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はじめに 
 
近年、研究費等の適正使用や研究活動の公正性に対する見方がより一層厳しくなってきています。
科研費は国民の貴重な税金で賄われていること、科研費以外は学生の貴重な授業料等で賄われてい
ることを十分認識し、公正かつ効率的に研究活動を行うために、知っておくべき基本知識として、
ルールや各種手続きの方法等をできるだけ分かり易く以下のとおりまとめました。（以下、日本学
術振興会「科学の健全な発展のために―誠実な科学者の心得―」より抜粋。） 
 

研究活動を進めるにあたって 

「科学者」とは、所属する機関に関わらず、人文・社会科学から自然科学までを包括す
るすべての学術分野において、新たな知識を生み出す活動、あるいは科学的な知識の利活
用に従事する研究者、専門職業者を意味する。 

このような知的活動を担う科学者は、学問の自由の下に、特定の権威や組織の利害から
独立して自らの専門的な判断により真理を探究するという権利を享受すると共に、専門家
として社会の負託に応える重大な責務を有する。 

健全な発達・発展によって、より豊かな人間社会の実現に寄与するためには、科学者が
社会に対する説明責任を果たし、科学と社会の健全な関係の構築と維持に自覚的に参画す
ると同時に、その行動を自ら厳正に律するための倫理規範を確立する必要がある。科学者
の倫理は、社会が科学への理解を示し、対話を求めるための基本的枠組みでもある。 

行動規範の遵守は、科学的知識の質を保証するため、そして科学者個人及び科学者コミ
ュニティが社会から信頼と尊敬を得るために不可欠である。 

科学者の責務 
（科学者の姿勢）  
1 科学者は、常に正直、誠実に判断、行動し、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に
努め、科学研究によって生み出される知の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力を払
う。 

公正な研究 
（研究活動） 
2 科学者は、自らの研究の立案・計画・申請・報告などの過程において、本規範の趣旨に
沿って誠実に行動する。科学者は研究成果を論文などで公表することで、各自が果たした
役割に応じて功績の認知を得るとともに責任を負わなければならない。研究・調査データ
の記録保存や厳正な取扱いを徹底し、ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を為さず、ま
た加担しない。 

法令の遵守など 
（法令の遵守） 
3 科学者は、研究の実施、研究費の使用等にあたっては、法令や関係規則を遵守する。 

（日本学術会議 声明「科学者の行動規範」（平成25年1月25日改訂）より抜粋） 

  科学は、信頼を基盤として成り立っています。科学者はお互いの研究について「注意深くデー
タを集め、適切な解析及び統計手法を使い、その結果を正しく報告」しているものと信じていま
す。また、社会の人たちは「科学研究によって得られた結果は研究者の誠実で正しい考察による
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もの」と信じています。もし、こうした信頼が薄れたり失われたりすれば、科学そのものがよっ
て立つ基盤が崩れることになります。 

科学者自らがあらためて誠実な研究活動のあるべき姿について積極的に学び、こうした理念に
基づき後進を育て、これにより、科学を健全に発展させ、科学に対する社会の信頼の確立につな
げていきましょう。 

1. 研究の自由と守るべきもの 

  科学研究の名の下に何をやってもよい、ということはありません。研究の自由は、守るべきもの
を守る義務と責任を果たしてこそ保障されるものであることを忘れてはいけません。 

  例えば、科研費の申請書の中には、「人権の保護及び法令等の遵守への対応」という欄があり、そ
こには、「…相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取扱い配慮を必要とする研究、生命
倫理・安全対策に対する取り組みを必要とする研究…が含まれている場合に、どのような対策と措
置を講じるのかを記述してください」という指示があります。そして、対策・措置をとるべき対象
として次のものが挙げられています。 

  ・人権の保護 

  ・インフォームド・コンセント 

  ・個人情報の守秘 

  ・生命倫理に関連する法令などの遵守 

  ・安全に関連する法令の順守 

  ・倫理審査委員会における承認 

［利益相反への適正な対応］ 

  厚生労働省の指針では、次のように定義されています。外部との経済的な利益関係等によって、
公的研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる、又は備われるのではないかと第三者か
ら見なされかねない事態をいう。 

  利益相反には、「責務相反」と「狭義の利益相反」があります。 

 

 

 

・責務相反とは―兼務活動により複数の職務遂行責任が存在することにより、本務における判断
が損なわれている、本務を怠った状態になっている、又はそのような状態にあると第三者から
懸念が表明されかねない事態」です。 

例）大学の教員が、外部のさまざまな職務を兼業して多忙となり、学生の教育や研究指導とい
う本務を怠った状態になるのはその例です。 

  ・個人としての利益相反とは―科学者が、自分が所属し研究を実施する機関以外の機関との間で
給与等を受け取るなどの関係を持つこといいます。厚生労働省の指針では、配偶者や一親等の
者（両親や子ども）に経済的な利益関係がある場合は、利益相反の有無の検討対象になるとさ
れていますので、注意する必要があります。 

例①）もし、自身がコンサルタントを務めている会社のゲーム機の性能に関する研究をA教授
が計画する場合には、その会社から研究費を得ているわけですから、そこには利益相反が存在

・利益相反（広義）  利益相反（狭義） 個人としての利益相反 
大学（組織）としての利益相反 

・責務相反 
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します。研究を計画する際には利益相反がないことを確認するか、利益相反がある場合には、
所属機関のルールや指針にしたがって、その開示を行うなど適切に対応することが求められま
す。 

例②）査読を依頼された論文が、自分と同じ領域の研究であるという場合、該当する論文が、
自らの研究と非常に近い競争関係にあるような内容であることが分かった場合には、査読を辞
退すべきでしょう。自分としては公正に評価したとしても、周囲がどのようにみなすかについ
ても考慮しなければなりません。 

  ・大学（組織）としての利益相反とは―大学が企業に出資し、大学が保有する特許をライセンス
するような場合に生じる、いわば大学経営に関することです。 

  法令上、「利益相反」との用語が使用されている例 

［安全保障への配慮］ 

  科学者が純粋な目的をもって行う研究の成果が、テロに使われるようなことにでもなれば、科学
者にとってこれほど悲しいことはありません。「自分の研究は、基礎科学の分野だから、兵器の開発
などには関係ない」と考える科学者もいるかもしれませんが、予期せぬ形で兵器開発に使われたり
する可能性はあり、このため法令上の規制の対象になっていたりすることがあります。わが国では、
「外国為替及び外国貿易法」は、たとえ研究・教育のためであっても、規制対象の物品や技術を国
外に持ち出すこと、たとえ国内であろうと技術を提供した場合、当該科学者とその研究機関は処罰
の対象となります。 

経済産業省 Q&A（大学・研究機関向け） 

［個人情報の保護］ 

  いわゆる「個人情報保護法」では、「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報であって、当
該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの
（他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとな
るものを含む）をいう」と定義されています。具体的には、氏名、性別、生年月日等、それによっ
て、個人を識別できるような情報だけでなく、「個人の身体、財産、職種、肩書き等の属性に関して、
事実、判断、評価を表すすべての情報」のことを指します。限定された人たちに知られている情報
だけでなく、公にされている情報も、映像や音声による情報も含まれます。これらの情報が、たと
え暗号化されていたとしても個人情報とみなされます。 

  歴史学や社会学などの人文・社会科学においても、個人情報に関わるような領域があります。例
えば、未公刊の文書史料やインタビュー記録を引用しながら成果を発表する際には、以下のような
注意が必要です。 

  ・あらかじめインタビューの際に、聴き取りの相手との間に、研究の目的・公開の範囲と形態に
ついて、また発表にあたり相手の校閲を受ける必要の有無について、合意を得ておく。 

  ・インタビュー記録の引用に際しては、聴き取りの相手の合意を得た範囲内において、相手の名
前、役職、インタビュー日時、場所を明確にする。 

  ・史料館などで公開されている史料・資料を引用する場合は、史料館名・史料名・史料番号など
を明記する。寄託史料で、発表の際には寄託者に草稿を事前に見せ、同意を得ることが条件にな
っている場合は、その条件を遵守する。 

  ・特別の許可を得て、史料・資料の閲覧を個人や企業から許された場合は、どこまで史料・資料
そのものとその所在を公表できるのか、個人情報に関わることをどこまで公表できるのかなどに
ついて、事前に合意をとり、その条件を明示する。 

https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu8/toushin/attach/1366593.htm
https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigakuqanda/daigakuqanda.pdf
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  ・史料・資料の引用にあたり、個人の出生・門地・経済状況・脂肪（病歴なども含む）・犯歴など
の情報については、過去の人物であっても、その子孫や承継者のプライバシーを侵害することの
ないよう、最新の注意を払う。 

  個人情報保護法ハンドブック 

[データの信頼性を保証する] 

  領域によって何をデータとするかは異なります。 

  例①）歴史学では、印刷物や書物だけではなく、手書きの手紙や関連する事物など種類豊富なデ
ータが存在します。 

  例②）社会学や人類学では、アンケートの結果やインタビュー記録なども重要なデータです。 

  ①データが適切な手法に基づいて取得されたこと、②データの取得にあたって意図的な不正や過
失によるミスが存在しないこと、③取得後の保管が適切に行われてオリジナリティが保たれている
ことで信頼性を保証されます。 

2. 研究不正行為とは何か 

 ［研究不正行為の定義］ 

   日本だけでなく、世界各国で共通に研究不正にあたる行為として定義されているのは、捏造、
改ざん及び盗用であり、しばしば、fabrication（捏造）、falsification（改ざん）、plagiarism（盗
用）のそれぞれの頭文字をとって、FFPと呼ばれます。 

   文部科学省も、FFPを特定不正行為と定義しています。 

   「対象とする不正行為（特定不正行為）は、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、改ざん及び盗用である。」とされています。 

    1）捏造（Fabrication） 
存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 

    2）改ざん（Falsification） 
 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（Plagiarism） 
 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こと。 

4）その他（Other Misconducts） 
 同じ研究成果の重複発表、論文著作者が適正に公表されない不適切なオーサーシップなど
も不正行為の代表例と考えることができます。※二重投稿は、適切な引用がされていない場
合、自己盗用とみなされることがあります。 

 ①オーサーシップの偽り 

      ギフト・オーサーシップ（gift authorship） 

       著者としての資格がないにもかかわらず、真の著者から好意的に付与される、ギフト・
オーサーシップと呼ばれるものがあります。 

       発表論文の内容を知らない者、論文内容に合意していない者は論文に責任は持てませ

https://www.ppc.go.jp/files/pdf/kojinjouhou_handbook.pdf


 

5 
 

ん。研究について説明責任を負うのが著者なのですから、実際には研究に貢献のなかっ
た者を著者として記載することは許されません。研究への協力などに感謝の意を表すと
しても、著者に加えるのではなく、謝辞などで対応しなければなりません。 

       著者に加える側、加えられる側のいずれもが、研究倫理に反する行為であることを強
く認識しなければなりません。 

      ゴースト・オーサーシップ（ghost authorship） 

       ギフト・オーサーシップとは逆に、著者としての資格がありながら著者としてクレジ
ットされていない場合を、ゴースト・オーサーシップといいます。 

       また、氏名だけは書かれていても、重大な利害関係を持つ会社の社員であることを隠
し、所属を偽る行為もゴースト・オーサーシップの一つです。 

    ②不適切な発表方法 

     二重投稿・二重出版 

      著者自身によってすでに公表されていることを開示することなく、同一の情報を投稿
し、発表することです。研究論文を投稿する場合、そのことを明示する必要があります。 

     サラミ出版 

      一つの研究を複数の小研究に分割して細切れに出版することは、「サラミ出版」または
「ボローニャ出版」と呼ばれています。これも二重投稿・二重出版と同様に、業績の水
増しになるだけでなく、全体の研究意義の把握がしにくくなり、他の科学者に無用な手
間暇をかけさせるといった点からも問題です。一編の優れた研究論文は、数個に分割さ
れたばらばらの論文よりも格段にインパクトがあり、科学の発展に貢献するものです。 

