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 私は、著者（又は全著者の代表）として、上記論文が著者オリジナルの研究成果であること
を確認する。また、論文についてGRIPSディスカッションペーパーとして政策研究大学院大

学学術機関リポジトリへの登録を申請し、登録された場合には無償で公開することを許諾す

る。 

 

 On behalf of all the authors, I hereby confirm that the above manuscript includes my(our) original 

contribution, apply for registration in the Institutional Repository at GRIPS as a part of the GRIPS 

Discussion Papers, and consent to a disclosure in its entirety to the public when registered.  
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＊本学で実施しているプロジェクト等による研究の成果であって、著者が学外者のみの論文

の発行を希望する場合は以下も併せて記入してください。 

Please fill out the section below if you wish to publish your manuscript in the GRIPS Discussion 

Papers as a part of research projects at GRIPS and if authors do not include any GRIPS faculty 

members.  
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〈注意事項〉 

1. 登録に当たっては「政策研究大学院大学学術機関リポジトリの運営に係る細則」を

お読みください。 

2. この登録申請書は、ディスカッションペーパーを学術機関リポジトリで公開するた

め、著作権の内、複製権及び公衆送信権について本学に対して許諾を明示していただ

くものです。これは、著作権を著者から本学に移譲するものではありません。 

3. 共同研究者、共著者がいる場合は、事前に全員の許諾を得てください。 

4. 他の著作物の図・写真、プライバシーや個人情報に関わる写真や情報等を含む場合

は、事前に関係する法律等に従って適切に手続きを行ってください。 

5. 政策研究大学院大学学術機関リポジトリは、利用者による登録されたデータの利用

について、私的利用のための複製・引用など、著作権法で定める私的利用の範囲で

行うよう周知します。 

＜Notice＞ 

1. The registrant is required to be aware of the “Detailed Rules on the Institutional Repository at the 

National Graduate Institute for Policy Studies” when registering. 

2. This application form shall, for the purpose of providing an open access of the material at the 

Repository, grant to the Institute the reproduction and public transmission rights, being part of the 

copyright, but not the copyright itself. 

3. The registrant is required to obtain consents of all joint researchers or co-authors, if any. 

4. When the material includes pictures or photographs of other works, or photographs or information 

affecting the others’ privacy or personal information, the registrant is required in advance to follow 

necessary procedures in accordance with the laws and regulations concerned. 

5. The Institutional Repository at the National Graduate Institute for Policy Studies hereby affirms that, 

when providing open access of the materials, the reproduction of the materials (in printed or 

downloaded form) and citation be limited within the scope of personal use as provided for by the 

Copyright Act. 
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