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Ⅰ 科学研究費助成事業について 

 

 １ 心構え 

 ２ 大学と研究者との関係 

 ３ 取扱方針等 

 ４ 科研費の管理 

 ５ 科研費研究種目及び使用ルール 

 ６ 科研費補助金と基金 

 ７ 交付申請書記載内容等の変更等 

 ８ 科研費交付前の研究の実施 

 ９ 直接経費の各費目の対象となる経費（主な支出例） 

 10 使用の制限 

 11 合算使用の制限 

 12  各年度・研究終了時の手続き 

 

Ⅱ 研究費の不正使用防止及び研究活動における不正行為防止について 

 １ 研究費の種類 

 ２ 心構え 

 ３ 研究費の不正使用防止及び研究活動における不正行為防止に向けての方針 

 ４ 研究費の不正使用防止等に関する行動規範 

 ５ 研究費の適切な使用、管理等に関する取組 

 ６ 研究活動上の不正行為防止等に関する取組 

 ７ 研究費の不正使用防止計画 

 ８ コンプライアンス・研究倫理教育研修 

 

 

Ⅲ その他関係規程等 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ⅰ 科学研究費助成事業について                     

 

 １ 心構え  

 科学研究費助成事業（以下「科研費」という。）は、その対象となった研究に

直接必要な経費にのみ使用でき、国民から徴収された税金その他貴重な財源でま

かなわれているものであることに留意し、「公正かつ最小の費用で最大の効果を

上げる」ように常に経費の効率的な使用を心がけてください。 

 

 ２ 大学と研究者との関係  

 大学は、研究者が所属する研究機関として、研究者が交付を受けた科研費につい

て、次の事務を行います。  

  ・研究者に代わり、直接経費の執行を管理すること。  

  ・研究者に代わり、直接経費・間接経費の交付申請、研究分担者への配分、実績 

   報告等に係る諸手続を行うこと。  

  ・研究者が直接経費により購入した設備、備品又は図書（以下「設備等」とい 

   う。）について、当該研究者から寄付を受け入れるとともに、当該研究者が 

   他の研究機関に所属することとなった場合には、その求めに応じて、これらを 

   当該研究者へ返還すること。  

  ・研究者が交付を受けた間接経費について、当該研究者から譲渡を受け入れ、当 

   該研究者が他の研究機関に所属することになった場合、直接経費残額の３０％ 

   に相当する額の間接経費を当該研究者に返還すること。 

 

 ３ 取扱方針等  

   科研費の適正な執行を行うため、次のとおり基本的な方針を定めています。 

  （１）科研費執行の主体  

    科研費の執行は研究代表者自ら行うものとし、これに伴う関係書類を作成す 

   るものとする。  

  （２）経理の主体  

    科研費の経理は大学事務局総務課（以下「事務局」という。）において行い 

   財務システムを使用して、収支簿、預金通帳、関係証拠書類を保管する。 

 

 ４ 科研費の管理  

  （１）保管方法  

    科研費は、原則として、公立大学法人岡山県立大学名義の口座により事務局 

   が一括管理します。  

    ただし、他大学に所属する研究代表者の分担者として他大学等から分担金を 

   受ける場合は、研究代表者の所属する大学等の指示に従うこととされている。  

  （２）配分  

    研究機関代表者（岡山県立大学長）は、交付決定後に概算払された科研費を 

   「交付決定一覧」により各研究代表者に配分します。  



    なお、科研費交付申請に記載された金額を、必要に応じ研究代表者の依頼に 

   より研究分担者に配分することができます。この場合、研究分担者は、収支簿 

   及び関係証拠書類等を整理し、その写しを事務局あてに送付しなければなりま 

   せん。  

  （３）支出費目等  

    科研費（直接経費）は、原則として交付申請時の配分額どおりに使用してく 

   ださい。ただし、研究の進展に応じて、当初の研究目的を達成するために効果 

   的な研究を行うため、費目等の使用内訳を変更することができるが、文部科学 

   大臣等の承認を必要とする費目の配分額変更等に該当する場合、事前に事務局 

   企画広報室に協議すること 

  （４）科研費の支払  

    物品費、旅費等の支出は、通常の研究費と同様に財務会計システムにより物 

   品購入依頼書等を作成する。また、支出方法は、原則、口座振込とする。  

 

 ５ 科研費の研究種目及び使用ルール等 

  （１）研究種目 

   科研費では、研究の段階や規模などに応じて、「研究種目」が設定されてお 

  ります。代表的な研究種目は次のとおりです。（次頁一覧表を参照） 

   ・基盤研究（S・A・B・C） 

    科研費の中核となる研究種目で、研究期間、研究費総額、研究規模により、 

    ４つの区分があります。 

   ・若手研究（A・B） 

    39歳以下の若手研究者の自立を支援する研究種目で、2回まで受給可能です。 

   ・挑戦的研究（萌芽・開拓） 

    独創的な発想に基づく、挑戦的で高い目標設定を掲げた芽生え期の研究を支 

    援するもので他の研究種目と審査方法も異なっています。 

 