     先行研究の不適切な参照 

科学研究は、それまで他の研究者によってなされた研究成果の蓄積の上に築かれま
す。したがって、研究の実施にあたって先行研究をきちんと踏まえることは重要です
し、論文執筆にあたっても先行研究を適切に配慮する必要があります。先行研究を十
分に調査することで、オリジナリティのある適切な研究計画が立案でき、研究の意義
も明確になります。 

すでに行われた研究に対して正当なクレジットを与えるためには、先行研究を十分
に調査すると共に、論文執筆にあたって先行研究を適切に参照することが不可欠で
す。ときに自分の研究グループと対立する研究グループによる先行研究を意図的に参
照しない事例が見られます。しかし、そのような不適切な先行研究の扱いは、科学研
究の客観性・信頼性を揺るがすものであるということを認識する必要があります。 

     謝辞について 

研究論文の発表にあたって、さまざまな形で協力してもらった関係者や、支給され
た研究費については、謝辞などの形で明記することが必要です。前述の国際医学雑誌
編集者委員会の投稿統一規程でも、オーサーシップの条件を満たさない関係者につい
ては「謝辞」で述べるのが適切だと述べています。具体的には、研究費を獲得した人
や研究室主宰者、研究代表者、アドバイスを行った人、草稿執筆にあたって文章面・
英文構成などで協力してくれた人などで、オーサーシップの条件を満たしていない人
です。謝辞では、具体的にどのような寄与・貢献を行ったかと共に明記することが望
まれます。 
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また、研究にあたって研究費の助成を受けた場合は、そのことを明示することも必
要です。研究助成元への説明責任を果たすものであるだけではなく、民間企業から助
成を受けた場合などは利益相反の観点からも助成元を明記することが欠かせません。 

多くの研究者が助成を受けている科研費では、「MEXT or JSPS KAKENHI Grant 
Number ******」の様式で謝辞を記すことが決められています。 

【学内研究員・学内共同等の場合】 

本助成を受けた旨を記載する場合には当該論文もしくは学会要旨等に本助成による
支援を受けた旨明記し、その写しを国際言語平和研究所に提出してください。  

 
（記載例） 
英 語：This work was supported by the ＊＊＊ for Research Activities 20XX. 
日本語：本研究は、20XX 年度＊＊＊学内共同研究による助成を受けたものである。 
    本研究は、20XX 年度＊＊＊学内研究員研究による助成を受けたものである。 
＊＊＊には、以下の該当する機関名を入れてください。 
 
英 語：“Kyoto University of Foreign Studies” 

“Kyoto Junior College of Foreign Languages” 
日本語：「京都外国語大学」「京都外国語短期大学」 

     ③著作権 

       著作権は、著作物を製作した際、申請や登録といった手続きを一切必要とせずに自
動的に付与される権利です。「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、
学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と著作権法で定義されています。 

     他人の著作物を利用するには 

他人の著作物をコピーする、改変して二次的著作物を作成し利用する場合には、その
著作物の著作権者に了解を得ることが原則となります。また、ジャーナルなどの出版物
に掲載されたものは著作権が出版元にある場合が多いので、たとえ自分で書いたもので
あっても著作権者である出版元の使用許諾を得る必要があります。（著作権法 第
26,27,28条） 

      著作権者の了解を得る必要がない二次利用 

       著作物を二次利用する場合に、著作権者に了解を得る必要がない場合もあります。例
えば国の法令、地方自治体の条例など著作権法で保護対象となっていない著作物の利用、
私的使用のための複製、保護期間が満了している著作物の利用などは、転載禁止の表示
がされていない限り了解を得ずに使用することができます。また以下に記載するように、
他人の著作物を「引用」する場合や、教育や試験の目的で利用する場合、正当な方法で
行う限り了解を得る必要はありません。（著作権法 第30-50条） 

引用について 

       自分の著作物の中で、他の著作物の一部を掲載する行為を「引用」といいます。著
作権法では「公表された」著作物を「公正な慣行に合致」し、「報道、批評、研究そ
の他の引用の目的上正当な範囲内」で著作物の中に引用できると定めています。少し
分かりにくい表現ですが判例等を踏まえると、下記の要件を満たせば著作権者の了解
を得ずに引用してよいと考えられます。 
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1.引用する著作物がすでに公表されたものであること(ウェブ上の公開なども含む)  
2.引用する必然性があること(自説の補強等のために他人の著作物を使用するなど) 
3.引用にあたる部分を明確に示してあること(引用部分を括弧で、書体を変えるなど、
自分の著作物ではないことを明示する) 

4.引用する著作物を許可なく改変しないこと  
5.自分の著作物が主たる部分で、引用部分は従たるものであること  
6.出典を明記すること  

これらの要件を満たさずに他の著作物を利用した場合、著作権違反になるだけでなく、
研究不正行為として盗用とみなされることがあるので、十分な注意が必要です。（著作
権法 第32,35条） 

JST 「研究者のみなさまへ～責任ある研究活動を目指して～」 

 
3. 不正行為と認定された場合の措置について 

1） 被認定者に係る研究課題の全部又は一部の執行中止 

2） 学内競争的資金の不採択 

3） 不正行為等に該当する研究費の全部又は一部の返還 

4） 学外競争的資金の全部又は一部の事業への申請資格又は参加資格の制限 

 

［申請資格又は参加資格の制限期間］ 

不正行為への関与に関する分類 
学術的・社会的影響度 

行為の悪質度 
制限期間 

不
正
行
為
に
関
与
し
た
者 

ア）研究の当初から不正行為を行うことを意図していた場合など、特に悪質な者 10年 

イ）不正行為があった研究に係

る論文等の著者 

（上記ア）を除く） 

当該論文等の責任著者（監

修責任者、代表執筆者また

はこれらの者と同等の責

任を負うと認定された者） 

当該分野の学術の進展への影響

や社会的影響が大きい、若しく

は行為の悪質度が大きいと判断

されるもの 

5～7年 

当該分野の学術の進展への影響

や社会的影響が大きい、若しく

は行為の悪質度が小さいと判断

されるもの 

3～5年 

当該論文等の責任著者以

外の者 

 
2～3年 

ウ）不正行為があった研究に係る論文等の著者ではない者

（上記ア）を除く） 

 
2～3年 

https://www.jst.go.jp/researchintegrity/shiryo/pamph_for_researcher.pdf
https://www.jst.go.jp/researchintegrity/shiryo/pamph_for_researcher.pdf
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不正行為に関与していないものの、不正行為があった研究に係る論文

等の責任著者（監修責任者、代表執筆者またはこれらの者と同等の責

任を負うと認定された者） 

該当分野の学術の進展への影響

や社会的影響が大きい、若しく

は行為の悪質度が大きいと判断

されるもの 

2～3年 

該当分野の学術の進展への影響

や社会的影響が大きい、若しく

は行為の悪質度が小さいと判断

されるもの 

1～2年 

 
（出典：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） 
 
 

予算執行（研究費の使用）にあたって 
研究機関の責務である研究費の管理において、個々の伝票に対して、ルールに従って使用さ

れているか、正当な必要理由があるか、研究に対してどのように役立てられたかなどについて
説明できること、研究費等をルールに従って適切に使用するだけではなく、証拠となる書類の
整備・保存のほか、場合によっては経費の必要理由等を事務部門で把握しておくことが求めら
れています。これらの点につきましても、不明な点は、説明等を求めることがありますので、
ご理解・ご協力のほど、よろしくお願い致します。 
予算の使用にあたって少しでも不明な点、不安な点がある場合は、事前に相談してくださ

い。 

研究を行っていく上で、「研究費」は不可欠なものであり、科学者にはこれを適切に使ってい
くことが求められます。研究費は研究を最も効果的に行うために使うべきであることはその通り
ですが、科学者がすべて使いたいように自由に使えばよいというものではなく、また、いうまで
もなく研究の目的以外に使用することは許されません。  

研究費の使用には、一定のルールがあり、これは、公的な研究費制度だけでなく、民間財団か
らの助成金、民間企業からの寄付金や受託研究など、研究に使われるあらゆるお金についていえ
ることです。このため、大学等の研究機関には、それぞれ研究費の使用に関するルールがありま
す。自分が獲得したお金なのに自由に使えないのはおかしいという考えは間違いです。たとえ寄
付されたお金であっても、科学者個人の所得ではないので、研究機関の使用ルールを守らなけれ
ばなりません。 

1. 科学者の責務 

 ［公的研究費等の使用に関するルールを理解］ 

  公的研究費を用いた研究を実施する場合は、研究費が適切に使用され、研究目的が達成されるよ
う、使途、事務手続き、管理方法等が規定されたルールがあります。 
また、研究機関がそれぞれの属性や規模等に応じて独自に策定しているルールがあり、公的研

究費による研究を実施するためには、これら両方のルールにしたがう必要があります。 
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ルールの解釈や運用などについてよく分からない点があるにもかかわらず、科学者が独自の解釈
や研究室の慣習等によって判断するのは避けるべきです。このようにして研究を進めた場合には、
結果として不正な使用につながる可能性もあります。こうしたことにならないように、研究費の使
い方で分からないことがある場合には、必ず事務担当者に相談するようにしましょう。 

事務担当者への相談について、面倒に感じることもあるかもしれませんが、日頃から事務担当者
とのコミュニケーションをよくしておけば気軽に相談できるでしょう。また、問題が生じる前に相
談すれば、研究に影響を与えることなく対応することもできますが、不正な使用になってしまって
からではそうはいきません。その場合、研究機関が設置する不正調査委員会への協力、助成機関に
よる措置、研究機関における処分など、さまざまな負担がかかることになります。さらには、研究
の継続が困難になることや、これまで積み上げてきた科学者としての経歴がすべて瓦解する恐れさ
えあります。こうしたことにならないようにするためにも、分からないことは放置せずに、事務担
当者に気軽に相談するようにしましょう。 

［研究機関における研究費の適正使用の確保への協力］ 

それぞれの研究機関では、研究費の適正な使用を確保するため、研究費の管理・監査の体制整
備に係る取組みを行っており、その中で、研究機関内の科学者を対象とした研究費の適切な使用
に関する説明会や、パンフレット等の作成を通じてルール等の周知を図っています。科学者の皆
さんは、各研究機関のこうした取組みに積極的に関わることが大切です。  

 ［民間からの助成金等の取扱い］ 

公的研究費以外の民間団体からの助成金、民間企業からの寄付金や受託研究などの使用につい
ても、大学等の研究機関が定めるルールに従う必要があります。科学者が大学等の研究機関に属
して身分を有している以上、その研究活動については各機関も責任を有しており、研究費の使い
方についてもこの中に含まれます。たとえ寄付されたお金であっても、科学者個人の所得ではな
いので、研究機関の責任の下で適切に管理することが必要です。  

2. 公的研究費の不正使用とは 

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）」では、「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又は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」を公的研究費の不正として定義しています。 

※重大な過失とは、ほとんど故意に近い著しい注意欠如の状態が該当します。当事者が故意であることを認めないなど故意と認定す

ることはできないが、他の状況から、当事者がわずかの注意さえすれば、たやすく「競争的資金等の他の用途への使用又は競争的資金

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」の結果を予見することができた場合であるのに、漫然とこれを見過ごし

