
令和３年度不正防止及び研究費におけるコンプライアンス研修

本研修会は、ＳＤとして開催いたします。

主催： 公立大学法人九州歯科大学事務局

（総務課／学生支援・研究支援課）
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文部科学省の予算の配分又は措置により行われる研究活動において不正行為が認定された事案（一覧）

出典：文部科学省HP https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1360847.htm

番号 不正事案名
不正事案の研究
分野

調査委員会を設
置した機関名

不正行為に関与
した者等

（所属機関、部局
等、職名）

不正行為の種別

（捏造、改ざん、
盗用等）

告発受理日 報告受理日

2021-01

昭和大学元講師
による研究活動
上の不正行為
（捏造、改ざん
等）の認定につ
いて

医学 昭和大学

昭和大学 医学
部麻酔科学講座
元講師、元教授、
元助教、助教

捏造、改ざん、不
適切なオーサー
シップ

令和2年3月6日 令和3年3月2日

2021-02
（2018-08追加
調査）

京都大学元教授
による研究活動
上の不正行為
（捏造、改ざん）
の認定について

地震地質学 京都大学
京都大学 大学
院理学研究科
元教授

捏造、改ざん 平成31年4月8日 令和3年9月22日

【令和2年度】

https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1360846.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1360847_00001.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1417292.htm
https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1360847_00002.htm
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出典：

文部科学省「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）」
http://www.mext.go.jp/b_menu/h
oudou/26/08/__icsFiles/afieldfile/
2014/08/26/1351568_02_1.pdf

研究者(先生方,大

学院生)による
対応が必要！

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf
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研究者の責任

【公正な研究】
○科学研究は社会からの信頼と負託の上に成り立っていることを自覚し、公正な
研究活動を遂行。

○責任ある研究の実施と不正行為の防止を可能とする研究管理。
・共同研究における個々の研究者間の役割分担・責任の明確化
・研究データの適正な記録保存や厳正な取扱いの徹底

【研究成果の発表】
○研究活動によって得られた成果を客観的で検証可能なデータ・資料を提示しつつ、
科学コミュニティに公開（研究成果の発表とは、その内容について研究者間相互の
吟味・批判を受けることであり、これにより人類共通の知的資産の構築へ貢献）。

【法令の遵守】
○研究の実施にあたり、法令や関係規則の遵守。

【不正行為疑惑への説明責任】
○特定不正行為の疑惑を晴らそうとする場合、自己の責任において科学的根拠を示し、
説明する必要がある。

違反に対する措置
○競争的資金等の返還、申請制限（競争的資金等のみならず、運営費交付金等の基盤的
経費により行われた研究活動の特定不正行為も対象とする。）

○組織内部規程に基づく処分。

出典：文部科学省「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）」
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/__icsFiles/afieldfile/2014/08/26/1351568_02_1.pdf
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出典：

文部科学省「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）」
http://www.mext.go.jp/b_menu/h
oudou/26/08/__icsFiles/afieldfile/
2014/08/26/1351568_02_1.pdf
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本学の対応状況 ※不適切なオーサーシップ（例）
・研究論文の著者リストにおいて、著者
としての資格を有しない者を著者として
含める。
・著者としての資格を有する者を除外する。（１）特定不正行為及び不適切な行為について（捏造、改ざん、盗用）

・「ねつ造、改ざん、盗用などの不正行為を行わず、加担しない」
(九州歯科大学研究者行動規範)

・特定不正行為以外の「論文の二重投稿」や「不適切なオーサーシップ」などについても、

文部科学省のガイドラインに基づき「研究活動上の不適切な行為」として禁止。
（九州歯科大学研究活動における不正防止等に関する規程;平成28年9月1日改正28九歯大第64号通知文書）

（２）研究倫理教育の実施

・本学に所属する教員及び大学院生は受講を義務化。（九州歯科大学研究倫理教育の実施に関する要領）

研究倫理教育プログラムについては、e-learningシステム「APRIN」を活用し、

定期的に研究倫理教育を受講。（※未受講者は必ず受講してください）

（３）規程等の整備状況

・研究統括管理責任者及び研究倫理教育責任者の設置。

不正が発生した場合の調査委員会の設置及び一定期間の研究資料等の保管を義務付け。
（九州歯科大学研究活動における不正防止等に関する規程）
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（４）研究データの保管について