  （２）使用ルール  

   科研費の支出に際しては、次のルールが適用されますので、使用前に必ず一読 

  ください。詳しくは、日本学術振興会研究者使用ルール及び科研費ハンドブック 

  （研究者用）を参照願います。研究費の執行については、本学で定める「契約事 
  務マニュアル（経費支出手続）」を参照し、適正な執行をお願います。 

 （日本学術振興会HP）https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/15_hand/index.html 

     



◯研究種目（日本学術振興会HPより抜粋） 

科学研究費     

  

  

  

  

   

特別推進研究 

 

国際的に高い評価を得ている研究であって、格段に優れた研究成果をもたら

す可能性のある研究（期間3～5年、1課題5億円程度を応募総額の上限の目

安とするが、上限、下限とも制限は設けない） 

振    

新学術領域研究  

研究者又は研究者グループより提案された、我が国の学術水準の向上・強化

につながる新たな研究領域について共同研究や研究人材の育成等の取り組

みを通じて発展させる 

（期間5年、単年度当たりの目安1領域1,000万円～3億円程度） 

文  

振 
   

基盤研究（Ｓ） 

 

1人又は比較的少人数の研究者が行う独創的・先駆的な研究 

（期間原則5年、1課題5,000万円以上2億円程度まで） 

振 

   

基盤研究（Ａ・Ｂ・Ｃ） 

 

1人又は複数の研究者が共同して行う独創的・先駆的な研究 

（期間3～5年、応募額によりＡ・Ｂ・Ｃに区分） 

（Ａ）2,000万円以上5,000万円以下 

（Ｂ）500万円以上2,000万円以下 

（H24～H26新規採択課題は一部基金化） 

（H27新規採択課題  審査区分「特設分野研究」から基金化） 

（Ｃ）500万円以下（H23新規採択課題から基金化） 

   

挑戦的研究（開拓・萌

芽） 

 

1人又は複数の研究者で組織する研究計画であって、これまでの学術の体系

や方向を大きく変革・転換させることを志向し、飛躍的に発展する潜在性を有

する研究   なお、（萌芽）については、探索的性質の強い、あるいは芽生え期

の研究も対象とする 

（開拓）3～6年間、500万円以上2,000万円以下 

（萌芽）2～3年間、500万円以下 

振    

若手研究（Ａ・Ｂ） 

 

39歳以下の研究者が一人で行う研究 

（期間2～4年、応募総額によりA・Bに区分） 

（A）500万円以上3,000万円以下 

（H24～H26新規採択課題は一部基金化） 

（B）500万円以下（H23新規採択課題から基金化） 

振    

研究活動スタート支援 
研究機関に採用されたばかりの研究者や、育児休業等から復帰する研究者

等が一人で行う研究（期間2年以内、単年度当たり150万円以下） 
振    

奨励研究 

 

教育・研究機関の教職員、企業の職員、それ以外の者で、学術の振興に寄与

する研究を行っている者が１人で行う研究 
振    

特別研究促進費 緊急かつ重要な研究課題の助成     

研究成果公開促進費    

  

  

  

研究成果公開発表 学会等による学術的価値が高い研究成果の社会への公開や国際発信助成 振    

国際情報発信強化 

 

学協会等の学術団体等が学術の国際交流に資するため、更なる国際情報発

信の強化を行う取組への助成 
振    

学術図書 

 

個人又は研究者グループ等が、学術研究の成果を公開するために刊行する

学術図書の助成 
振    

データベース 

 

個人又は研究者グループ等が作成するデータベースで、公開利用を目的とす

るものの助成 
振    

特別研究員奨励費 

 

日本学術振興会の特別研究員（外国人特別研究員を含む）が行う研究助成

（期間3年以内） 
振    

国際共同研究加速基金    

  

  

国際共同研究強化 

 

科研費に採択された研究者が半年から１年程度海外の大学や研究機関で行

う国際共同研究（1,200万円以下） 
振    

国際活動支援班 

 

新学術領域研究における国際活動への支援（領域の設定期間、単年度当たり

1,500万円以下） 

文  

振 
   

帰国発展研究 

 

海外の日本人研究者の帰国後に予定される研究（期間3年以内、5,000万円以

下） 
振    

（注）「文」は文部科学省が、「振」は日本学術振興会が担当することを示す。 

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/25_tokusui/index.html
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/34_new_scientific/index.html
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/34_new_scientific/index.html
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/12_kiban/index.html
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/index.html
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/index.html
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/index.html
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/index.html
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/22_startup_support/index.html
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/11_shourei/index.html
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/13_seika/index.html
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/20_tokushourei/index.html
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/35_kokusai/index.html
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/35_kokusai/01_kyoka/index.html
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/35_kokusai/02_shienhan/index.html
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/35_kokusai/03_kikoku/index.html


◯参考 科研費スケジュール（研究期間３年間の場合） 

時期 補助金 一部基金 基金 

補助金部分 基金部分 
随時 

 

    