たような場合をさします。 

 ［主たる不正使用の種類や態様］ 

  1） 物品費の不正使用 

    ① 架空請求（架空取引）Fake billing(fake transactions) 
     …納品した事実がないにもかかわらず、備品や消耗品の物品等を納品したように装った虚

偽の会計書類（納品書や請求書）をもって請求し、機関に物品費を支払わせること。ある
いは納品検収した物品等を取引業者に持ち帰らせることなどにより、支払われた物品費を
別の用途に流用すること。 

    ② 品名替え（品転）Personnel Expenses / Honorariums 
     …実際に納品した物品等と異なる品名に書き換えた虚偽の会計書類（納品書や請求書）を

もって請求し、機関に物品費を支払わせること。 
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2） 人件費・謝金の不正使用 

  ① カラ雇用・謝金False hiring / honorariums 
   …勤務した事実がないにもかかわらず、実際に被雇用者が勤務したように装った虚偽の出

勤簿（日報や月報）等をもって請求し、機関に人件費・謝金を支払わせること。 

  ② 水増し請求Bill padding(work hour padding) 
   …勤務した日数や時間数（時間単価の高い休日勤務や超過勤務を含む。）を水増しして、実

際に被雇用者が勤務したように装った虚偽の出勤簿（日報や月報）等をもって請求し、機
関に人件費・謝金を支払わせること。 

3） 旅費の不正使用 

  ① カラ出張False business trip 
   …出張した事実がないにもかかわらず、実際に出張したように装った虚偽の出張申請書や

報告をもって請求し、機関に旅費を支払わせること。 

  ② 水増し請求Bill padding(inflated travel expense claims) 
   …格安航空券等を購入したにもかかわらず、正規料金や別経路との差額を加えて虚偽の会

計書類（見積書や領収書）をもって請求し、機関に旅費を支払わせること。あるいは実際
の出張が出張申請より短い期間や少ない費用となったにもかかわらず、修正処理をせずに、
機関に旅費を支払わせること。 

  ③ 二重請求Double billing 
   …他の研究機関等から出張依頼に伴う旅費の支給があったにもかかわらず、研究機関に対

して同じ出張申請や報告をもって重複して請求し、機関に旅費を支払わせること。 

4） その他の不正使用Uses Other than the intended use 

    採択された研究課題の遂行に関連しない用途や目的に使用する目的外使用すること。 

 ［不正に得た公的研究費の管理の態様］ 

1） プール金Pooled funds 

      不正な請求により支払われた公的研究費を取引業者や被雇用者から回収し、プールして
研究者個人あるいは研究グループが管理する。 

2） 預け金Depositing 

    不正な請求により支払われた公的研究費を取引業者に管理させる。 

 ［公的研究費の私的流用Personal Use of Public Funds］ 

   個人の利益を得るために公的研究費を流用すること。 

  過去事例）研究者が、取引業者から預け金の一部を現金で受け取り、マンション購入や海外
旅行等の私的な利益のために使用していた。 

［不正受給Forms of Improper Receipt］ 

   他の研究者の名義・登録番号、虚偽の役職等の情報をもとに、応募資格がないにもかかわ
らず、あるかのように装って、あるいは他の研究者の業績等を自己のそれと偽って申請し、
採択された研究費を受給すること。 

  JST 「研究者のみなさまへ～公的研究費の適正な執行について～」 
  

https://www.jst.go.jp/researchintegrity/shiryo/FUNDS_pamph_for_researcher.pdf#zoom=75
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3. 不正と認定された場合の措置について 

 ＜研究者に対して＞ 

1） 被認定者に係る研究課題の全部又は一部の執行中止 

2） 学内競争的資金の不採択 

3） 不正行為等に該当する研究費の全部又は一部の返還 

4） 学外競争的資金の全部又は一部の事業への申請資格又は参加資格の制限 

＜取引業者に対して＞ 

1） 取引停止等 

＜研究機関に対して＞ 

1） 研究機関等へ配分する研究費における間接経費措置額の削減 

2） 研究機関等との研究費にかかる新たな契約の締結停止 

3） 不正行為等に回答する研究費の全部又は一部の返還 

 

［不正使用及び不正受給による応募資格制限］※業者の場合は、取引停止期間。 

不正使用及び不正受給に係る交
付制限の対象 不正使用の程度 交付しない期間 

不正使用を行った研究者及びそ
れに共謀した研究者 

1.個人の利益を得るための私的流用 10年 

2.上記1.以外 

①社会への影響が大きく、
行為の悪質度が高いと判断
されるもの 

5年 

②①及び③以外 2～4年 

③社会への影響が小さく、
行為の悪質性を低いと判断
されるもの 

1年 

偽りその他不正な手段により補助金を受給した研究者及びそれに共謀した研究
者 5年 

不正使用に直接関与していないが善管注意義務に依願して使用を行った研究者 

善管注意義務有する
研究者の義務違反の
程度に応じ、上限2年、
下限1年 

不正な取引に関与した業者 1～12ヵ月 
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公的研究費の管理・監査体制 

 京都外国語大学・京都外国語短期大学では、研究費を適切に管理し、有効に活用して円滑に研究を
進めるため、関係規則等の整備、不正使用防止計画の策定、相談・通報窓口の設置等を行い、研究費
の不正使用防止に取組んでいます。 

研究費の不適切な使用は、国民の負託を裏切り、大学の社会的信用を失墜させるとともに、研究活動
にも多大な制約を与えることとなることから、本学は研究費を効率的・効果的に活用し、さらなる学
術研究の発展を目指すため、研究費の不正使用防止に向けた取組みを推進していきます。 

そのため、「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26年2月18日改正) 
に基づき、以下のとおり公的研究費を適切に運営・管理するための規則体制等を整備しています。 
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1. 機関内の責任体系の明確化について 

 

最高管理責任者＝学長 

 ［役割］機関全体を統括し、公的研究費等の運営・管理について最終責任を負う者 

 ［範囲と権限］不正防止対策の基本方針を策定・周知するとともに、対策の実効性を担保するた
め、必要に応じて基本方針の見直し、必要な予算や人員配置などの措置を講じる。また、統括
管理責任者及びコンプライアンス推進責任者が責任を持って公的研究費等の運営・管理が行え
るよう、適切にリーダーシップを発揮する。 

  ・基本方針の策定 

  ・基本方針に基づいた対策の策定を総括管理責任者に指示する。 

統括管理責任者＝副学長 

［役割］最高管理責任者を補佐し、公的研究費等の運営・管理について機関全体を統括する実質的
な責任と権限を持つ者 

 ［範囲と権限］不正防止対策の組織横断的な体制を統括する責任者であり、基本方針に基づき、機
関全体の具体的な対策を策定・実施し、実施状況を確認するとともに、実施状況を最高管理責任
者に報告する。 

  ・基本方針に基づいた機関全体の具体的な対策を策定し、コンプライアンス推進責任者に実施を
指示する。 

  ・実施状況を最高管理責任者に報告する。 
コンプライアンス推進責任者（研究部門）＝国際言語平和研究所長 

〃      （事務部門）＝法人部長 

［役割］機関内における公的研究費等の運営・管理について実質的な責任と権限を持つ者 

［範囲と権限］ 
・自己の管理監督又は指導する部局等における対策を実施し、実施状況を確認するとともに、実
施状況を統括管理責任者に報告する。 
・不正防止を図るため、部局等内の公的研究費等の運営・管理に関わる全ての構成員に対し、コ
ンプライアンス教育を実施し、受講状況を管理監督する 
・自己の管理監督又は指導する部局等において、構成員が、適切に公的研究費等の管理・執行を
行っているか等をモニタリングし、必要に応じて改善を指導する。 

  ・基本方針に基づいた具体的な対策についての実施を、不正防止計画推進部署に指示する。 

  ・コンプライアンス教育研修の受講状況を管理監督する。 

  ・構成員が適切に公的研究費等の管理・執行を行っているかをモニタリングし、改善・指導する。 

コンプライアンス推進副責任者（研究部門）＝研究科長、2学部長、キャリア英語科長 

〃       （事務部門）＝法人課長、人事課長、財務課長 

［役割］コンプライアンス推進責任者の指示のもと、各部門の職務における公的研究費等の実効的
な管理監督を行う者 
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不正防止計画推進部署＝国際言語平和研究所 

［役割］最高管理責任者の直属として機関全体を取りまとめることができる不正防止計画の推進を
担当し、不正に関する告発等受付窓口も担当する部署 

［範囲と権限］ 
・コンプライアンス推進責任者の指示のもと競争的資金等の適正管理に係る実態の把握及び検証
を行うため、報告書等に基づくモニタリングを行い、把握された課題について情報共有し、不正
防止計画の改善に活用する。 
・不正防止計画の改善のために、不正防止計画の実施状況に係る報告書及び監査室が行う競争的
資金等の適正管理に係る取組状況の監査結果を検証する。  

  ・コンプライアンス教育研修の実施し、受講状況をコンプライアンス推進責任者に報告 す
る。 

  ・不正防止計画の実施状況に係る報告書作成し、最高管理責任者に報告する。 

内部監査部門＝内部監査室 

［役割］業務等の適正な執行を確保するとともに、その効率化及び改善を図るために、監事監査及び
監査法人監査と連携して、自主的、自立的に実施する部署 

［範囲と権限］国際言語平和研究所と連携して、毎年度定期的に、ルールに照らして会計書類の形式
的要件等が具備されているかなど、財務情報に対するチェックを一定数実施する。また、競争的資金
等の管理体制の不備の検証も行う。 

  ・内部監査委計画を策定する。 

  ・内部監査報告書を作成し、理事長に報告する。 

監事 

［役割］機関の業務運営等を監査する者 

［範囲と権限］機関の長に直接意見を述べる立場にあることから、内部監査室と連携して、競争的研
究費等の運営・管理についても重要な監査対象として監査を実施し、役員会等において定期的に意見
を述べる。 

 
2. 適正な運営・管理の基礎となる環境の整備について 

1）ルールの明確化・統一化 
   研究費に係る事務処理手続きは、以下の規定等により明確かつ統一したルールの基、運営・管

理を行います。公的研究費等により給与、謝金、旅費等の支給を受ける学生等に対しても、同一

のルールで周知徹底します。 

   なお、例外的な処理は、ルールと実態の乖離を招くことから認めません。もし、例外的な対応

が必要な場合は、必ず事前にご相談ください。 
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◆関係規程等…国際言語平和研究所ホームページよりご確認ください。 

・研究倫理基準 

・公的研究費等の使用に関する行動規範 

・公的研究費の不正防止に関する基本方針 

・京都外国語大学 公的研究費に関する取扱規程 

・京都外国語短期大学 公的研究費に関する取扱規程 

・京都外国語大学 公的研究費の不正使用の防止及び対応等に関する規程 

・京都外国語短期大学 公的研究費の不正使用の防止及び対応等に関する規程 

・京都外国語大学 研究活動における不正行為の防止及び対応等に関する規程 

・京都外国語短期大学 研究活動における不正行為の防止及び対応等に関する規程 

・内部監査に関する規程 

 

◆ハンドブック・取扱要領等… 

・研究に関するハンドブック（毎年更新） 

・研究に関するハンドブック―簡易版―（毎年更新） 

・研究費執行に伴う今年度の主な注意点について（毎年更新） 

・京都外国語大学 科学研究費補助金取扱要領 

・物品等に関する取扱要領 

・出張に関する取扱要領 

・アルバイト謝金等に関する取扱要領 

・研究費における物品・役務の発注に関する覚書 

・公的研究費における検収に関する取扱要領 

・研究費で購入した換金性の高い物品の管理に関する覚書 

 