研究データが方針に基づき適切に保存されているか、各研究室において定期的に確認をお願いします。

「九州歯科大学における研究データの保存等に関する方針」（平成28年9月1日改正28九歯大第64号通知）

①研究データ

・文書、数値データ、画像等の「資料」･実験試料、標本等の「試料」･装置

②保存方法

ア 研究者等は、実験・観察をはじめとする研究活動においては、その過程を実験ノート

等の形で記録に残すこと

イ 実験ノート等には、実験等の操作のログやデータ取得の条件等を、後日の利用・検証

に役立つように十分な情報を記載し、かつ事後の改変を許さない形で作成すること

ウ 実験ノート等は、研究活動の一次情報記録として適切に保管しなければならないこと

③保存期間

ア 研究データのうち、実験ノート、数値データ、画像等、「資料」の保存期間は、

原則として、当該論文等の発表後１０年間とする

イ 研究データ等のうち、「試料（実験試料、標本）」や「装置等」、「もの」の保存

期間は、原則として、当該論文等の発表後５年間とする など

本学の対応状況
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令和３年２月１日

「研究機関における公的研究費
の管理・監査ガイドライン（実施
基準）」改正

出典：

文部科学省「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）（令和3年2月1日
改正）」
改正の概要 (PDF:318KB)
https://www.mext.go.jp/content/2
10201-mxt_sinkou02-
1343904_21_2.pdf

https://www.mext.go.jp/content/210201-mxt_sinkou02-1343904_21_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/210201-mxt_sinkou02-1343904_21_2.pdf
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出典：

文部科学省「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）（令和3年2月1日
改正）」
改正の概要 (PDF:318KB)
https://www.mext.go.jp/content/2
10201-mxt_sinkou02-
1343904_21_2.pdf

令和３年２月１日

「研究機関における公的研究費
の管理・監査ガイドライン（実施
基準）」改正

https://www.mext.go.jp/content/210201-mxt_sinkou02-1343904_21_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/210201-mxt_sinkou02-1343904_21_2.pdf
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おわりに：

「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」

研究活動の不正行為に関する基本的考え方

【不正行為に対する基本姿勢】

●研究活動における不正行為は、研究活動とその成果発表の本質に反する

ものであり、科学そのものに対する背信行為。個々の研究者はもとより、

大学等の研究機関は、不正行為に対して厳しい姿勢で臨む必要。

【研究者、科学コミュニティ等の自律・自己規律】

●不正に対する対応は、まずは研究者自らの規律、及び科学コミュニティ、

大学等の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。

【大学等の研究機関の管理責任】

●上記に加えて、大学等の研究機関が責任を持って不正行為の防止に関わる

ことにより、不正行為が起こりにくい環境がつくられるよう対応の強化を

図る必要。特に、組織としての責任体制の確立による管理責任の明確化、

不正行為を事前に防止する取組を推進。



令和３年度

九州歯科大学コンプライアンス研修
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研究費におけるコンプライアンスについて

• コンプライアンス教育が必要な理由

国民の貴重な税金から公的研究費が賄われているにも関わらず、
公的研究費の不正使用が多発していることから文部科学省は「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）」を改定しました。ガイドラインは定期的なコンプライアン
ス教育の実施を研究機関に求めているため令和３年度においても
継続して実施をするものです。

• 今回の主な内容

１ 研究費の不正使用に当たった事案の紹介

２ 不正防止への取組の本学の実例

３ 研究費ルール等について

12



１ 研究費の不正使用に当たった事案の紹介

番号 研究機関名
不正が行わ
れた年度

不正の種別

不正に
支出さ
れた研
究費の
額

不正
に関
与し
た研
究者
数

（実
人
数）

最終報告書
提出日

最終報告書の概要

（調査結果、再発防止策、関係者の処
分等）

※「研究機関が行った措置」について
は、進捗状況に応じて更新

202001 水産研究・教育機構
平成29～30
年度

カラ雇用、架空請求
266,662

円
1人

令和2年5月
15日

水産研究・教育機構における公的研
究費の不正使用について(PDF:103KB)

202002 甲南大学
平成27～30
年度

同一の費用に関し重複して支出
を受けること（重複受領）

1,034,75
2円

1人
令和2年6月
22日

甲南大学における公的研究費の不正
使用について（PDF:141KB）

202003 関西大学
平成22～30
年度

謝金の目的外使用及び架空請求
1,878,15

0円
1人

令和2年5月
18日

関西大学における公的研究費の不正
使用について（PDF:30KB）

202004 東京医科歯科大学 令和元年度 架空取引
432,000

円
1人

令和2年8月
3日

東京医科歯科大学における公的研究
費の不正使用について（PDF:158KB）
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https://www.mext.go.jp/content/20200814-mxt_sinkou02-000009402_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/200923-mxt_sinkou02-000009402_2.pdf
https://www.mext.go.jp/content/210406-mxt_sinkou02-000009402_3.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20210416-mxt_sinkou01-000009402_4.pdf