前年度９月     

  １０月     

  １１月     

  １２月     

   １月     

   ２月     

   ３月     

１年目４月     

   ５月     

   ６月     

   ７月     

   ８月     

   ～     

   １月     

   ２月     

   ３月     

２年目４月     

   ５月     

   ６月     

   ７月     

   ８月     

   ～     

   １月     

   ２月     

   ３月     

３年目４月     

   ５月     

   ６月     

   ７月     

   ８月     

   ～     
   ２月     
   ３月     
   ４月     

   ５月     

   ６月     

研究者情報の登録、確認、修正 

公募要領の学内周知・応募書類の提出 

書面審査・合議審査 （日本学術振興会） 

内定通知受理・交付申請書の提出 

交付決定通知書受理・科研費の受領 

（該当者のみ）繰越手続き 

（該当者のみ）前倒支払請求 

継続課題支払請求 

実績報告書（収支状況報告・研究実施状況報告） 

 

支払請求書の提出 

実績報告書（収支状況報告・研究実施状況報告） 

 

継続課題支払請求 

（該当者のみ）繰越手続き 

（該当者のみ）研究期間延長

 

科研費の受領 

科研費の受領 

実績報告書（収支状況報告・研究実施状況報告）の提出 

 

研究成果報告書の提出 

 

（該当者のみ）繰越手続き 

（該当者のみ）前倒支払請求 

支払請求書の提出 



 ６ 科研費補助金と基金 

   平成23年度から科研費の一部研究種目が基金化されたことにより、科研費は従 

  来の科学研究費補助金（以下「科研費（補助金）」という。）と学術研究助成基    

  金助成金（以下「科研費（基金）」という。）の区分で交付されます。 

 

  （１）科研費（補助金） 

    科研費（補助金）は、単年度ごとに交付決定されます。（単年度決算） 

    従って、研究計画に沿って執行し、年度内に使い切ることが前提となります 

   が、やむを得ない理由により年度内に完了することが困難となった研究課題に 

   ついては、文部科学大臣を通じて財務大臣の承認を得た上で、当該補助金の全 

   額又は一部を翌年度に繰越し、使用することができます。 

    

   ◯前倒し使用のイメージ（日本学術振興会HPより抜粋） 

 

◯次年度使用のイメージ（日本学術振興会 HPより抜粋） 

 

   

 

 

 



 （２）科研費（基金） 

    科研費（基金）は、複数年で交付決定されます。 

    交付内定後に提出する交付申請書を審査の上、研究期間全体を通じて必要な 

   研究費が交付されます。 

    従って、研究計画の変更等に伴い発生した未使用分については、最終年度を 

   除き、繰越申請等事前の手続きを経ることなく、翌年度に引き続き使用するこ 

   とが可能となります。また、当初計画を上回る進展があった研究については、 

   交付決定総額の範囲内で、当年度途中の追加支払（研究費の前倒し使用）を受 

   けることも可能です。 

  ◯前倒し使用のイメージ（日本学術振興会HPより抜粋） 

    

 

  （３）研究分担金の取扱い 

    交付申請書記載のとおり、研究分担者に分担金を配分することになります。 

    研究分担者が学外の研究者の場合は、分担金（直接経費及び間接経費〔直接 

   経費の30％相当額〕）を当該研究者の所属機関に送金し、その研究機関で経理 

   処理を行います。 

 

 ７ 交付申請書記載内容等の変更等 

   次の変更等が生じた場合には、速やかに科研費担当者まで連絡ください。 

   文部科学省・日本学術振興会への問合せ等は、全て研究機関を通じて行うこと 

  とされています。  

 （１）補助事業の廃止 

 （２）研究代表者に関する変更等（所属研究機関の変更、応募資格の喪失、育児休 

    業等による中断など） 

 （３）研究分担者に関する変更等（研究分担者追加・削除、応募資格喪失など） 

 （４）経費使用内訳の変更 

    補助金：交付を受けた直接経費（年度単位）の総額の５０％（直接経費総額 

             ５０％の額が３００万円以下の場合は３００万円まで）を超えて変 

        更する場合。 



    基 金 ：交付を受けた直接経費（全期間合計）総額の５０％（直接経費総額 

        ５０％の額が３００万円以下の場合は３００万円まで）を超えて変 

        更する場合。 

 ※分担金の配分額変更について 

 ・研究代表者・研究分担者と相談の上、上記（４）の５０％ルールに該当しなけれ 

  ば、その変更届出は不要です。 

 ・他機関の研究分担者の分担金額を変更した場合は、間接経費を追加送金（ある 

  いは返金）する必要があり、また、本学研究者が他機関の代表者から配分され 

  る分担金の変更が発生した場合も、大学事務局間で手続きが必要になるため、 

  速やかに科研費担当者まで連絡してください。 

 

 ８ 科研費交付前の研究の実施 

   科研費に係る研究の実施に関しては、継続課題については４月１日、新規課  

  題は交付内定通知受領以降、直ちに研究を実施することが可能ですが、例年、    

  交付内定から入金までに数ヶ月の期間を要します。 

   本学において、入金までに支出を行う必要がある場合には、立替申請を行うこ  

  とで研究費の執行が可能となります。 

 