◆関係法律等… 

 ・日本学術会議 声明「科学者の行動規範―改訂版―」2013（平成25）年1月25日 

・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日文

部科学大臣決定、令和３年2月1日改正） 

 ・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 26日文部科学大

臣決定） 

 ・経済産業省「安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）改訂版」2010（平

成22）年 

https://www.kufs.ac.jp/irislp/management_system.html
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 ・個人情報の保護に関する法律 

 ・内閣府 競争的資金の適正な執行に関する指針（平成29年6月22日改正） 

 ・競争的資金における使用ルール等の統一について（平成29年 4月20日改正）競争的研究費に

関する関係府省連絡会申し合わせ 

 ・著作権法 

 ・科学技術振興機構「研究者のみなさまへ～責任ある研究活動を目指して～」 

 ・科学技術振興機構「研究者のみなさまへ～公的研究費の適正な執行について～」 

 

2）職務権限の明確化 

① 研究者… 

[研究者の責務] 
   ・公的研究等の使用に関するルールを理解する。 

・研究活動上の不正行為やその他の不適切な行為を行ってはならず、また、他者による不正行
為の防止に努めなければならない。 
・研究倫理及び研究活動に係る法令等に関する研修又は科目等を受講しなければならない。 
・研究活動の正当性の証明手段を確保するとともに、第三者による検証可能性を担保するため、
データ等の資料を一定期間適切に保存・保管し、開示の必要性及び相当性が認められた場合に
は、これを開示しなければならない。 

   ［期限を遵守し、適正に行う］ 
特に、事前決裁によって手続きを開始する必要がある場合など、基本的なルールを良く

理解して使用してください。事前に決裁をとっていただけない場合は、支払いができない
場合がありますので十分にご注意ください。（例：出張願及びオンライン参加に関するこ
と、アルバイト雇用、学内で行う作業に対する謝礼、学外者を学内に招き入れて研究打ち
合わせを行う場合等） 

［当該年度内の研究活動に使用・実施に必要な研究費として使う］ 
4月1日から3月31日までの納品や実施は、当該年度の予算で処理します。科研費（研究期

間中の基金分は除く）、学内共同等の研究課題につきましても、年度ごとに予算の区切りがあ
るため、単に当該年度中に納品されるだけでなく、年度内に十分使用できるよう、事実上研
究できないような事態にならないようご留意ください。 

［事実確認に対して証明する］ 

  物品購入、出張、謝金等について、不正防止対策として事実確認を様々な時点で行われ
ますので、事実を証明できる書類等を揃える必要があります。また、会計検査院の調査に
おいては、「法律、政令等に従って適正に処理されているか」、「事務・事業の遂行及び
予算の執行がより経済的に使用されているか」、「業務の実施に際し、同じ費用でより大
きな成果を得ているか」等の観点で調査されます。そのため事実確認に必要な書類等の提
出を追加で求めることがありますので、ご理解、ご協力のほどお願いします。 
会計検査院とは？ 

 
 

https://www.jbaudit.go.jp/general/task/index.html
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 a. 物品について（消耗品、消耗備品、備品、図書等） 
 

提出書類一覧 支払処理時 内部監査時 外部監査時 
（会計検査院等） 

見積書（10万円以上） 〇 〇 〇（書面検査） 
納品書 〇 〇 〇（書面検査） 
請求書※1 〇 〇 〇（書面検査） 
検収 - 〇 - 
現物確認 - 〇 〇（実地検査） 
業者帳簿との突合せ※2 - 〇 〇（実地検査） 

      注意）購入した全ての商品名と数量と金額が詳細に分かるものが記載されているよ
うにしてください。 

    例えば、「文具一式」ではなく、「ボールペン赤・2本、ボールペン替え芯黒・2
本、消しゴム」のように詳細が分かるようにしてください。 

※1 現金立替払いで購入した場合は、領収証（カード引き落とし明細書等）と理由
書が必要です。 

    ※2 物品納入業者に対して納入状況を照会して納品事実を確認等します。 

   

b. 研究出張について（公務出張除く） 

提出書類一覧 支払処理時 内部監査時 外部監査時 
（会計検査院等） 

研究出張願（決裁済み） 〇 〇 〇（書面検査） 
 スケジュール表 - 〇 〇（書面検査） 
 用務を証明するもの - - 〇（書面検査） 
出張報告書※1 〇 〇 〇（書面検査） 
 報告文章 〇 〇 〇（書面検査） 
 用務を行ったことを証明するも
の 〇 〇 〇（書面検査） 

 利用交通区間リスト 
及び交通費請求書と根拠資料 〇 〇 〇（書面検査） 

 宿泊先リスト 
及び宿泊費請求書 〇 〇 〇（書面検査） 

実行状況等の把握・確認※3 - 〇 〇（実地検査） 

 

    ※1 出張報告書様式内の「訪問先リスト（目的地以外に立ち寄った場所等も含
む）」は、事実確認書類として必要としていませんが、コロナウイルス感染に関す
る本学の危機管理上必要な書類です。 

    ※3 研究者の出張計画の実行状況等の把握・確認について、必要に応じて宿泊先等
への照会など出張事実を確認しますが、宿泊先等への照会は個人情報保護の観点か
ら対応することが難しい場合は、出張した当事者を通じて宿泊証明書を徴するなど
当事者の協力をお願いすることになります。 
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c. アルバイト・謝金・学外者の出張報酬について 

アルバイト雇用※1 
提出書類一覧 

支払処理時 内部監査時 外部監査時 
（会計検査院等） 

雇用契約申請書※2 〇 〇 〇（書面検査） 
理由書 
（高額時給等の理由） - 〇 〇（書面検査） 

業務の事実確認※3 〇 〇 〇（書面検査） 

       ※1 大学構内で勤務し、国際言語平和研究所事務室に設置のタイムカードに打刻で
きる方のみアルバイト雇用扱いとし、それ以外は謝金扱いとなります。 

      ※2 「理由書（実施せざるを得ない理由） 様式G-8」、「勤務シフト及び就業場
所一覧」、「感染症拡大防止に関するチェックリスト」、「誓約書（職員・院生
用）」は、支払や監査時には必要ありませんが、実施承認を得るためには必要な書
類です。 

    ※3 業務の事実確認について、基本タイムカードの打刻で確認しますが、長期雇用
等の場合、必要に応じて面談などで事実確認します。 

 

謝金・学外者の出張報酬 

提出書類一覧 
支払処理時 内部監査時 外部監査時 

（会計検査院等） 

謝金・学外関係者出張報酬
支払申請書※1 〇 〇 〇（書面検査） 

執行理由・説明書（謝金額
等が高額になる場合のみ） - 〇 〇（書面検査） 

証拠書類・根拠資料※2 〇 〇 〇（書面検査） 
実施報告書 〇 〇 〇（書面検査） 
事実確認※3 - 〇 〇（実地検査） 

 

     ※1 「理由書（実施せざるを得ない理由） 様式G-8」、「（出張・講演）承諾書 
様式G-10」、「感染症拡大防止に関するチェックリスト」、「誓約書（職員・院生
用）」は、支払や監査時には必要ありませんが、実施承認を得るためには必要な書
類です。 

    ※2 現金受け渡しの場合は、手渡した証拠として「現金受取領収書」や、交通費支
給した場合は計算根拠資料等が該当します。 

※3 事実確認として、実行状況等の把握・確認や必要に応じて面談や宿泊先等への
照会など出張事実を確認します。宿泊先等への照会は個人情報保護の観点から対応
することが難しい場合は、出張した当事者を通じて宿泊証明書を徴するなど当事者
の協力をお願いすることになります。 
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  d. その他について（印刷製本費、通信費、参加費、委託手数料等） 

その他 
提出書類一覧 支払処理時 内部監査時 外部監査時 

（会計検査院等） 
見積書（10万円以上） 〇 〇 〇（書面検査） 
納品書 〇 〇 〇（書面検査） 
請求書※1 〇 〇 〇（書面検査） 
検収 - 〇 - 
現物確認 - 〇 〇（実地検査） 
業者帳簿との突合せ※2 - 〇 〇（実地検査） 

      注意）全ての用務名と数量と金額が詳細に分かるものが記載されているようにして
ください。 

    例えば、「英文論文の校正」だけではなく、校正文字数等の詳細が分かるようにし
てください。また、作業実施の証拠として校正した論文データの一部もご提出くだ
さい。「ツアー参加費」だけではなく、研究課題との関りがわかるように「開催日
時、実施内容」が書かれた書類を提出してください。内容が汎用性の高い一般的な
内容であれば、研究課題としてなぜ参加する必要があるのかを説明した文章も理由
書の提出を求める場合がございます。 

    ※1 現金立替払いで購入した場合は、領収証（カード引き落とし明細書等）と理由
書が必要です。 

    ※2 納入業者に対して納入状況を照会して納品事実を確認等します。 

［研究費で購入した物品を正しく取扱う］ 

購入した全ての物品等は個人の研究であっても私費で購入した物品等ではないため、法
人が所有するものであることを充分認識し、所定の場所で適正に管理し、私物化しないよ
うご注意ください。 

② 事務部門… 

[公的研究費等の運営・管理に携わる者の責務] 
・規程及び不正防止計画を理解し研究者に周知する。 

・周囲の者に対して、研究費の不正使用をさせない。 

・研究費の不正使用を黙認しない。 

・事務職員は、専門的能力をもって公的研究費の適正な執行を確保しつつ、研究者の効率的な
研究遂行を支援する事務を担う立場にあることを自覚して行動する。 

 ［研究費の管理を行う］ 

研究者に代わって、研究費の管理を行います。 

［発注（契約）をする］ 
Amazonビジネスを除くすべての発注（契約）は、原則、国際言語平和研究所が行いま

す。また、事前相談の上、研究者による発注・購入を認める場合があります。その際には特
定の企業との関係に疑いをもたれないために契約に際しては発注企業が偏らないようご注意
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ください。 
但し、研究の円滑かつ効率的な遂行を鑑み、研究者の権限と責任の理解を条件に、下記の①

②のいずれかに相当すると認められる場合に限り、例外として研究者自身による発注を認める
場合がありますので、事前相談をしてください。 

1件又は1組の価格が10万円以下（税込）の物品において 

① 本人の責めに帰さない事由により、緊急に物品・役務の発注が必要な場合 

② 国際言語平和研究所の所長が、研究の円滑かつ効率的な遂行のため、特に必要と
認めた場合 

    注意）研究者自身が発注を行う場合は、業者の選択の公平性、発注金額の適正性の説明責任、
弁償責任等の会計上の責任が研究者自身に帰属されます。 

［検収を行う］ 

研究費における物品・役務の発注と納品の検収は、国際言語平和研究所の事務職員が行い
ます。 

  ［役職別決裁権限］ 

研究者から提出された支払書類を国際言語平和研究所が精査し、支払に関する書類を作
成、以下の決裁権限者の決裁後、支出を行います。 

 

   ○…決裁者 

 

 

 
決 裁 者 

理 事 長 法人部長 財務部長 人事課長 学  長 事務局長 研究所長 

人 件 費 - 要承認 要承認 要承認 〇 - - 

会議費・行事費 
・渉外費 

○ 
5万円以上 

5万円未満 要承認 - 
○ 

5万円未満 
-  - 

上 記 以 外 
（物品費・国内出張等） 

 ○ 

500万円以上 
300万円未満 要承認 - 

○ 
300万円以上 
500万円未満 

○ 
20万円以上 
300万円未満 

○ 
20万円未満 

海 外 出 張 〇 - - - - - - 

企画・行事 
（定例的なもの） 

- - - - 〇 - - 

〃（重要なもの） 〇 - - - - - - 

補助金・助成金関係（申
請、行政への事業実施報

告） 
〇 - - - - - - 

登記・登録関係 〇 - - - - - - 
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3） 関係者の意識向上 
 

