講演者用

講究録原稿作成上の注意
１．原稿の形態は、通常の論文(original paper)の他、予報(announcement)、
既発表論文の要約(résumé)、概説(survey article)等でも結構です。ま
た、内容的には萌芽的アイデアの紹介、未解決問題の提起、意味あり
と思われる失敗の報告、理論の背景にある哲学あるいは実験結果、将
来の展望等、その形態の故に、一般の（数理科学の）学術誌への投稿
になじまないものも（研究代表者が学術的価値ありと判断する限り）
歓迎します。
２．講究録は Preprint Archive ではありません。講究録に投稿した論文を
そのままの形で、或いはその翻訳を、他誌に投稿することは許されま
せん。また、他誌に投稿した論文をそのままの形で講究録に投稿する
ことも許されません。
３．原稿は次ページの「原稿規定」に従って作成してください。
４．原稿の枚数は、全体で３００枚以内を標準としていますので、一つの
講演原稿の枚数については研究代表者とご相談ください。
５．原稿は和文・欧文のいずれでも結構ですが、B5判の規格に縮小されま
すのでご留意願います。
６．講究録は印刷して発行するとともに、
（電子化公開に同意しない著者の
原稿を除いて）京大機関リポジトリおよび数理研ホームページに公表
しております。電子化公開に支障がある場合は、原稿提出時に上記研
究代表者へその旨ご連絡ください。
７．原稿はPDFファイルとし、数理研が用意する「講究録電子入稿ウェブペ
ージ」へPDFファイルをアップロードすると、アウトライン化された
PDFをダウンロードできます。アウトライン化されたPDF原稿が当該講
究録用の最終原稿となりますので、講演者が必ず最終確認してくださ
い。原稿に問題がなければ、電子入稿を完了し、研究代表者にその旨
必ずご連絡ください。
８．本講究録の編集責任者は研究代表者ですので、アウトライン化された
PDF原稿の提出に関するお問い合わせは研究代表者にご相談ください。
９．その他、講究録全般に関するお問い合わせは、研究代表者または数理
解析研究所共同利用掛までお申し出ください。
（お問い合わせ先）京都大学数理解析研究所 共同利用掛
TEL:075-753-7256
E-mail:kyodo@kurims.kyoto-u.ac.jp
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原稿規定（講究録）
講究録は原稿をB5判に縮小して印刷しますので下記のことを厳守して作成
して下さい。
１.

TeXやパソコン等を使用される場合は、A4判で上３cm、下３cm、
左２.５cm、右２.５cm を空けてその範囲内で作成してください。
和文手書き原稿の場合は予め共同利用掛にご相談下さい。
２. 章が改まったときでも、同じページに続けて書いて下さい。
３. 頁数は、上ではなく必ず下中央に書いて下さい。通し頁数は一括
して印刷時に記入します。
４．本文の前に論文タイトル、所属、姓名、所属英語名を書いて下さい。
・参考１：論文タイトル等配置例
（論文タイトル）
京都大学・数理解析研究所

山田

道夫

Michio Yamada
Research Institute for Mathematical Sciences,
Kyoto University
［ 本文が続く］
５ ． 英文の場合には、所属、姓名が原稿の末尾でも構いません。
・参考２：論文タイトル等配置例（英文の場合）
（Title）
Michio Yamada
Research Institute for Mathematical Sciences,
Kyoto University
［ 本文が続く］
（末尾）
Research Institute for Mathematicl Sciences
Kyoto University
Kyoto 606-8502
JAPAN
E-mail address: .....@.....kyoto-u.ac.jp
京都大学・数理解析研究所

山田

道夫
以上

For Spearkers

RIMS Symposia / Workshops
Instruction for the Preparation of Manuscripts for the Proceedings

Dear Speaker:
We are planning to publish the Proceedings of our Symposium in “RIMS Kôkyûroku”
series. Announcement papers, résumés of previously published articles, and survey articles,
as well as original papers, may be accepted. We also welcome articles which are scientifically
meaningful but not suited for publication in ordinary journals because of its style; examples
of such articles include articles which present seminal ideas, propose open problems, report
failed attempts, explain the philosophy or experimental data that underlie one’s theory, or
discuss the prospects of one’s theory. Thus almost no stylistic restriction is imposed, but
your contribution should be in final form; “RIMS Kôkyûroku” series is not a preprint
archive.
The manuscript (PDF format) should be uploaded to the RIMS Kôkyûroku Submission Form.
And check the print version. Please contact the Editor after confirmation.
Since the printing is done by photocopying process, please observe the following rules for
preparation:
1) Color
2) Size of the paper
3) Margins
4) Length

Black letters on white papers
Approximately 29.5cm × 21cm
2.5cm on both sides
3cm on the top and the bottom
Please ask the Editor.

*RIMS will issue the Proceedings in “RIMS Kôkyûroku” and publish them
at Kyoto University Research Information Repository and RIMS Homepage,
except for the articles whose authors do not wish their manuscripts to be published online.
If that is the case for your article, please report it to the Editor at the time of submission.
Yours sincerely,

For Spearkers

Title of the manuscript
Michio Yamada
Research Institute for Mathematical Sciences, Kyoto University
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