 ９ 直接経費の各費目の対象となる経費（主な支出例） 

   科研費直接経費の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経費は 

  次のとおりです。（詳しくは、科研費ハンドブックを参照） 

費 目 主な内容例 

物品費 物品を購入するための経費（機械器具、図書、消耗品等） 

旅 費 研究代表者、研究分担者、連携研究者、及び研究協力者の海外・国内出

張（資料収集、各種調査、研究の打合せ、研究の成果発表等）のための

経費（交通費、宿泊費、日当、空港使用料、タクシー代等） 

人件費謝金 資料整理、実験補助、翻訳・校閲、専門知識の提供、アンケート配付回

収、研究資料の収集等を行う研究協力者に係る謝金、報酬、賃金、給

与、労働者派遣業者への支払いのための経費 

その他 上記のほか、当該研究を遂行するための役務や経費（例：印刷費、複写

費、通信費、運搬費、研究実施場所借り上げ費〔研究機関の施設におい

て補助事業の遂行が困難な場合に限る〕、会議費〔会場借料、食事（ア

ルコール類を除く費用等）〕、リース・レンタル費用〔コンピュータ、

自動車、実験機器・器具等〕、機器等修理費用、研究成果発表費用(学会

誌投稿料、ホームページ作成費用、研究成果広報用パンフレット作成費

用、一般市民を対象とした研究成果広報活動費用等、実験廃棄物処理費

等） 

 

 

 



 10 使用の制限 

   科研費直接経費は、交付申請書記載の研究目的以外や、研究と直接関係のない 

  ものに使用できません。また、次の経費に使用することもできません。 

  ①建物等の施設に関する経費 

   （科研費直接経費により購入した物品の据付費等のための経費を除く。） 

  ②科研費遂行中に発生した事故・災害等の処理のための経費 

  ③研究代表者又は研究分担者の人件費・謝金 

  ④その他、間接経費を使用することが適切な経費 

  ※科研費においては、研究遂行に直接関連性のない経費（酒類、講演者の慰労 

   会・学会等の懇親会等の経費、手土産等の交際費、慶弔費、学会年会費等）に 

   ついても支出することはできません。 

 

 11 合算使用の制限 

   科研費直接経費は、原則、他の経費と合算して使用することはできませんが、 

  次の場合、例外的に認めています。 

  ①科研費に係る用務と他の用務とを合わせて一回の出張をする場合において、 

   直接経費と他の経費との使用区分を明らかにした上で直接経費を使用する場合 

   例：３泊４日の出張で、最初の２日間が科研費の用務、残りの２日間が別の予 

     算での用務の場合、２日間のみ科研費からの支払が認められます。 

  ②科研費に係る用途と他の用途を合わせて１個の消耗品費を購入する場合におい 

て、直接経費と他の経費との使用区分を明らかにした上で直接経費を使用する 

場合 

   例：一つの契約で１個の消耗品等を購入し、補助事業に用いる数量と他の用途 

     に用いる数量をあらかじめ分割する場合で、補助事業に用いる数量分につ 

     いてのみ直接経費を使用（１個とは１ダースなどまとまった購入単位） 

  ③科研費の予算不足分を補う場合 

   （教員研究費又は教員研究旅費を合算して執行することを認めています。） 

 

  12  各年度・研究終了時の手続き 

 科研費の執行において、研究者使用ルールに基づき、各種報告書（補助金：各

年度末、基金：研究期間終了時）を日本学術振興会に対して提出しなければなり

ません。国民からの大切な税金を使用した結果として、研究成果等を広く公開す

ることが求められており、これらの報告書の提出がない場合は、研究費の返還等

が行われる可能性があります。 

  

 

 

 

 

 



Ⅱ 研究費の不正使用防止及び研究活動における不正行為防止について       

 

１ 研究費の種類 

 本学では、次に掲げるものを「公的研究費等」とし、そのうち「競争的資金等」

は、国や独立行政法人等の審査を経て配分される補助金、助成金などで、研究遂行に

必要な経費に充てるための資金であり、研究者に対して国や独立行政法人等から補

助・助成されるもの、国や独立行政法人等から研究を委託されるもの等がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）主な競争的資金等 

 研究費等の種類 研究費等の略称名 配分・交付元等 

学

外

資

金 

科学研究費助成事業 基盤研究(S・A・B・C) 

若手（A・B）、挑戦的萌芽他 

日本学術振興会(JSPS) 

戦略的創造研究推進事業 さきがけ CREST ERATO 

ALCA RISTEX  

科学技術振興機構（JST） 

 

 （２） 企業・各種財団等からの委託・助成等や本学の学内経費を原資とする研究費等 

 研究費等の種類 研究費等の略称名 配分・交付元等 

学

外

資

金 

共同研究費 ○○に関する共同研究 企業等 

受託研究費 ◯◯受託 企業等 

奨励寄附金 研究助成・○○財団 研究者指定の寄付金 

各助成財団からの助成金 

学

内

資

金 

特別研究費 重点領域研究助成費 

地域貢献研究助成費 

独創的研究助成費 

本学 

教員研究費・教員研究旅費 - 本学 

 