  内部統制システムの具体的な内容については、法務省令に詳細には記載されていないが、第100
条 法第三百六十二条第四項第六号に規定する会社法で定める体制の一つとして、「使用人の職務の
執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制」があります。研究機関においても、変
わりゆく社会からの要請（事象の見方、捉え方、対応手法の変化）を常に捉えながら、自らの業務・
研究の中に取り込んで日常的に継続して取り組むことを自律的に行動しなければなりません。 

  本学におきましても、以下の取り組みをしています。 

① コンプライアンス教育・研究倫理教育の実施 

コンプライアンス教育とは、 

法令の順守だけでなく、社会的責任を果たす姿勢、世の中の常識や良識といった社会的な規
範も守る事であり、以下のコンプライアンス意識、違反とならないための 
・研究倫理規程 
・規程の整備（マニュアル化）と運用 
・本学の社会貢献 
・本学のグローバル化による世界基準の対応 
・リスクマネジメント（ルールの設定や運用、環境整備） 

があります。 

コンプライアンス違反の例 
    ・アンケート情報の取扱い（事前に説明した目的以外のケースでの利用） 
    ・関係者の住所を勝手に教える 
    ・ソフトウェアの使いまわし（複製使用） 

研究倫理教育とは、 

研究の公正性について、「研究の公正性を維持する一義的な責任は研究者が負うものであり、
研究不正行為に対する対応は、研究者の倫理と社会的責任の問題として、その防止とあわせ、
まずは研究者自らの規律、及び、研究者コミュニティ、研究機関の自律に基づく自浄作用とし
てなされなければならない。」（平成26年９月19日総合科学技術・イノベーション会議）とさ
れています。公正な研究活動を遂行するためには、以下の研究倫理教育において獲得すべき基
本的な知識と理解が必要となります。 

    ・研究倫理に関する「知識」 
    ・何が倫理的な行動であるかを自ら判断し、公正に研究活動が行える「スキル」 
    ・責任ある研究活動を進め、研究対象を尊重する「態度」 
    ・研究不正に結びつくような可能性の排除や研究上必要なコミュニケーションといった

「振る舞い」 

（回答「科学研究における健全性の向上について」（日本学術会議）より抜粋） 

以上のことを、本学においても、個々の意識に浸透させるためにコンプライアンス教育・
研究倫理教育を実施しています。 

   構成員全員（研究者等）を対象に毎年実施しますが、対面型（座学・講義型）と非対面型（動

画・e ラーニング）の方法で交互に実施します。国際言語平和研究所が案内します研修会には
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今年は 
こちらの予定です 

必ず受講をしてください。研修会の参加報告が無い場合、次年度の国際言語平和研究所が管理

するすべての研究費（個人研究費、科研費等）への申請ならびに研究分担者としての参画が認

められませんのでご注意ください。 

 

対面型（座学・講義型・オンライン講義） 

【時期】6～10月【回数】1回 

非対面型（動画・eラーニング） 

【時期】4月～翌年3月末まで【回数】1年間に1回 

 

② 誓約書の提出 

    すべての研究者等は、不正行為に関与しない旨の契約書を提出しなければならない（「公的研

究費に関する取扱規程」第7条）と規定されています。年度初めに必ず提出してください。 

  公的研究費等の運営・管理に関わる構成員に求める誓約内容： 

   ・機関の規則等を遵守すること 

   ・不正を行わないこと 

   ・規則等に違反して、不正を行った場合は、機関や配分機関の処分及び法的な責任を負担する
こと 

   ・競争的資金等の運営・管理に関わる学生等にも学内外のルールについて周知した上で参画す
ること 

  公的研究費等の運営・管理に関わる構成員（職員・院生等）に求める誓約内容： 

   ・機関の規則等を遵守すること 

・不正を行わない、させないこと 

   ・不正に加担しない、黙認しないこと 

   ・規則等に違反して、不正を行った場合は、機関や配分機関の処分及び法的な責任を負担する
こと 

  取引業者に求める誓約内容： 

   ・機関の規則等を遵守すること 

・不正に関与しないこと 

   ・内部監査、その他調査等において、取引帳簿の閲覧・提出等の要請に協力すること 

 ・不正が認められた場合は、取引停止を含むいかなる処分を講じられても異議がない  こと 

  ・構成員から不正な行為の依頼等があった場合には通報すること 
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3. 窓口について 

【告発窓口】 

研究費の不正使用、研究活動における不正行為に関して本学内外からの告発又は相談は、国際
言語平和研究所まで電話、FAX、メール、文書でご一報ください。 

【相談窓口】 

  研究費の使用に関するルール等について、機関内外からの相談は、国際言語平和研究所までご
連絡ください。 

 

電 話：（075）322-6054 

F A X：（075）322-6245 

e - m a i l: gengo@kufs.ac.jp 

場 所：〒615-8558 京都市右京区西院笠目町6 

京都外国語大学 11号館2階 国際言語平和研究所 

開室時間：平日・土曜日 9：00～17：00（夏季及び冬季休暇期間中は、閉室する場合が
ありますので、研究所からのお知らせでご確認ください。） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:gengo@kufs.ac.jp
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研究費の種類 
 当研究所が取り扱う研究費は、以下のとおりです。募集要項等の詳細は、「Kyoto Gaidai UNIPA」、
国際言語平和研究所ホームページ、掲示等でご案内しますのでご確認ください。 

【研究費一覧】 
 

 研究費／応募額 学内申込期限 

基
盤
的
研
究
費 

個人研究費 ※1 身分により異なる 4月下旬 

学内研究員（嘱託研究員） 年額30万円 4月下旬 

学 

内 

競 

争 

的 

資 

金
（ 

予 

定 
） 

学 内 研 究 員 ( 単 独 ･ 共 同 ) 上限額（30万円まで） 

4月中旬 

（予 定） 

教育メソッド・教育コンテンツ研究 上限額（180万円まで） 

国 際 貢 献 学 共 同 研 究 上限額（180万円まで） 

他 機 関 連 携 上限額（180万円まで） 

ス タ ー ト ア ッ プ （ 単 独 ） 一律30万円 

学 内 出 版 助 成 
100万円を上限とし、 

直接出版費の80％を限度とする。 

6月下旬 

（予 定） 

森田基金  科研費フォローアップ事業 

 

上限額（20万円） 

 

 
 

4月中旬 

（予 定） 

外

部

資

金 

 

 

科学研究費助成事業 ※2 

（学術研究助成基金助成金／科学研究費補助金） 
 

 

 

 
各種研究費目により異なる 

 

 

随時案内 

※1 身分（専任教員、特任教員）により配賦額が異なります。配賦額の詳細は、個人研究費の申請書

類をご確認ください。 

※2 日本学術振興会からの募集案内にあわせて随時お知らせします。 
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研究費の使用について 
 

1. 執行期間 

 研究費で出張又は物品等を購入、謝金等の支払い（以下、執行という。）ができる期間は、毎年4月
1日より1年間（科研費の基金分は研究期間最終年度）です。 

 

今年度は、2022（令和 4）年 4月 1日～2023（令和 5）年 3月 31日 まで。 

 （注）執行は、上記期間内の納品・使用が条件です。2・3月は、納品されたが「残りの研究期間で
は十分に使用できない」といった事態にならぬよう特に注意してください。科研費以外で、繰越
制度はありません。 

 

2. 研究する場所 

1）本学の敷地内（研究室等） 

2）出張願で決裁承認された期間と場所 

専任教員は研究室が付与されていることから、自宅での研究活動は認めておりません。 

3. 研究費の使途範囲 

研究費として支出できる範囲は以下のとおりです。研究課題に直接係ることが説明できるものに
限られます。また、汎用性が高いものは、理由書を作成提出し、私的に利用・流用しないことを念
頭に使用してください。 

・当該研究を遂行するために直接必要な経費  
例）「△△を調査するため出張する。」  

・当該年度（採択日または研究開始日以降）に購入・納品され・使用する物件  

・当該研究成果のとりまとめに必要な経費  
例）「研究成果の整理及び保存のため□□を購入する。」 

・研究費によるアルバイトの使用については、厳正な取扱いが求められています。労働基準法
等の法令遵守に留意し、適切な研究費の使用をお願いします。 アルバイトの業務は、他の研
究や授業・ゼミの手伝いと混同しないよう研究目的を明確に区別してください。 

研究費の性格上、以下には使用できません。  

1) 学生の指導に要する経費、授業の教材など教育目的の支出  

     ※オンライン授業のための研究費使用も認めておりません。 

2) 研究課題遂行に直接係わらない支出  

3) 研究以前に基礎的に備え付けておくもの （パソコン講座等に通うための費用） 

4) 所得（家事費及び家事関連費）と物理的、客観的に区別できないもの 
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4. 提出期限 

1）提出期限①（4月～2月分） 

各研究費での3月分以外の支払書類の提出期限は以下のとおりです。 

① 研究費（物品費等、その他）の場合 

a. 個人研究費・学内研究員研究費の場合 
各自・業者からの提出は、 

 
 

が締切日となります。 
 

※支払いに関する書類を、毎月平日の10日に締め切って処理しています。10日が土・日・
祝日の場合は、前日の平日（月～金）が締切日となります。 

b. 学内競争的資金の場合 
     年度末（3月）以外は、随時処理します。但し、業者払いの場合は経理課の締切日毎月20

日（8月を除く）までに稟議書決裁が下りて国際言語平和研究所が提出することができたら、
当月末の振り込みになります。 

c. 科研費の場合 
     年度末（3月）以外は、随時処理します。業者払いも決裁後、逐一振り込みます。 

 ② 旅費の場合（全研究費共通） 
各自の提出は、 
 

 
 

が締切日となります。 
 

注意）「京都外国語大学・京都外国語短期大学 新型コロナウイルス感染拡大防止のため
の行動基準」に基づき、研究出張の取り扱いを随時変更していますので、「Kyoto Gaidai 
UNIPA」をご確認ください。 

③ 人件費・謝金の場合（全研究費共通） 
    年度末（3月）以外は、随時処理します。但し、口座振込の場合は経理課の締切日があるた 

め、決裁が下りた日により当月末又は翌月末と振り込み日が変わります。 
  

2）提出期限②（3月分） 

年度末は、全ての業務の決算をしなければならない過度の
業務が集中する中、紛失や見落としを避けるため、3月の締
切日に支払書類（領収書等）が提出できない場合も、仮処理
伝票を作成し提出していただきますようご協力をお願いし
ます。仮処理伝票フォームを「Kyoto Gaidai UNIPA」で公
開します。期日までに提出された場合のみ処理します。 

   ※仮処理伝票を提出しないまま３月 10日以降に支払書類を提出した場合、処理できませんの
でご注意ください。 

 

毎 月 10 日  

出発の 
国内14日前、海外21日前 

2023年 
3月10日（金） 

16時まで 
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5. 手続手順（発注から支払又は現金受取まで） 

1） 物品等の場合 

① 発注・調達 

10万円以上の備品は、国際言語平和研究所が行います。 

…科研費等のルールに合わせ事務部門が発注・調達します。備品（10万円以上）は、必
ず国際言語平和研究所が発注しますので商品が分かるもの（見積書、ネット検索した画
面等）を提出してください。但し、見積り徴収及び調査した結果、研究者に発注を依頼
することがあります。 

   注意） 
 ・一個又は一組の価格が１０万円以上（税込）になるものは備品になります。見積書又は

購入したい商品が分かるWebページの画面やパンフレット等を提出してください。 
   ・支払は、現金やカードで立て替えて購入するのではなく、できるだけ納品・請求書を

