
□確認事項 □Points for Verification  
 
 
 （研究活動の公正性の確保）  
◎Maintenance of Propriety in Research Activities  
   
◆ 科学研究における不正行為は、科学を冒涜し、人々の科学への信頼を揺るがし、
科学の発展を妨げるものであって、本来あってはならないものである。また、未来へ
の先行投資として、国費による研究費支援が増加する中、国費の効果的活用の意味
でも研究の公正性の確保がより一層求められる。 

◆Fraudulent acts in scientific research amount to desecration of 
science, undermine people’s trust in science, impede the 
development of science, and should not be allowed to happen . 
Also, as support through research grants from public funds is 
increasing for an advance investment for the future, even a higher 
expectation exists for the maintenance of research propriety in the 
sense of effective use of public funds.  



◆ 「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２
６日：文部科学大臣決定）では以下の行為を特定不正行為としている。（ネカト） 
 (1) 捏 造：存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 
 (2) 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こと。 
 (3) 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、当該研究者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。  

◆In the “Guidelines for Responding to Misconduct in Research (Adopted August 
26,2014 by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology 
(MEXT))”, each of the following acts is defined as a specific fraudulent act.（FFP) 

 (1) Fabrication: Making up data or research results, etc. 

 (2) Falsification: Manipulating research materials, equipment, or processes to 
change data or results obtained from research activities.  

(3) Plagiarism: Appropriating the ideas, analysis, analytical methods, data, research 
results, research paper(s), or words of other researchers without obtaining the 
permission of the researchers or giving appropriate credit.  



（適正な研究費の使用）  
◎Appropriate Use of Research Grants  
 
◆ 競争的資金等には研究機関に交付されるものと個々の研究者の研
究遂行のためのものがあるが、個人への補助の性格を有するもので
あっても、国民の信頼に応えるため、競争的資金等の管理は大学の
責任において行われている。 
 
◆Competitive fundings, or others, consist of those that are 
provided to research institutions and those that are for the 
implementation of research conducted by individual researchers. 
Even if the funding may appear to be characterized as a subsidy to 
an individual researcher, the funding must be managed under the 
responsibility of universities. 



◆ 研究費の使用に当たっては、その管理が委ねられている大学・研究機関

のルールに従って適正に執行する必要がある。 
 
◆ When using research grants, it is necessary to appropriately implement 
research grants, in accordance to the rules of the university or research 
institution to which the management is entrusted.  
 

◆ 研究費の不正使用とは、故意若しくは重大な過失による研究費の
他の用途への使用または交付の決定の内容若しくはこれに付した条
件に違反した使用をいう。  
 
◆ Fraudulent use of a research grant is the use of the research 
grant for ulterior purposes, intentionally or by gross negligence, 
and/or the use that violates the content of, and/or the conditions 
attached to, the decision to fund the research grant.  
 



◆ 研究費の不正使用の事例は、虚偽の請求によって資金を引き出して、他
の目的に流用したり、プールするなどであり、(1)物品購入費、(2)謝金・給与、
(3)旅費に関するものに大別される。その際、私的流用はもとより、目的外の
使用や書類の捏造による支出は、研究資金として使用された場合でも不正
使用となる。 

◆Examples of fraudulent use of research grants include the act of taking 
out funding through a false invoice, that of misappropriating the funding for 
other purposes, and that of pooling the funding. They are broadly divided 
into fraudulent use related to (1) expenses for purchase of goods, (2) 
honorarium and salaries, and (3) travel expenses.  
In addition to the misappropriation for personal gains, the use of the funding 
for purposes other than the original intent and the expenditure through 
fabricated documents are considered fraudulent use, even if the research 
grant is used as a research fund.  



（不正が認定されたときの扱い）  
◎Responding to Fraud That Has Been Established 
 
 
◆ 論文等において不正行為が行われたと認定された場合や研究費の不正
使用が認定された場合は、競争的資金等の返還に加えて、認定された年度
の翌年度から最長１０年間、競争的資金等への申請が制限される。 
 

◆If a fraudulent act in research papers or other publications 
has been established, or if a fraudulent use of research grant 
has been established, the researcher will return the funding 
and, moreover, he/she will be excluded from applying for 
competitive funding or any other funding for a period up to 10 
years, starting from the next fiscal year following the fiscal 
year in which the fraudulent act(s) has/have been established.  
 
 （注）研究費の不正使用が認定された場合の措置の見直しがなされました。（平成２５年度４月より） 
(Note) Measures to be taken for an established fraudulent use of a research grant have been revised (since 
April 2013). 
 



◆ 日本学術振興会及び文部科学省のみならず、他府省の所管の競
争的資金を活用した研究活動において不正行為や不正使用があった
と認定された者について、当該認定に伴う申請等資格制限が一斉適
用される。  

◆Restrictions on eligibility to apply and other matters that 
are associated with the establishment of the fraudulent acts 
or fraudulent use will apply uniformly to those for whom it 
has been established that they committed fraudulent acts 
or fraudulent use in research activities, regardless of 
whether the fundings were based on competitive funding 
from JSPS or the Ministry of Education, Culture, Sports, 
Science and Technology (MEXT), or were under the control 
of other Government Offices and Ministries.  
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