 

 

公 的 研 究 費 等 

      共同研究費 

受託研究費 

奨励寄附金 

特別研究費・教員研究費など 

競争的資金等 
公的機関（各府省）の審査を経て配

分される補助金、助成金など 
 
（例）科学研究助成事業 
戦略的創造研究推進事業 など 

 

 

外部 

資金 

学内 

資金 



 ２ 心構え 

  昨今、研究機関における研究費の不適切な使用や、研究活動における不正行為が 

 問題となっています。科研費をはじめとした研究費の多くが、国民からの税金で成 

 り立っているものです。研究費の不適切な使用や、研究活動における不正行為は、 

 不正を行った本人のみならず、共同研究者や大学全体を巻き込んだ問題となること 

 を認識し、適切な研究費の利用、研究活動に努めてください。 

   研究費の不正受給や使用、研究遂行上の不正行為が発生した場合、不正に関する調 

 査のために多大なコストが発生し、組織全体の信用が失墜することになります。 

   

◯文部科学省ガイドライン概要等抜粋 

 研究費の不正使用 研究活動における不正行為 

定義 ・故意若しくは重大な過失による競争

的資金等の他の用途への使用 

・競争的資金等の交付の決定の内容

やこれに付した条件に違反した使用 

・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捏造、改ざん

及び盗用等 

主な例 【預け金】 

業者に架空取引を指示するなどして、

虚偽の請求書等を作成させることによ

り、所属機関から研究費を支出させ、

そのお金を業者に管理させるもの 

【プール金（カラ出張、カラ謝金）】 

出張申請や出勤簿の改ざん等により

旅費や謝金等を不正に請求するなど

して、そのお金を研究室 

や個人等が管理するもの 

【書類の書換（差換、品替、品転）】 

業者に虚偽の請求書等を作成させる

ことにより、所属機関から研究費を支

出させ、実際には契約した物品とは異

なる物品に差し替えて納入させるもの 

【捏造】 

存在しないデータ、研究結果等を作成する

もの 

【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もの 

【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

究者の了解又は適切な表示なく流用する 

※各研究分野の特性や、研究機関の規程

においては、二重投稿や不適切なオーサ

ーシップ等も不正行為として定義される場

合がある 

文科省等が

定めるガイド

ライン 

「研究機関における公的研究費の管

理・監査のガイドライン（実施基準）」

（平成１９年２月文部科学大臣決定（平

成２６年２月改正）） 

「研究活動における不正行為への対応等

に関するガイドライン」（平成２６年８月文部

科学大臣決定） 

 

 

 

 



（参考）ガイドライン実施基準等 

  文部科学省ホームページ（以下URL）で確認できます。 

 ・研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準） 

  http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm 

 ・研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン 

  http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm 

 

 ◯ルールに違反した場合 

  ルールに従って正しく使用しないと、科研費の交付制限や返還、応募制限のペナ 

  ルティ、刑事罰が科せられることがあります。（詳しくは次ページ参照） 

  

 ◯研究機関で発生した不正使用事案 

  研究機関で発生した不正使用事案は、文部科学省HP（以下URL）に掲載されます。 

  （文部科学省HP）http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1364929.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考）罰則等 

 研究費不正使用、研究活動における不正行為を行った場合、科研費の交付・応募制

限等の罰則があります。（文部科学省HPより抜粋） 

 
 

 不正行為の認定者を科研費の交付対象から除外する期間 

 

 

 

 



 ３ 研究費の不正使用防止及び研究活動における不正行為防止に向けての方針 

 

 （１）研究費の不正使用防止に関する基本方針 

   本学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施  

  基準)」（平成19年2月15日(平成26年2月18日改正)・文部科学大臣決定）に基づい 

  て、次のとおり、研究費の適切な使用、及びその管理などに関する取組を推進し 

  ます。 

 

  ①機関内の責任体制の明確化 

   研究費の運営・管理に関する責任と権限を明確化し、責任体系を本学内外に公 

   表します。 

 

  ②適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 

   事務処理に関する職務権限やルールを明確化し、研究費執行者に周知します。 

   また、コンプライアンス教育を実施し、不正使用防止対策に関する関係者の意 

   識を向上させ、不正使用発生の抑止機能を備えた環境を構築します。 

 

  ③不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施 

   不正使用を未然に防止するため、不正使用を発生させる要因を把握し、個々の 

   発生可能性と深刻度の状況等を分析することにより不正防止計画を策定します 

 

  ④研究費の適正な運営・管理 

   予算執行状況を検証し、予算執行が著しく遅れている場合は改善策を講じると 

   ともに、取引業者から本学の規程などを遵守し不正使用に関与しないことや内 

   部監査等で取引帳簿の閲覧等に協力する旨を記載した誓約書を求めます。 

 