発行可能な業者で購入してください。 
   ・現金、カード払いで立替購入する場合は、理由書が必要です。 

② 納品及び検収 

a. 納品先は本学です。 

…納品先は、本学に限ります。これは、税務署による調査において指導を受けました。
学外納品で学内にないと判明した場合、個人の所得とみなされ購入した物品価格分を個
人の所得と合算し税金（所得税）を納めていただきます。ご注意ください。 

b. 検収は原則、全品行います。 

…検収は、不正防止に伴う事実確認が必要なため下記のとおり検収します。 

 科研費 
その他外部資金 

個人研究費 
学内研究員 

学内競争的研究資金 
（教育コンテンツ、国際貢献学、他機関連携、 
スタートアップ、科研費フォローアップ） 

備品（税込み10万円以上） ● ● ● 

消耗備品 
（税込み1万円以上10万円未満） 

〇 △ 〇 

消耗品（税込み1万円未満） 〇 △ △ 

図書・印刷物（製本等） 〇 △ 〇 

 

 

 

 

 

 

 

 

●現物検収必須 〇現物又は写真検収必須 △任意 
 



 

28 
 

③ 支払い・現金受取り 
a. 業者払い 

  業者払い（大学から購入した先へ銀行振り込みで支払う）の場合、例えば、6月10日まで
に提出した書類は、6月末に振り込まれます。（旅費、人件費・謝金を除く。） 

b. 現金払い 

研究遂行上やむを得ない場合において、個人が現金又はカードで一旦支払を立て替えた
場合、国際言語平和研究所で支払いの処理後、返金します。 

 ①現金返金に必要な 
書類の受取先 ②現金受取先 

科研費以外 国際言語平和研究所 書類を持って経理課へ 

科研費 ― 国際言語平和研究所 

2） 旅費の場合  

※の書式は「Kyoto Gaidai UNIPA」よりダウンロードしてください。 

① 出発14日前（土・日・祝を除く）までにすること 

  出張願一式を研究所へ提出 

（セット内容） 

 ・研究出張願（国内）※ 

・スケジュール表 ※ 

 ・用務があることを証明するもの（学会のプログラムや打ち合わせ日時が記されたメール等） 

 ・用務先、宿泊先の感染予防対策が講じられていることが分かるもの 

 ・チェックリスト ※（打ち合わせ等複数人との接触が想定される場合のみ提出） 

② 出張中にすること 

   出張先で研究をした事実を証明するものを収集等しておく。（例えば、写真や先方の名
刺、当日の配布物、参加証等） 

  宿泊費の支給がある場合は、宿泊したことを証明する宿泊証明書等の発行手配をする。 

（領収証でも可） 

③ 出張14日後にすること 

研究出張報告書（国内）※と旅費計算書※を国際言語平和研究所に提出する。 

⑥ 現金支給・支払い 

a. 業者払い 

飛行機代等の業者払い（大学から購入した先へ銀行振り込みで支払う）は、個人研究
費及び学内研究員研究費以外は別途処理しますので、請求書を提出してください。個人
研究費及び学内研究員研究費は、請求書での処理ができませんので、一旦、立替払いで
領収証を発行してもらい出張願又は報告書に添付し提出してください。 
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b. 現金払い 

出張願の決裁後、出張報告書の確認ができたら、出金手配し支給します。 

 ①現金支給・返金に必要な 
書類の受取先 ②現金受取先 

科研費以外 国際言語平和研究所 書類を持って経理課へ 

科研費 ― 国際言語平和研究所 

 

3） 人件費・謝金の場合 

① 実施14日前（土・日・祝を除く）までにすること 

  「講演等実施計画書」と「理由書（作業・実施せざるを得ない理由）」を国際言語平和
研究所に提出する。 

② 実施14日前までにすること 

国際言語平和研究所が仮作成した「謝金・学外関係者出張報酬支払申請書」一式を完 

成させ国際言語平和研究所に提出する。 

   ③ 実施日までにすること（該当する場合のみ） 

・「マイナンバーカード届出書」一式を国際言語平和研究所に提出。 

・ 学内に入構するためのカード等を国際言語平和研究所で受け取る。(アルバイトのみ) 

・「給与所得者の扶養控除等（異動）申告書」を国際言語平和研究所に提出。(アルバイトのみ) 

   ④ 実施14日後にすること 

以下のそれぞれの用務に対する報告書一式を国際言語平和研究所に提出する。 

・ 「業務日誌」を作業従事者が作成する。（アルバイト雇用、作業に対する謝礼） 

・ 「実施報告書」を依頼者が作成する。（研究対象者に対する謝礼、アンケート調査
等） 

・ 「講演会等実施報告書」を実施責任者が作成する。（イベント、シンポジウム、研究
発表会等） 

・ 「出張報告書」を出張者が作成する。（学外の共同研究者等が行く出張） 

 

⑤ 現金支給・口座振込 
a. 口座振込 

交通費の業者払い（大学から購入した先へ銀行振り込みで支払う）は、請求書を提出
してください。謝金等の本人への振り込みは、「謝金・学外関係者出張報酬支払申請
書」に記載された口座へ稟議決裁後、振り込みます。 

b. 現金払い 

現金払いの稟議決裁後、出金手配ができたら、連絡しますので現金を受け取り本人に
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支払ってください。「現金受取領収書」に受領者の署名捺印後、国際言語平和研究所に
提出してください。 

 現金受取に必要な 
書類の受取先 現金受取先 

科研費以外 国際言語平和研究所 書類を持って経理課へ 

科研費 ― 国際言語平和研究所 

 

6. 提出方法 

1）4月～2月分 

各研究費での3月分以外の支払書類の提出方法は以下のとおりです。 
 
  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              +      支払書類一式 
 
     

処理する研究費名ごとに日付と氏名を記入する。 
※国際言語平和研究所のカウンターにあります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

研究費別にカウンターにあるホルダーに入れて「支払」トレーに入れる。 
    
 
 
 
 
 

（202  ／  ／  ） 
Individual Research 

個人研究費 
 
 
Name 
氏名：             



 

31 
 

2）3月分 
※2月13日～3月10日16時までの分と3月31日までの予定分 

 
各研究費の支払書類の提出方法は以下のとおりです。 

★通常の支払書類を提出ができる場合 
    上記1）4月～2月分のa.～c.のとおり提出してください。 

   ★書類が揃わないなどの理由で提出できない場合 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          ＋     注文書等明細がわかる書類 
 
 
     処理する研究費名ごとに日付と氏名等を記入する。 

※国際言語平和研究所のカウンターにあります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

研究費別にカウンターにあるホルダーに入れて「支払」トレーに入れる。 
 

 
（注意）正当な理由がない物品等を年度末に集中して使用することはしないように注意してくださ
い。特に、機器備品、消耗品等を年度末に集中して購入した場合、購入品の使用期間がないとされ、
支出が認められないことがありますのでご注意ください。 

 
7. 残高を超えた物品等の支払処理をする場合 

残高を超えた分は処理できませんので、まず立替購入し領収証を提出してください。残高分
を返金します。 
 
 

8. 特別休暇中の注意点（専任教職員） 

  ① 休職期間 
   病気等により授業や研究ができないことを理由に休んでいますので、休んでいる期間中の研究

費の使用は認められません。但し、欠勤・長欠の場合は、その都度、検討し使用できるか否かを
回答しますので、使用する前、ご相談ください。場合によっては処理できないこともあります。 

 
  ② 産前産後の休暇及び育児休業期間 
   産前産後及び育児のために休んでいますので、休んでいる期間中の出張に係る使用は認められ

ません。納品した物品等は、休暇明けには、必ず、研究室に置くようにしてください。 

仮処理伝票 
・・・・・・・・・・・・ 

支 払 方 法： 現金・業者払い 
納品又は出張予定日： 
金   額：       円 
提出予定日： 
研 究 費 名： 
氏   名：         
（  年  月  日 提出） 
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9. 年度途中の赴任・退職の注意点（専任教職員） 

年度の中途において赴任（または退職）した場合の個人研究費の配分額は月割とします。 
 

10. 退職年度の注意点（専任教職員） 

① やむを得ない理由※1と消耗品※2以外の 5万円以上の物品購入は、10月以降は購入でき
ませんので注意してください。 

 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

← 通 常 購 入 → ←1回の購入が 
５万円以下の物品等→ 

←その都度、購
入物品等を検討
します→ 

   ※1やむを得ない理由とは、「突然プリンターが故障した」「ノートPCが故障した」「学術論文
作成に必要な書籍が3月に出版されて、どうしても必要」といった場合です。 
※2消耗品とは、使用できる期間が１年に満たない物品や価格が１万円未満の物品のことを指
します。（例：消しゴム、ボールペン、ノート、プリンターインク、紙等） 

  ② 年会費、保守期間、年間購読料などの取扱いは、在職日数を計算し按分します。 

 

11. 各種様式について 

各種支払手続きに関する書類は「Kyoto Gaidai UNIPA」より配信予定ですので適宜ご利用くだ

さい。※毎年様式は変わりますので、必ず年度ごとに新しい様式をダウンロードしてください。 
 
 

12. 予算管理（残高） 
  研究費を使用された先生方には、残高を以下の方法でお知らせしております。電話でも残高照会
をしておりますが、連絡しております残高表から差引をしていただき管理するようにしてください。 

 
  1）個研・学内研究員研究費 
    毎月の処理後、紙媒体で配付します残高表で各自管理してください。 

2）学内競争的資金 
    毎月の処理後、紙媒体で配付します残高表で各代表者が管理してください。 
  3）科研費 
    個別にご案内しています ID とパスワードを使って「科研費プロ」にログインしていただき

確認してください。 

   https://www.acoffice.jp/kakenhi/login.do 

13. 図書・備品・10万円未満の換金性の高い物品について 

物品等の購入後も、以下のルールに沿って適切に取り扱ってください。 
【国税庁】 
研究費等は、国から全額又は一部を補助金として支給されるか、又は、助成を受けています。研究

費用は、その公共性・公益性を考慮して、以下の取扱とすることで所得税が非課税とされています。 

https://www.acoffice.jp/kakenhi/login.do
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【個人研究費規程】 
 研究費等で購入した図書・消耗品（耐用年数１年以上）・備品は、本学に帰属するものとされていま
すので、このことを念頭に置いて使用していただきますよう改めてお願い申し上げます。 

個人研究費規程より 
 （物品等の帰属、保管、使用及び返還） 
第６条 教員研究費により取得した物品等は大学に帰属する。教員は在任中各自の責任においてこれを保管し、その専用に供することがで
きる。なお、教員が退職する場合は、在任中にこの規程により取得した物品等は大学に返還しなければならない。ただし、国際言語平和
研究所（以下「研究所」という。）所長が特に認める場合に限り、願い出により在任中に返還することができる。 

 
【科学研究費補助金】 
 「競争的資金における使用ルールの統一について」（平成２７年３月３１日）に基づき、科研費を
原資として取得した耐用年数１年以上かつ取得価格１０万円以上の物品については、研究機関におい
て設備等として受け入れ、特に耐用年数１年以上かつ取得価格５０万円以上の設備等については、資
産として管理を行うことになっています。 

以上のことから、個人研究費等の名目で、教授等の地位に応じて支給されるものについては、
大学が当該教授等からのその費途の明細を徴し、且つ、購入に係る物品が全て大学に帰属する
ことで非課税という待遇を受けています。規程等にありますとおり、個人の課税扱いにならな
いために以下の取扱いに注意してください。 

研究費で取得した図書・備品等は本学に帰属されますので、退職時（科研の場合は学振のル
ールあり）には返却していただきます。自己の都合で処分しないよう注意してください。 