「預け金」

架空の取引により研究機関に代金を支払わせ、業者に預け金（プー

ル金）として管理させること。

「カラ謝金・給与、カラ出張」

意図して実態の伴わない作業謝金等を研究機関に支払わせること。

意図して実態の伴わない出張旅費を研究機関に支払わせること。

「旅費の重複受給・二重請求」

出張先機関からの旅費受給に加え、所属機関へ旅費を請求すること。

このような使用をすると

研究の為・私的使用問わず研究費の不正使用となります。また、本学の規
程上、競争的資金や内部資金を問わず、研究費の不正使用と認定されます。
内部監査や国税局の税務調査や会計検査院の実地調査で必ず発覚します。
不正な使用は行わないようしてください。

14



２ 不正防止への取組の本学の実例

（１）研究費不正防止のため、事務局が実施する事
項
・研究費による契約について、全て検収を実施

・研究費、競争的資金による発注を事務局において実施

・内部監査の実施

・納品物品、業務委託の成果物の事後検収の実施

・高額備品等における事後の実態調査の実施

・不正行為相談、通報窓口の設置（経営管理部総務課）

・研究費の不正使用防止に係る誓約書の提出

・業者に対して研究費の不正使用防止に係る誓約書の提出依頼
15



（２）令和３年度研究費不正防止への対応について
公立大学法人九州歯科大学における公的研究費の不正防止計画（以下「不正防止計画とい

う。）に基づき行います。不正防止計画は九州歯科大学のホームページから「研究・産学連

携」から見ることができます。令和３年度は以下の点について重点的に対応します。

①物品及び役務の検収・管理の確実な実施について

物品及び役務の検収は、発注単価５万円以上または発注総額５０万円以上の物品並びに

一回の業務単価が１０万円以上の役務契約については、指定の発注書において事務職員

が発注を行います。また、公的研究費により発注されたものについては、金額を問わず

全て検収を行っています。発注を行う際は、必ず検収を受けるよう業者にお伝え下さい。

②研究費の不正使用を防止する環境の醸成について

本法人における研究費の適正な管理・運営のためコンプライアンス説明会を実施し、研

究者、事務職員の意識の高揚を図り、行動規範の内容等の理解を深める。原則として、

研究費に携わる者についてはコンプライアンス説明会の受講を必須とする。

16



（１）九州歯科大学 研究費の責任体制

17

最高管理責任者（学長）

統括管理責任者
（事務局長）

不正通報窓口
経営管理部総務課

コンプライアンス
推進責任者
（学部長）

内部監査体制
（監督責任者：学長）

不正防止計画推進室
（室長：事務局長）

連携

・室長は統括管理責任者
・構成員は学部長、大学院科長、
他推進室長が推薦する者を学長が任命
・不正の発生要因に対する不正防
止計画の推進状況把握
・研究費の運営、管理に係る実態の把握

・公的研究費の使用についての相談窓口
・研究費の不正使用に関する通報窓口
・統括管理責任者への報告

・不正防止体制の確認・検証
・監事及び会計監査人と連携

監事

会計監査人

連携

・最高管理責任者を補佐
・研究費の運営、管理について
機関全体を統括

・研究費の運営、管理についての最終責任
・不正防止計画の策定及び実施

調査委員会

・研究費不正の調査の実施
・異議申立ての審査
・再調査の実施
・外部委員も含めた構成員で組織

・部局の取り組みに対し、実施状況
を把握し、統括管理責任者に報告
・コンプライアンス教育の実施
・研究費の執行について適切な使
用か確認、モニタリングをする

３ 研究費ルール等について
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公立大学法人九州歯科大学における研究費の使用に関する行動規範
平成27年３月25日制定

学術研究活動は、福岡県からの交付金及び国からの補助金並びに学生からの納付金など種々の財源から支えら
れていることから、本学は、本学で管理・執行する、競争的研究資金等を含むすべての研究費（以下「研究費」
という。）を適正に管理運用することが、社会的責務として求められている。
研究費の不正使用は、本学のみならず、学術研究に対する福岡県民及び国民の信頼をも揺るがしかねない。
これらを踏まえ、本学の研究費の適正な管理運用を目的として、本学就業規則又は雇用規程により雇用される

教職員（以下「教職員等」という。）が遵守すべき行動の規範をここに定める。
１ 教職員等は、研究費が大学の管理する公的な資金であることを認識し、公正かつ効率的に使用しなけ
ればならない。

２ 教職員等は、研究費の使用に当たり、関係する法令・通知及び本学が定める規程等、並びに事務処理
手続き及び使用ルールを遵守しなければならない。

３ 研究者は、研究計画に基づき、研究費の計画的かつ適正な使用に努めなければならない。また、事務
職員は、研究活動の特性を理解し、効率的かつ適正な事務処理を行わなければならない。