  ⑤情報発信・共有化の推進 

   公的研究費の不正使用に関する告発、情報提供、相談、照会等に対応するため 

   の窓口を設置します。 

 

  ⑥モニタリングの実施 

   研究費の適正な運営・管理を徹底するため、モニタリングを実施するととも 

   に、リスクアプローチ監査の実施、組織的牽制機能の充実・強化を図ります。 

 

 



 （２）研究活動における不正行為防止に関する基本方針 

   本学では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（平成 

  １９年２月１５日文部科学大臣決定、平成２６年２月１８日改正）」及び本学の関

係規程等に基づいて、研究活動の不正行為防止に取り組んでいます。 

 

  ①機関内の責任体系の明確化 

  ・責任者（学長） 

   不正行為防止に関する計画の策定及び啓発活動を行います。 

   研究活動上における研究者の役割と責任を明確にします。 

   研究者に求められる倫理の修得等のための教育を実施します。 

  ・研究倫理教育責任者（各学部長） 

   研究倫理教育を最低でも３年に１回以上実施します。 

 

  ②適正な管理の基盤となる環境の整備 

   文部科学省が定める研究活動における不正行為への対応に関するガイドライン 

   及び最新の法令の周知に努め、研究活動に係る不正行為等の防止を図ります。 

 

  ③研究倫理教育の実施 

   不正行為を事前に防止し、公正な研究活動を推進するために、研究者に求めら 

   れる倫理修得のための教育を実施し、研究者の基本的責任、研究活動に対する 

   研究者の行動規範、研究分野の特性に応じて守るべき作法等の知識や技術を提 

   供します。 

 

  ④情報の伝達を確保する体制の確立 

   不正行為に関する告発、情報提供、相談又は照会等に対応するための窓口を設 

   置し、ホームページ等により周知するとともに、不正行為に関する事案が発生 

   した場合に適正かつ迅速に対応する学内の体制を整備します。 

   告発を行う方の氏名、所属・職名及び連絡先の守秘等を徹底し、告発者又は被 

   告発者が不利益な取扱を受けることがないようにします。 

 

 

 

 

 

 



 ４ 研究費の不正使用防止等に関する行動規範 

  本学では、学術研究の信頼性と公正性を確保するため、研究費の不正使用防止等 

 に関する規程第10条第１項の規定に基づき、研究費の不正使用防止等に関する行動 

 規範を次のとおり定めています。 

 

 （１）研究費執行者は、研究費の原資が貴重な税金等で賄われていることを認識 

   し、研究計画等に基づいて適正かつ計画的・効率的に使用すること。 

 

 （２）研究費執行者は、研究費の使用に当たり、当該研究費の配分機関が定める 

   各種要綱及び本学が定める使用ルール、その他関係法令・通知等による取扱 

   等を遵守するとともに、使用に関する説明責任を果たすこと。 

 

 （３）研究費執行者は、研究費の取扱いに関する研修等に参加し、関係法令や使 

   用ルール等に関する知識の習得、事務処理手続の理解に努めること。 

 

 （４）研究費執行者は、研究費の使用に当たり、取引業者との関係において社会 

   の疑惑や不信を招くことのないよう、公正に行動すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ５ 研究費の適切な使用、管理等に関する取組  

   文部科学省の「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施  

 基準）」（平成 26年 2月 18日改正）に基づき、研究費の適切な使用、管理等に関 

 する岡山県立大学の体制等は次のとおりです。 
役 職 職 名 責任・権限 役  割 

最 高 管 理

責任者 

学 長 本学全体を統括し、不正使

用防止等について最終責任

を負う者として、学長をもって

充てる。 

・不正使用防止等の対策を実施するために必要な 

 措置を講じる。 

・不正使用に関する告発、情報提供、相談、照会 

 等に対応するための窓口を設置し、その名称、場 

 所、連絡先、受付方法等をホームページ等に掲 

 載し、学内外に周知する。 

・告発等があった場合に、予備調査、調査委員会 

 等によりその有無を認定し，公表する。 

統 括 管 理

責任者 

事務局長 最高管理責任者を補佐し、

不正使用防止等について本

学全体を統括する実質的な

責任と権限を有する者として

事務局長をもって充てる。 

・本学の具体的な不正使用防止計画を策定・実施 

 する。 

コンプライ

アンス推進

責任者 

学部長 

総務課長 

各学部又は事務局内の不正

使用防止等に関する実務上

の責任と権限を有する者とし

てコンプライアンス推進責任

者を置き、保健福祉学部長、

情報工学部長、デザイン学

部長及び事務局総務課長を

もって充てる。 

・統括管理責任者の指示に基づき、次のとおり管理 

 監督を行う。 

・全ての研究費執行者を対象にコンプライアンス教 

 育を実施する。 

・研究費執行者による研究費の管理運営の方法に 

 ついて検証し、必要に応じてこれを改善する。 

・不正使用防止等の実施状況を確認・モニタリング 

 する。 

コンプライ

アンス推進

副責任者 

各学科長 

企画広報室長 

経理班長 

コンプライアンス推進責任者

を補佐する者としてコンプラ

イアンス推進副責任者を置

き、各学部の学科長並びに事

務局の企画広報室長及び経理

班長をもって充てる。 

各学科又は事務局の不正使用防止等の対策を実施す

る。 

 