また、学外に設置した物は、税法上個人の所得とみなされますので持出の際は、事前にご相
談ください。 

直所2-59 
昭和33年8月20日 

国税局長 殿                                                              国税庁長官 

大学の教授等が支給を受ける研究費等に対する所得税の取扱について 

  大学に勤務する教授、助教授、講師及び助手等（以下これらを「教授等」という。）が当該大学から支給を受ける研究費、出版助成金、
表彰金等に対する所得税の課税に当っては、それぞれ下記により取り扱うこととされたい。 

記 

 1．個人研究費、特別研究費、研究雑費又は研究費補助等の名目で、教授等の地位又は資格等に応じ、年額又は月額により支給されるも
のについては、大学が当該教授等からその費途の明細を徴し、且つ、購入に係る物品がすべて大学に帰属するものである等、大学が直
接支出すべきであったものを当該教授等を通じて支出したと認められるものを除き、当該教授等の給与所得とすること。  

 2．大学から与えられた研究題目又は当該教授等の選択による研究題目の研究のために必要な金額としてあらかじめ支給される研究奨
励金のようなものについては、1に準じて取り扱うこと。 

 3．教授等がその研究の成果を自費出版しようとする場合に、大学から支給を受ける出版助成金等については、当該出版の実態に応じ、
当該教授等の雑所得又は事業所得の収入金額とすること。 

 4．学術上の研究に特に成果を挙げた教授等又は教育実践上特に功績があった教授等を表彰するものとして大学から支給される表彰金
等については、当該教授等の一時所得とすること。  

【参考】競争的資金における使用ルール等の統一について（抜粋） 
（平成２７年３月３１日 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ） 
 
３ 使用ルールの統一 
消耗品や備品の購入に関するルールや、備品として管理する物品の金額、研究機器の購入方法等について使用ルールを統一する。 

（１）補助又は委託先の科学者及び研究機関は、耐用年数１年以上かつ取得価格10 万円以上の物品は備品として、耐用年数１年以
上かつ取得価格50 万円以上の物品は資産として管理すること。（委託事業の場合は、物品の所有権を移転するまでの間の取扱
いとする。） 
なお、資産について、固定資産税の納税義務のある補助又は委託先の研究機関においては、地方税法等に基づいて適切に資

産の管理を行うものとする。 
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【10万円以上の備品】と【図書】の取り扱い 

1） 退職時（研究期間終了後）、必ず本学に返還してください。 
2） 原則、学内設置としていますので監査・調査時に現物確認をお願いした時には、学内で確認
ができるようにしてください。 

  ※科研費等の外部資金で購入した物品については、手続を行えば次の研究機関での継続使用が
可能です。ご希望の方は、退職前に必ず国際言語平和研究所までお申し出ください。 

 
【10万円未満の換金性の高い物品】の取り扱い 

「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26年2月18日）に基づ
き、「換金性の高い物品」についても、追跡・管理します。 

 
1） 内部監査等で現物確認を行いますので、購入してから 3 年未満の物品等は退職する際には
必ず本学に返還してください。 

2） 原則、学内設置としていますので監査・調査時に現物確認をお願いした時には、学内で確認
ができるようにしてください。 

※ 換金性の高い物品としては、以下の例があります。〔パソコン、タブレット型コンピュー
タ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、テレビ、録画機器、金券類等〕 
 

 
★★全ての物品等は原則、学内設置となっておりますのでご注意ください★★ 
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研究期間終了後について 
 

1. 各活動報告（業績） 

各種活動された業績を毎年、報告をしていただきます。 

1）専任教員/嘱託研究員 

①業績データ更新 

「「Kyoto Gaidai UNIPA」」からログインし「教職員情報データベース」から入力していただ
きます。いつでも入力可能ですが、年度毎に取りまとめて業績管理するため案内に記載される締
切日までに入力してください。 

②外大ホームページ「研究者総覧」の更新 

「「Kyoto Gaidai UNIPA」」からログインし「教職員データベース」に入力している情報を
「公開する」を選択されている情報のみ公開されています。一般の方が見ることができるこ
とから、正しい情報が公開されていることを各自で確認してください。 

（公開されている場所） 

本学ホームページのトップの左下の方にある「情報公開／研究者総覧」にあります。 

    http://gyouseki-web.kufs.ac.jp/ 

③研究期間中に購入した物品等については、「2.退職時について」をご覧ください。 

2）学内競争的資金の研究代表者 

①研究課題に関する業績について、年度終了後、報告していただきます。 

    年度終了後、メールで代表者へ連絡します。添付された所定の様式に入力してください。 

②研究期間中に購入した物品等の手続をしていただきます。 

  

2. 物品等の返却 

   個人研究費を除く研究期間内に購入し故障等により使用できなくなった備品、図書、購入してから
3年未満の1万円以上の消耗品備品（プリンター、ICレコーダー等）を返却するための手続をしてく
ださい。但し、単に新しい商品が欲しいという理由の返却は認められません。 

 

3. 退職時について 

以下の手続を退職時にしていただきます。 

  1）履歴書情報の入力 

   「「Kyoto Gaidai UNIPA」」からログインし「教職員情報データベース」に入力していただきま
す。最終年度の業績を入力してください。 

2）購入した物品等の返却 

① 手続き方法 

http://gyouseki-web.kufs.ac.jp/
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本学から配賦される研究費（個人研究費、学内競争的資金等）で購入した備品、図書及び購
入してから3年未満の消耗備品（プリンター、ICレコーダー等）は、必ず返却してください。 

     ※やむを得ない理由で退職後も引き続き使用したい場合は、退職の2ヵ月前までに国際言語平
和研究所までご相談ください。 

② 返却方法 

a. 図書 

      図書館で借りた本が混ざっていないか、再度確認をしていただき、段ボール箱に詰めて「研
究所返却分（氏名）」と箱に記入して、研究室に置いていただくか、12号館4階倉庫（鍵がか
かっています）へ入れてください。 

     b. 備品（10万円以上）及び消耗品（購入後3年未満、1万円以上） 

      ハードディスクの場合は、データを必ず削除してください。「データ削除済（氏名）」と書い
た紙を貼り付けて研究室に置いていただくか、12号館4階倉庫（鍵がかかっています）へ入
れてください。モニター等には、「氏名」を書いた紙を貼り付けてください。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

科研費等の外部資金で購入した物品については、手続を行えば次の研究機
関での継続使用が可能です。ご希望の方は、退職前に必ず国際言語平和研究
所までお申し出ください。 
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その他 
 

1. 国際言語平和研究所発行の機関誌について 

国際言語平和研究所内で発行している機関誌は以下のとおりです。 
 

機関誌名 担当研究会等名 
『Ignis』※1 国際言語平和研究所 
『PROBLEMATA MUNDI』※2 国 際 問 題 研 究 会 

      
      ※1 令和3年度より『研究論叢』と『COSMICA』を1つのオンラインジャーナルとして統合。 
   ※2 投稿規程等の詳細は、各研究会等へ問い合わせてください。     
  『Ignis』について 
  
    １）分 野   

語学・文学関連分野、地域研究、その他の関連分野等、様々な分野の投稿を受け付けて 
おります。 
 

    ２）投稿カテゴリー 
 

 論    文：実践研究、調査報告、教材開発なども含む。 
 

       翻    訳：日本語からその他の言語、日本語以外の言語から日本語に限る。 
 
       資料解題：既存の研究資料やオリジナル資料を含む。 
 
       研究ノート：論文として完成されていないが、掲載の価値があると判断されもの。 
 

    ３）発行に関する年間予定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申込案内 4月 
執筆申込期限 4月末 
原稿提出期限 5月末 
査読 6月～7月 
査読結果通知 8月上旬 
修正期間 夏季休暇期間 
再査読 9月下旬～10月中旬 
最終結果通知 10月下旬 
校正期間 11月～12月上旬 
発行（PDF版のみ） 12月末予定 
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２．「国際言語文化学会」※ について 

学校法人京都外国語大学に勤務する全ての教職員に、研究の場として活用していただくだけでな
く、大学院生や京都外国語大学で学んだ全ての若手科学者の研讃の機会と研究成果公開の場とを提
供することを目的に平成25年3月23日に設立されました。 

 

 

 

国際言語文化学会では年1回（3月）、学会誌『国際言語文化』を刊行しています。 
1）執筆資格 
① 投稿の資格には制限はないが、投稿する時点で会員でなければならない。 
② 複数名で投稿する際は、少なくとも筆頭執筆者が会員でなければならない。 

 
 2）原稿の分量等（論文は38字×32行を1ページとして以下の分量を目安とする。） 

論   文：約12,000字(A4で10頁程度400字詰め原稿用紙約30枚程度）、上限は
A4で15頁とする。 

研究ノート：約8,000字（A4で7頁程度400字詰め原稿用紙20枚程度）、上 
限はA4で10頁とする。 

翻   訳：約12,000字（A4で10頁程度400字詰め原稿用紙約30枚程度、上限は
A4で10頁とする。 

書   評：約2,000～2,800字（A4で1～2頁程度、400字詰め原稿用紙約 
5～7枚程度）、上限はA4で2頁とする。 

 
  

2. 研究所からの連絡について 

1）募集案内や閉室等のお知らせは国際言語平和研究所ホームページに掲載します。 
http://www.kufs.ac.jp/irislp/news/index.html 

2）学内とりまとめが必要な募集案内等は「Kyoto Gaidai UNIPA」から配信します。必ず目を通す

ようお願いします。 

3）個別連絡は研究所のメールアドレスから配信します。 
個別に連絡する場合は、gengo@kufs.ac.jpからの連絡となります。            

  年会費 
正 会 員 3,000円 
学 生 会 員 1,000円 
賛 助 会 員 5,000円以上 

http://www.kufs.ac.jp/irislp/news/index.html
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パソコンなどのセキュリティソフトや保守契約をしたいのですが、特に注意するべき点はありま

 

来年３月末で退職をするのですが、注意するべき点はありますか？ 

出張先や用務内容が明確でないフィールドワーク、資料収集を行う場合、 

特に注意するべき点はありますか？ 

ディスカウントショップで図書カードを購入してから図書を購入しました。本屋の領
収証を提出すれば処理してもらえますか？ 

よくある質問 Ｑ＆Ａ 
 

 
 
          科研費（基金分）研究期間終了年度と科研費（補助金分）と学内競争的資金は、 

４月１日から翌年３月31日までの研究に対する研究費のため、 
翌年度にまたがる経費の分は、本来ならば、翌年度の予算で支払うべきです。 

         契約期間が研究期間終了後も含めた契約にならないよう注意が必要です。 
（該当するもの） 
  ・パソコンセキュリティソフトの契約期間 
  ・プリンター等の保守料の保守期間 
  ・パソコン購入時に申込む保障料の保障期間 
  ・新聞、雑誌購読料の購読期間 

 
 

 
 
 

   本学の研究費で購入した備品、図書、消耗備品（3年以内に購入した物品）は 
ご返却願います。 

   退職前の研究費の使い方ですが、セキュリティソフトや学会費など退職後の期 
  間が含まれないよう注意してください。 
   ３月に備品を購入することは事実上研究できないと思われますので必要な場合、 

６カ月前までに購入するよう注意してください。また、３月に5万円以上の商品 
を購入する際も商品によって処理できない場合がございますので購入前にご相談 
ください。 

 
 
 
 
 
           研究費を利用してフィールドワーク、資料収集を行うこと自体は問題ありませんが、 

学会参加や複数の科学者による打合せなどと異なり、活動内容が実施者の自己申告のみを 
根拠とすることが多く、活動の裏付けが取りにくいといった側面があります。 
会計監査などの際に、研究費の充当に問題がないことを示すために、研究活動内容を具体的かつ

客観的に証明できる資料等を日頃から残すようにしておくことが重要です。 
 
 

