
*** English translation follows Japanese ***

インターネット公開留保申請における留意事項について

2021/04/01

 文部科学省学位規則に基づき、博士学位論文はインターネット上での公表が原則、義務づけられて

います。但し、やむを得ない事由がある場合は、公開留保の申請をすることが可能です。

 「やむを得ない事由がある場合」とは、客観的に見てやむを得ない特別な理由があると学位を授与

した大学等が承認した場合をいい、例えば、次に掲げる場合が想定されます。

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、特許の申請等との関係で、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。

 なお、「やむを得ない事由」が無くなった場合には、博士の学位を授与された者は当該博士論文の

全文を、大学等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が求められます。

 公開留保申請書には、申請理由を可能な限り詳細にご記入ください。また、根拠書類も同封くださ

い。（投稿誌の WEB の抜粋などでも結構です、長文や英語の場合は、根拠部分がわかるよう該当部

分にマーカーなどで印をつけてください。）

例：博士論文（本文の XX ページ）に記載している内容が、XX 月に公開予定の、XX 誌へ投稿中で、

XX に抵触するため、インターネット公開の留保を希望する。

 公開留保申請書は、必ず両面印刷で、1 枚におさめてください。

（以 上）



Notes on applications for withholding of online publication
April 1, 2021

 In accordance with the Degree Regulations of the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and

Technology (MEXT), doctoral thesis must, in principle, be published on the Internet. However, if there are

unavoidable reasons, it is possible to apply to withhold publication.

 The term "unavoidable circumstances" refers to cases in which the university that awarded the degree

approves that there are special reasons that are unavoidable from an objective viewpoint:

1. If the doctoral thesis contains content that cannot be published on the Internet because it contains

expressions in three-dimensional form or for other reasons.

2. If the doctoral thesis contains content that cannot be published on the Internet for more than one year

after the date of the award of the doctoral degree for reasons such as copyright protection and personal

information protection.

3. In cases where the publication of the full text of the doctoral thesis on the Internet will cause obvious

disadvantages to the doctoral degree recipient beyond one year from the date of award of the doctoral

degree in relation to publication, publication in academic journals that prohibit multiple publication,

patent applications, etc.

 If the "unavoidable circumstances" no longer exist, the doctoral degree recipient is required to publish the full

text of the doctoral dissertation concerned by means of the Internet with the cooperation of the university.

 In your application for withholding of online publication, please provide as much detail as possible about the

reasons for your request. Please also enclose supporting documents. (Excerpts from the webpage of the

submitted journal are also acceptable, but if the excerpt is long or in English, please mark the relevant part

with a marker so that we can understand the reasoning.)

(Example) The content of my doctoral thesis (page ** of the text) is being submitted to ***** Journal, which

will be published in April (month) 202* (year), and I wish to withhold the publication of my thesis on the

Internet because it conflicts with ******.

 Please ensure that you print out both sides of the application form and keep it on one sheet.
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