 

 



 ６ 研究活動上の不正行為防止等に関する取組  

   文部科学省の「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」 

 （平成26年8月26日決定）に基づき、研究活動上の不正行為の防止等に関する岡山県 

 立大学の体制は次のとおりです。    

役 職 職 名 責任・権限 役  割 

最 高 管 理

責任者 

学 長 不正行為防止等に関する責任

者を学長とする。 

・不正行為防止に関する計画策定、啓発活動 

・研究活動上における研究者の役割と責任の明確化 

・研究者に求められる倫理の修得等のための教育 

研 究 倫 理

教 育 責 任

者 

学部長 各学部の研究倫理教育責任者

として保健福祉学部長、情報

工学部長及びデザイン学部長

を充てる。 

・全ての研究者を対象に研究倫理教育を最低でも3年

に 1 回以上行う。 

  

 ７ 研究費の不正使用防止計画 

不正使用を発生させる要因がどこにどのような形であるのかを整理し、具体的な

対策を実施します。 

（１） 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備 

不正使用の発生要因 具体的な取組 

（ルールの明確化・統一化） 

研究費の使用及び事務処理手続き

に関するルールが十分に理解され

ていない。 

・研究費の事務処理手続を検証してルールの明確化・統

一化を図るとともに、実態に合ったものにする。 

・研究費の使用及び事務処理手続きに関する説明書を作

成し、適正な使用の徹底を図る。 

（職務権限の明確化） 

学内の諸規程と運用の実態が合っ

ていない。 

・職務権限と責任の明確化が図られるよう、必要に応じ

て各種規程を見直す。 

（研究費執行者の意識向上） 

研究費が税金等によって賄われて

いることに対する意識が低い。 

・コンプライアンス推進責任者は、全ての研究費執行者

を対象にコンプライアンス教育を企画・実施する。 

・コンプライアンス推進責任者及び副責任者は、研究費

執行者に対して当該教育（研修）への参加を促すとと

もに、研究費執行者から不正使用を行わない旨の誓約

書を提出させる。 

 

 

 

 



（２）研究費の適正な運営・管理 

不正使用の発生要因 具体的な取組 

（予算執行） 

年度末に予算執行が集中してい

る。 

・コンプライアンス推進責任者及び副責任者は、予算の

執行状況を定期的に把握し、実態と合ったものになっ

ているか確認する。また、予算執行が当初計画に比較

して著しく遅れている場合は、研究計画の遂行に問題

がないか確認し改善策を講じる。 

（業者との関係） 

研究者による発注を可能(金額等に

より区分）としているため、同一

の研究室に、同一業者や同一品目

による偏った取引が行われてい

る。 

・発注・検収業務に関する確認事務（システム）を検証

し、事務部門の牽制が機能する仕組みを検討する。こ

の際、研究者による発注（研究の円滑・効率的な遂行

を目的）と両立できるよう配慮するものとする。 

・コンプライアンス推進責任者（事務局総務課長）は、

取引業者に対して不正使用に協力しない旨の誓約書を

徴し（取引回数や金額等の基準を定めて対応）、本学の

不正使用防止対策に理解を求める。 

（旅費） 

出張旅費の水増しや架空請求の恐

れがある。 

・研究者の出張状況等の確認事務（システム）を検証

し、事務部門の牽制が機能する仕組みを検討する。 

（物品費） 

研究とは無関係の物品の購入や架

空の伝票操作による納品・預け金

等の恐れがある。 

・物品の発注・検収業務に関する確認事務（システム）

を検証し、事務部門の牽制が機能する仕組みを検討す

る。この際、研究者による発注(研究の円滑・効率的な

遂行を目的)と両立できるよう配慮するものとする。 

・コンプライアンス推進責任者（事務局総務課長）は、

物品の取引業者に対して不正使用に協力しない旨の誓

約書を徴し（取引回数や金額等の基準を定めて対応）、

本学の不正使用防止対策に理解を求める。 

（特殊な役務） 

プログラム・デジタルコンテンツ

等の開発・作成、機器の保守・点

検において、適正な検収が行われ

ていない恐れがある。 

・抽出による事後チェック等により、研究費執行者以外

で、当該役務の仕様書や作業工程等の知識を有する者

により確認する仕組みを検討する。また、成果物のな

い機器等の保守・点検等の検収は、検収担当者が立会

い等により現場確認を実施する。 

（賃金等） 

賃金等で架空支払の恐れがある。 

・勤務実績簿等による現行の確認事務（システム）を検

証し、事務部門の牽制が機能する仕組みを検討する。 

 

 

 

 



（３）情報発信・共有化 

不正使用の発生要因 具体的な取組 

研究費の使用に関する相談や不正

使用に関する告発等窓口の説明が

不十分なことから、安心して利用

できない。 

・研究費の使用に関する相談や告発等の窓口について、

本学のホームページに分かりやすく掲載するととも

に、安心して利用できるよう個人情報の管理を徹底す

る。 

 