 
 
 

     
  図書カード、ギフト券、ポイント等で購入した物品については、現金で支払った 
場合の立替払いに対して返金していますので処理できません。 
但し、ディスカウントショップなどで購入したものである場合は、図書カード 

等代の領収書も提出してください。 
例えば、ディスカウントショップにて980円で購入した1,000円分の図書カードで、 

         1,000円の書籍を購入した場合、ディスカウントショップの領収書と書籍購入の領収書の両方の提
出が必要となり、研究費で支出できるのは980円となります。 
ポイントで購入した部分については、研究費で処理できませんのでご注意ください。 
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私の仕事でもある授業で教えるために必要な図書や消耗品を研究費で処理してもらえますか？教

えるためには自らの知識や技能も上げていく必要があるのでこれも研究ではないでしょうか？ 

個人研究費など個人に与えられた研究費で購入したものを、学内に設置しないといけ
なかったり備品等を返却したりするのはどうしてですか？ 

コロナ禍で外出自粛しており自宅での研究活動を行いたいのですが、自宅用に研究用消

耗品、備品を購入しても良いでしょうか？ 

 
 
 
 
 
 
 
           授業のためというのであれば、研究ではなく教育目的となり研究費で処理すること 

はできません。但し、研究課題が例えば「英語による授業の教授法の研究」をテーマ 
としている場合で、どの教材を使えばより良く授業が行えるか研究するために必要と 
いった説明ができて、こういった目的で研究費を使用したことが後に学会等で研究発 
表や成果となる場合は処理します。 
（イメージ） 
 
 
 
 
 
 
                   ↑ ここで、使用するために発生するもの 
↑ ここで、授業・指導だけの       は、教育になるため研究費での処理は 

ために使用・発生するもの       不可× 
は、教育になるため研究費       （ここで知識の提供となる基が研究と 
での処理は不可×           なります。） 

 
 

 
 
 

     
  個人研究費等のように先生個人に配分されるため、ご自身のお金のよう 
に思われている先生が多いようですが、図書館や総務部に配賦される予算の 
ように、先生という部署に研究費という予算が配賦され、学生部や教務部の 
業務に必要な物品等を購入するように、研究という業務に必要な物品等を購 
入し、事務室という部屋に設置して業務を行うように、研究室という部屋に 
設置して研究を行っていただくための研究費なので、学内設置、返却という 
ことになります。 

 
 
 
 
 
       研究は大学内の定められた場所で行うことから、研究費＝公費となり、研究費での 

物品購入は非課税となっています。そのため、会計上、自宅での研究活動＝私費の扱い 
      となり所得税が発生しますので（平成24年の右京区税務調査で指摘を受けました。） 

たとえコロナ禍で外出自粛中であっても自宅用の研究用消耗品、備品の購入は認めて 
おりません。監査等で過年度の研究費で購入した物品を自宅へ持ち出し利用している 
こと発覚した場合は、物品の返還を求められる場合もありますのでご注意ください。 
但し、研究室が付与されていない非常勤講師は、特例として自宅での研究活動を許可 
しております。 

 
 
 
 
 
 
 

研究 
自己の専門分野 
共同研究等の研究課題 
 
調査・研究を遂行する 
 

教育（授業・指導） 
自己の専門分野等 
 

知識の提供 
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「科研費FAQ R3.10.版」より抜粋 

 

【Ｑ４１０４】 科研費（直接経費）の使途に制限はありますか？  
【Ａ】 科研費（直接経費）は採択された研究課題の研究を行うための研究費であり、「補助事業である研究課題の遂

行に必要な経費（研究成果の取りまとめに必要な経費を含む。）」について幅広く使用することができますが、
研究代表者や研究分担者は、その経費使用に関する判断や使途に関する説明責任を負うことになります。  
また、研究費の使用に当たっては、当然のことですが、当該経費の支出が科学研究のために交付されている

直接経費から支出することが社会通念に照らし妥当であるか、直接経費の使用の優先度として適当かといった点
も考慮してください。 しかし、研究活動に使うといっても、対象となる研究課題以外の研究に使うことは目的
外使用になり認められません。また、ルールにしたがって使用することが求められており、研究者の勝手な解釈
によってルールに違反して使用した場合には、不正使用として返還やペナルティが科せられることになります。 

 
【Ｑ４１０５】 異なる研究課題の科研費を同一年度に交付されている場合、それら（直接経費）を合わせて使用する
ことは可能でしょうか？  
【Ａ】 科研費は交付を受けた研究課題の「補助事業の遂行に必要な経費（研究成果の取りまとめに必要な経費を含

む。）」として使用すべきものです。このため、同一研究者が異なる研究課題の科研費を同一年度に交付されて
いる場合であっても、それらは別々の補助事業として取り扱う必要がありますので、合わせて使用することはで
きません。  
ただし、合算使用制限の例外として認められる場合はこの限りではありません。（【Ｑ４１０５１】を参照し

てください。） 
 
【Ｑ４１０５１】 合算使用制限の例外として認められる場合とはどのようなケースでしょうか？  
【Ａ】 合算使用制限の例外が認められるのは以下の四つの場合です。  

①直接経費に、使途に制限のない他の経費を加えて補助事業に使用する場合  
②直接経費と使途に制限のある他の経費（科研費以外）を加えて、他の用務と合わせて１回の出張を行う場合
や、他の用途と合わせて１個の消耗品等を購入する場合などに、補助事業に係る用務や、補助事業に用いる数
量分を明らかにした上で使用する場合  
③直接経費に他の科研費を加えて、各事業の負担額及び算出根拠を明らかにした上で、補助事業に使用する場
合  
④直接経費に、共用設備の購入が可能な制度の経費を加えて、各事業の負担額及び算出根拠を明らかにした上
で、共用設備を購入する場合 
 

【Ｑ４１０７２】 科研費の支出の可否の判断に当たっては「研究遂行上必要であれば」とありますが、この「研究遂
行上必要であれば」という条件を満たす基準はありますか？  
【Ａ】 科研費制度として、特に設けている基準はありません。その理由は、各研究課題の進捗状況等によって、どの

ような経費が研究課題の遂行のために必要であるか、一律に制度側で判断することは困難であり、明確かつ具体
的な判断基準を設けることで、かえって科研費の使い勝手を狭めることにもなりかねないためです。科研費の使
途に関する考え方については、【Ｑ４１０４】も参照してください。 

 
【Ｑ４１１２】 直接経費の残額がわずかな額になった場合でも、返還の手続が必要でしょうか。事務手続の効率化の
観点もあり、何かよい方法はありませんか。  
【Ａ】 科研費では、直接経費に使途に制限のない他の経費を加えて補助事業に使用すること等を、合算使用制限の例

外として認めています。したがって、直接経費の残額が少なくても、他の経費を合わせて物品を購入したり旅費
に充てるなどすることによって、補助事業のために残すことなく有効に使うことができます。なお、科研費の補
助事業に使用する必要がなくなった場合には、残額の多寡にかかわらず返還していただくことになります。ま
た、返還することにより、以後の科研費の審査において不利益が生じることは一切ありません。 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/05_faq/data/kakenhi_2021faq.pdf
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【Ｑ４３０６】 研究用図書等の物品の購入に関し、研究者が立て替えて購入した場合は、どのように行うべきでしょ
うか？  
【Ａ】 例えば、出張先の古書店で研究遂行上必要な図書を自費で購入し、旅程の関係上、自宅に持ち帰らざるを得な

かったような場合には、研究機関に持参してもらい、現物と領収書等の証拠書類との確認を行う必要がありま
す。なお、立替払いについては、各研究機関で定めるルールで認められ、その手続に則っていることが必要とな
ります。  

 

【Ｑ４３０７】 納品検査について、例えば、少額の消耗品については、納品検査を省略することはできますか？ 
【A】 誰が物品検査を行うのか納品検査実施方法を区分するなどの工夫を行っていただくことは差し支えありません

が、物品が納品されたことの確認は不可欠であると考えますので、研究機関として機関管理を適切に行っていた
だく必要があります。 

 
【Ｑ４４０４】 物品を購入する際に、見積書や契約書を必ず徴しておく必要がありますか？  
【Ａ】 研究機関は、直接経費が適切に使用されたことを証明する書類を整理・保管しておく義務があります。したが

って、当該書類が各研究機関で定めるルールで物品購入に際して必要とされている書類に該当する場合には、徴
しておく必要があります。なお、これらの書類は必ずしも紙媒体である必要はなく、各研究機関のルールに従っ
ていれば、電子媒体での保管等も可能です。  
なお、見積書等に基づき、交付申請書等の主要な物品欄に品名・仕様・数量・単価・金額等を記載することと

していますが、あくまで購入見込価格として記載を求めているものですので、実際の購入にあたっては、各研究
機関の規程等に則って適正に一般競争入札等を行ってください。 

 
【Ｑ４４３６】 出張先において科研費の研究成果を発表するためのシンポジウムが終了した後、別の研究のための資 
料収集を数日間行う場合に、科研費から出張期間中のすべての旅費を支出することができますか？ 
【Ａ】 科研費では補助事業とは別の研究のための経費を支出することはできませんので、このケースでは、出張期間 

中のすべての旅費を科研費から支出することはできません。ただし、科研費と他の経費の使用区分を明らかにす 
ること等で、科研費と他の経費を合算して１回の出張に係る旅費を支出することは可能です。 

 
 
【Ｑ４４７１】 その他の経費として支出できるものに制限はありますか？  
【Ａ】 科研費については、当該研究課題の研究遂行に直接必要なものであれば支出することができます。例えば、以

下のようなものへの支出も可能ですが、研究代表者や研究分担者は、その経費使用に関する判断や使途に関する
説明責任を負うことになります。その判断については、根拠が示せるように必要に応じて研究機関でルールを定
めてください。  
【支出が認められる例】  
・光熱水費についても、当該研究の遂行に使用されていることを特定（例えば、具体的な按分基準による算定
など）することができれば、支出することは可能です。  

・学内の施設使用料（スペース・チャージ）についても、研究機関の規定等に基づき明確に算出できれば、支
出することはできます。  

・レンタカー代についても、研究遂行のために直接必要であれば、支出することができます。レンタカー借用
時に必要となる免責補償料（保険）も支出することもできます。  

・鉄道やバスなどの公共交通機関を利用することができない地域においてタクシーを利用することも、適宜判
断して支出することができます。  

【支出が認められない例】  
・研究者を訪問する際の「手土産代」については、研究の遂行のために直接必要なものとは考えられませんの
で支出できません。 
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【Ｑ４４７３】 翌年度に開催予定の学会参加費の支払期限が今年度である場合に、今年度の科研費から参加費を出す
ことができますか？ 
【A】 翌年度に開催される学会への参加費は、翌年度の補助事業の遂行のために必要となる経費であるため、科研費

（補助金分）について、今年度の補助金から支出することはできません。今年度中の支出がどうしても必要なと
きは、例えば、研究機関や科学者が立て替え、翌年度交付される補助金で精算する等の手続きを行ってくださ
い。なお、科研費（基金分）については、支出が可能となります。 

 
 
【Ｑ４６０３】 私の大学では、間接経費を獲得しても、当該科学者自身には配分されない仕組みになっていますが、
おかしいのではないでしょうか。 
【A】 研究代表者及び研究分担者は、科研費交付後に間接経費を研究機関に譲渡することとされています。これは、

間接経費の趣旨が、研究機関の研究環境の整備等に役立てようとするものであるからです。 

 
以上 


	研究費として支出できる範囲は以下のとおりです。研究課題に直接係ることが説明できるものに限られます。また、汎用性が高いものは、理由書を作成提出し、私的に利用・流用しないことを念頭に使用してください。