４ 教職員等は、相互の理解と緊密な連携を図り、協力して研究費の不正使用を未然に防止するよう努め
なければならない。

５ 教職員等は、研究費の使用に当たり取引業者との関係において福岡県民及び国民の疑惑や不信を招く
ことのないよう公正に行動しなければならない。

６ 教職員等は、研究費の取扱いに関する研修等に積極的に参加し、関係法令等の知識習得、事務処理手
続き及び使用ルールの理解に努めなければならない。

（２）研究費の使用に関する行動規範について



（３）本学の機関内の主な研究費執行に関するルール
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・会計のルール（基本）

公立大学法人九州歯科大学会計規程 公立大学法人九州歯科大学契約事務取扱規則

公立大学法人九州歯科大学契約事務取扱規則運用要綱 公立大学法人九州歯科大学会計規程施行細則

・旅費のルール

公立大学法人九州歯科大学職員旅費規程 公立大学法人九州歯科大学職員旅費規程施行規則

・発注・検収のルール

公立大学法人九州歯科大学研究費関係検収要領 公的資金による発注と検収に関する方針

・その他のルール

九州歯科大学研究活動における不正防止等に関する規程

公立大学法人九州歯科大学共同研究に関する取扱規程 公立大学法人九州歯科大学受託研究に関する取扱規程

公立大学法人九州歯科大学奨学寄附金取扱規程 公立大学法人九州歯科大学奨学寄附金取扱細則

公立大学法人九州歯科大学決裁規則 公立大学法人九州歯科大学職員就業規則

公立大学法人九州歯科大学職員の懲戒等に関する規程 公立大学法人九州歯科大学職員の懲戒処分に関する細則

以下については、研究費についての主なルールです。研究費の執行については、事務職員だけ
でなく、必ず研究者及び研究補助員についても、機関内のルールについて把握してください。
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① 競争的資金 日本学術振興会科学研究費や厚生労働省科学研究費など
科研費のルールが定められ、科研費ハンドブックにルールが記載されています。
経費の合算については制限があります。
国民の税金を使用しています。研究計画に沿った使用を行い、自由に使える費用では決してあ
りません。
学内や配分機関の規程規則に従い、使用を行ってください。

② 民間企業との研究契約 受託研究費や共同研究費等
契約書に記載している内容に従ってください。また、相手方の事務処理要領等を守る必要があ
ります。
官公庁や独立行政法人等は税金から、企業は企業の収益により契約をしています。自由に使え
る費用ではありません。学内や配分元の規程規則に従い、使用を行ってください。

③ 本学独自の研究費 個人研究費
研究費の執行については、研究計画に沿って執行してください。
本学の運営の半分は県の税金で賄われています。学内の規程に従い、使用を行ってください。

（４）研究費の種類について



（５）大学の管理責任の明確化
• 国のガイドラインの改訂により、不正をした研究者個人だけでなく、大学の管理
責任が問われることになりました。

履行状況調査 不備があると判断された大学 管理条件の付与

機動調査 体制整備が改善されない大学 間接経費の削減・削減割合の引き上げ

フォローアップ調査 不正の認定を受けた大学 資金配分停止

特別調査 研究費の返還等

他の研究者の研究予算に影響
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国による大学の公的
研究費への調査

大 学 大学全体で連帯責任



（６）研究費の不正使用についての措置
研究費を不正に使用した研究者に対し、九州歯科大学および配分機関は措置を講じます。

氏名や不正の内容を公表 配分機関からの措置

・調査結果の公表 ・研究費の取り消し、返還

法的責任の追及 研究申請、参加資格の制限

・刑事訴訟や民事訴訟 ・私的な流用：１０年

人事処分 ・私的流用以外：１～５年

・就業規則等に基づく懲戒解雇、停職、減給等 ・善管注意義務違反：２年

の懲戒処分、訓告・厳重注意等の措置

22

九州歯科大学の措置
配分機関の措置

（文科省など国の機関）



４ コンプライアンス研修まとめ

• 税金の使途については社会的な説明責任が生じる。

→「研究費」は自由に使用できる資金ではない

• 税務調査、企業の倒産等の外的要因や内部監査の実施。

→研究費の不正使用は発覚する

• 不正に対する厳罰化。

→懲戒処分、機関の責任、研究費の返還、研究者人生の終焉
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研修は「理解度チェック」の回答を以て受講完了となります。

必ず回答の程お願いいたします。
【URL】： https://forms.office.com/r/gj09ebstpe

また今年度研究費使用に係る「誓約書」を未提出の方は直ちに

総務課まで提出をお願いします。
【URL】：http://www.kyu-dent.ac.jp/files/uploads/seiyakusyo__2__5.docx
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https://forms.office.com/r/gj09ebstpe
/files/uploads/seiyakusyo__2__5.docx

