
別紙（誓約書様式_DC） 
 
 
大阪大学 
国際公共政策研究科長 殿 

 

誓 約 書 
 

私は、博士の学位申請にあたり、提出する論文に、「大阪大学における公正な研究活

動の推進に関する規程」で定める不正行為、とりわけ特定不正行為（※）が存在して

いないことを誓約します。 
なお、当該行為を行ったと大学により判断された場合には、博士の学位取得後であ

っても学位取消となることを認識しています。 
 
 
※「大阪大学における公正な研究活動の推進に関する規程」（抜粋） 
 

第２条 この規程において「不正行為」とは、ねつ造、改ざん、盗用、二重投稿、不適切

なオーサーシップ等、研究活動上の不適切な行為であって、科学者の行動規範及び社会通

念に照らして研究者倫理からの逸脱の程度が甚だしいものをいう。 
 

２ この規程において「特定不正行為」とは、前項の不正行為のうち、故意又は研究者と

してわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったことによる、投稿論文など発表さ

れた研究成果の中に示されたデータや調査結果等のねつ造、改ざん及び盗用をいい、その

用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 
(1) ねつ造 

存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 
(2) 改ざん 

研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られ

た結果等を真正でないものに加工すること。 
(3) 盗用 

他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を

当該研究者の了解又は適正な表示なく流用すること。 
 

 
年   月    日 

国際公共政策研究科 博士後期課程  
国際公共政策専攻／比較公共政策専攻（注）   
学籍番号 
自  署  
 

（注）該当項目を○印で囲んでください。 



ATTACHMENT (Pledge form_DC) 
 

To the Dean of Osaka School of International Public Policy, Osaka University, 
 

Pledge 
 

I, the undersigned, pledge to uphold the regulations regarding research misconduct, 
in particular, specific research misconduct* as defined in the Regulations regarding the 
Promotion of Research Integrity at Osaka University when submitting a degree 
thesis/dissertation for my doctoral degree application. 

In addition, I understand that if the acts of misconduct as stated in this pledge are 
judged by the university to have occurred, the received degree will be cancelled. 

 
*Regulations regarding the Promotion of Research Integrity at Osaka University 
(excerpt) 
 
(Definitions) 
Article 2 
In these regulations, “misconduct” is defined as inappropriate behavior in research 
activities, such as fabrication, falsification, plagiarism, duplicate submissions or 
inappropriate authorship, and other such serious deviations from research ethics, 
and taking into account the code of conduct of scientists and social norms. 
 
2. Among the forms of misconduct specified in the preceding paragraph, “specific 
research misconduct” in these regulations shall refer to fabrication or falsification of 
research data or research findings, or plagiarism in published papers, etc., whether 
intentional or attributable to gross neglect of basic due procedural diligence as a 
researcher, and the meaning of the term shall be as defined in the items below: 

(1)  Fabrication: making up non-existing data or research findings 
(2)  Falsification: manipulating research materials, devices or processes, 

tempering with data or the findings obtained through research activities to 
make them inconsistent with the facts 

(3)  Plagiarism: using other researchers’ ideas, analyses, methodologies, data, 
research findings, publications, or terminology without their approval or 
without proper citations 

 
Date:         /       /       (yy/mm/dd) 

Osaka School of International Public Policy 
Doctoral Course 

 Department: International / Comparative Public Policy 
(please circle eiher one)              

Student ID Number:                       
 

Signature:                       