（４）モニタリング 

不正使用の発生要因 具体的な取組 

現行の内部監査が十分な牽制機能

を有していない恐れがある。 

・内部監査に関する現行制度について、管理体制、モニ

タリングの有効性等を検証し、必要に応じてさらなる

充実を図る。この際、不正が発生するリスクを踏まえ

て、抜き打ち等を含めたリスクアプローチ監査（不正

が発生するリスクに対して重点的かつ機動的な監査）

を実施する。 

 

 ※不正使用防止計画の見直し 

  本学において不正使用を発生させる要因の把握に努め、各種取組を継続して実施す

るとともに、文部科学省等からの情報提供や他大学の対応等も参考にしながら、当該

計画の不断の見直しを行う。 

 

 ８ コンプライアンス・研究倫理教育研修について 

 本学では、研究費の執行に携わる全ての教職員を対象に研究費の不正使用防止等に 

関する規程第 10条第 1項に規定するコンプライアンス教育及び岡山県立大学の研究 

活動における不正行為防止等に関する規程第 4条第 1項に規定する研究倫理教育 

として研修を実施しています。 

  科学研究費助成事業（科研費）をはじめとする公的研究費を受給し、あるいは新 

 規申請する研究者は、研修の受講と誓約書の提出が必要となりますので、次の研究 

 倫理教育教材を熟読していただいた上で誓約書の提出をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 



 ＜参考＞ 

 ◯研究倫理教育教材 

  本学では、日本学術振興会が日本学術会議と連携・協力し編集発行した「科学の 

  健全な発展のために－誠実な科学者の心得－」を活用しています 

  （日本学術振興会HP）https://www.jsps.go.jp/j-kousei/data/rinri.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ◯本学で実施した研修会資料・研修会動画等 

  本学で実施した研究倫理教育研修会資料及び動画については、次のアドレスに掲 

  載していますので随時ご活用してください。 

  （学内専用HP（教職員））https://www.oka-pu.ac.jp/index.php?page_id=48145  

 ＜注意＞ 

 ◯既に本学における研修の受講と誓約書の提出をしている場合は、毎年度の研修の 

  再受講や誓約書の再提出は必要ありませんが、今後、文部科学省等の方針変更等 

  により教育内容等の大幅な変更が生じる場合は、この限りではありません。 

 ◯新任の研究者は、前任校で同様の研修を受講し、前任校に対して誓約書を提出し 

  ていた場合であっても、本学において、公的研究費を受給、あるいは新規申請す 

  る場合は、改めて本大学における研修の受講と誓約書の提出が必要です。 

 

 

 



Ⅲ 科研費に関する関連規程等                         

 科研費に関する関連規程等は次のリンク及びアドレスを参照願います。 

 （日本学術振興会 HP）https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/28_kitei/index.html 

＜補助金に関する法令＞ 

◆ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（e-Govへのリンク） 

◆ 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（e-Govへのリンク） 

＜日本学術振興会において定めている科学研究費助成事業に係る規程等＞ 

◆ 独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領［PDF］ 

◆ 独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領第５条

第１項第１号及び第３号に定める科学研究費補助金を交付しない期間の扱いについて

［PDF］ 

◆ 
独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）取扱要領

［PDF］ 

◆ 独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）取扱要領

第５条第１項第１号及び第３号に定める科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成

金）を交付しない期間の扱いについて［PDF］ 

◆ 独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領第５条

第１項第５号及び独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金

助成金）取扱要領第５条第１項第５号に定める期間の扱いについて［PDF］  

● 

● 

使用ルールはこちら 

評価ルールはこちら 

＜文部科学省において定めている科学研究費助成事業に係る規程等＞ 

◇ 科学研究費補助金取扱規程（文部科学省のＨＰへのリンク） 

◇ 科学研究費補助金取扱規程第２条第１項第１号及び第４号並びに同条第８項の機関の指

定に関する要項（文部科学省のＨＰへのリンク） 

◇ 科学研究費補助金（基盤研究等）交付要綱（文部科学省のＨＰへのリンク） 

◇ 学術研究助成基金の運用基本方針（文部科学省のＨＰへのリンク） 

◇ 学術研究助成基金補助金交付要綱（文部科学省のＨＰへのリンク） 

◇ 
科学研究費補助金取扱規程第４条第３項の特定給付金を定める件（文部科学省のＨＰへ

のリンク） 

◇ 科学研究費補助金取扱規程第４条第１項第１号に定める科学研究費補助金を交付しない

期間の扱いについて（文部科学省のＨＰへのリンク） 

◇ 
研究活動の不正行為への対応に関する科学研究費補助金における運用方針（文部科学省

のＨＰへのリンク） 

〇 参考 

・ 科学研究費補助金取扱規程における研究機関一覧 

 
 

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30HO179.html
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S30/S30SE255.html
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/28_kitei/data/yoryo_280428.pdf
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http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1346063.htm
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