
 
 

 

研究データ利用許諾申請書 

申請日：          年  月  日 
 
JICA 研究所 副所長 殿 

所 属:                                        
申請者氏名:                                    
住所（必須）：                   
                         
E-mail（必須）:                                  
Tel（任意）:                                      
Fax（任意）:                                     

 
 下記の研究データの利用について申請致します。なお、申請内容及び利用にあたり、利用

条件を厳守し、誓約事項に同意します。 
 

記 
 
１． 利用する研究データ番号及び調査名 

研究データ番号：                           
研究調査名：                                  
 

２． 利用目的（研究テーマなど具体的に記入）： 
                                                                            

                                                                             
                                                                            
                                                                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
提供いただいた個人情報については、申請受付、研究データ管理のみを目的として使用し、それ以外の目的では

使用しません。また、お預かりした情報については日本の法令に基づいて管理いたします。 

誓約事項 
1  提供された研究データは、本申請内容にある利用目的でのみ使用します。 

2  研究データの秘密保護を図り、個々の調査対象を特定する分析は行いません。 

3  提供された研究データは本申請書に署名した者だけが利用し、第三者には再提供しません。 

4  研究データを用いて研究成果等を発表する際には、研究データについて以下の文を付すことによ

り、研究データの出典を明記します。 

例：（独）国際協力機構研究所から「○○○調査」の研究データの提供を受けました。 

5  提供された研究データ等の利用により何らかの不利益を被ったとしても、（独）国際協力機構（以

下「機構」という。）の責任は一切問いません。 

以上、誓約事項に反する行為が確認された場合、機構は利用承認を取り消すとともに、今後の利用停止

など、必要な措置を取ります。 

JICA 

使用欄 

副所長 次長 総務課長   図書館班長 担当 

       

 



 
 

 

Application Form for Consent for Dataset Use 

Application Date:     /     /   
 
To: Deputy Director, JICA Research Institute 
 

Applicant’s name:                                
Name of organization:                                       
Address (required):                                                   
E-mail (required):                                                     
Tel (optional):                 Fax (optional):                          

 
 I would like to apply for access to the dataset(s) indicated below. I have read the 
Agreement and agree to comply with the specified requirements.  
 
1. Number(s) and title(s) of research dataset(s) 

Research dataset number(s):                 
Research title(s):                        

 
2. Purpose of use (please describe the purpose of your research): 

                                                              
                                                                 
                                                                 
                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
The personal information provided in this form will only be used for administrative purposes to deliver and manage 

the dataset(s), and it will not be used for any other purposes. Moreover, the management of the entrusted 

personal information will be performed in accordance with the laws and regulations of Japan. 

Agreement 
1. I shall restrict my use of the dataset(s) to only the purpose indicated above. 

2. In order to protect the confidentiality of the dataset(s), I shall not analyze the data in any way that will disclose 

the identity of individual respondents or organizations.  

3. I shall not permit anyone other than a person authorized through this Agreement to gain access to the 

dataset(s), and I will not redistribute the dataset(s) to any third party. 

4. When publishing the results of research that utilizes JICA’s dataset(s), I shall acknowledge the source of the 

dataset(s) with a citation such as that provided below. 

Suggested citation: This work makes use of data from “name of the JICA research project,” which was 

provided by the JICA Research Institute.  
5. I understand that JICA bears no responsibility for any disadvantage I may sustain as a result of using the 

supplied dataset(s). 

Violation of the agreement will result in the revoke of the permit, and the undertaking of necessary measures. 

JICA 

USE 

副所長 次長 総務課長   図書館班長 担当 

       

 


