稿ウェブページから削除申請を依頼すること
ができる。申請者から依頼を受けて、発行元である NRE-DP 編集委員会が KURENAI に削
除申請を行う。図書館機構オープンアクセス委員会に削除申請が承認された後、登録論文は
NRE-DP から削除される。
Withdrawal
Submit a request for withdrawal using the NRE-DP online submission form. The editorial board will
apply for withdrawal to the KURENAI. Your article will be subsequently removed from the NRE-DP
and KURENAI after approval by the open access committee at the Kyoto University Library
Network.
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付記
（１）本規定の改正は専攻会議の承認を得なければならない。
（２）本規程は、NRE-DP ウェブページにて公開する。
（３）本規定は、2021 年 3 月 18 日より実施する。

書式要領
Formatting Guidelines
1. 構成
1) 表紙（所定書式を使用すること。題名、執筆者名を入力すること。）
2) 第 1 頁 題名、執筆者名、執筆者所属、キーワード、要旨、代表著者連絡先
3) 第 2 頁 本文
2. 書式
特に定めない。『生物資源経済研究』規定などを参照されたい。

