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研究費をもらうことが
決まったら、
使う前にまず読もう！



本マニュアルは、学生の方が自らの研究費をもち、それを使用する場合の
・適切な使用方法
（このマニュアルでは「使用」を「執行」ともいいます）

・注意点
などをまとめたものです。
研究者として、研究費をどのように計画して執行すべきなのか、どういうも
のに使用できるのかなど、よく読んで研究費の計画執行に役立ててください。
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大原則

1. 研究費は、研究計画に記載された研究を推進するためのものです
 研究計画（どんな研究をするか）に沿って執行計画（何にお金を使うか）を立てます
 特別な事情がない限りは、執行計画に沿って使うことが基本です
 残額を把握し、年度の当初から計画的に執行してください（年度末に無理にまとめて使ったりしない）
 研究計画に記載されていない別の研究･活動等に流用することはできません

2. 研究費の使い方には、不正防止等のために様々なルールがあります
 執行の前に指導教員や各研究科の会計担当係に相談してください
 金額や使途により特別な手続きを要する場合があります

3. 執行権限は指導教員にあります
 執行（発注）の権限は指導教員にあり、学生が自分で発注を行うことはできません
 例えば物品を購入するときには、指導教員へ依頼して購入してもらうことになります

☆少しでも疑問があれば必ず相談してください。



基本の流れ

①執行計画をする

データ管理と分析
のためのいいPCが

欲しいな 同じ研究をしてる
他大学の研究者と
直接意見交換した

いな

研究室のあの分析
器を修理して使い

たいな

この分野の権威の
先生に指導助言を
お願いしたいな

１．物品購入

2．出張旅費

3．役務
4．謝金

②指導教員に相談 ③承認後各手続きへ

〇経費の取扱要領などで
購入不可とされている
物品や、実施不可とされる
役務などに該当しないか

〇研究計画に沿っているか
〇この研究費を使用することが
妥当であることの説明が
できるか

〇執行時期や数量などは
適切か

〇研究期間内に納品や実施が
可能か

１．物品購入 → 4P

２．出張旅費 → 5P

３．役務 → 7P

４．謝金 → 8P

５．立替払請求 → 9P
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1.物品購入 ①購入の流れ

物品を購入する際は、購入物品の内容はもちろん、購入手続きの方法についてや、購入後の物品の管
理まで、すべて計画時に確認しておく必要があります。

まずはじめに、執行しようとする経費の「取扱要領」や「ハンドブック」は必ずチェックしておきましょう！
物品購入だけでなく、旅費・謝金や役務の執行の際にも必要です！

購入の検討

・この研究に真に必要なものか

・この研究費で購入することに
問題はないか

・購入できる時期であるか

・数量は適切か

・納期に問題はないか

・研究期間内に成果につなげら
れるか

どれか一つでも×があれば
購入できません！

購入品の内容や
発注先について
なども指導教員
とよく相談しま

しょう

購入可となった場合

①原則「物品調達システム」を使用し、
指導教員に発注してもらう。

②事務での納品事実の確認後、物品を受領する。
③納品書に指導教員の検収印をもらい、
会計担当係に支払い依頼を行う。

50万未満の
場合（※）

①指導教員から研究科の会計（契約）担当係へ
購入を依頼する。

②事務での検収後、物品を受領する。
③資産であれば資産管理シールが配付されるので、
受け取ったらすぐに物品の見える位置に貼る。

50万以上の
場合

※：各物品の単価の上限ではなく、一日の一業者への発注上限金額です。 4



購入物品は金額、品目によって取り扱いが異なります。管理方法も大きく異なりますので、所属研究
科の会計担当係の指示に従い、適切に管理してください。

管理種別

種別 基準 管理ｼｰﾙ
の有無

管理方法 特徴 対象物品例

固定資
産

取得価額50万以上かつ1年
以上の使用が見込まれるも
の

有 資産登録をし、必要な
都度所在確認を行う

減価償却対象 ﾄﾞﾗﾌﾄﾁｬﾝﾊﾞｰ、滅菌器、
ｼｭﾚｯﾀﾞｰ 等

少額
備品

取得価額10万以上50万未満
かつ1年以上の使用が見込
まれるもの

有 備品登録をし、年に一
度抽出にて所在確認を
行う

資産に準じた管
理が必要

PC、卓上遠心機、顕微
鏡 等

特定管
理物品

10万未満 研究科に
より有

管理番号を付番し、帳
簿等で管理のうえ、抽
出にて所在確認を行う

換金性が高い少
額品が対象

PC、ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾀｰ、ﾀﾌﾞﾚｯ
ﾄ、
ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ 等

消耗品 無 無 上記以外
各研究科により対応が異なる場合もありますので、
詳細は会計担当係に確認してください。

管理シールは見える位置に！

1.物品購入 ②購入物品の管理
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2.出張旅費（国内・海外）

実施の検討

出張は学内の旅費システムを使用して申請します。旅費についても、計画段階から申請の方法や必要
書類、実施後の報告までの流れなどを確認しておく必要があります。

・この研究に真に必要な出張か

・この研究費で出張することに
問題はないか

・実施できる時期であるか

・実施日程は適切か

・移動手段に問題はないか

・研究期間内に成果につなげら
れるか

どれか一つでも×があれば
実施できません！

万が一に備え、
緊急時の連絡方
法なども指導教
員と相談してお
いてください

出張可となった場合

①指導教員に「チケット手配システム」で
交通機関や宿泊先の手配申請をしてもらう。

②システムの指示に従いチケットなどを
手元に準備し、出張に赴く。

③出張後、旅費システムにて出張報告書を
入力する。

チケット手配
システムを
使用する場合

①指導教員に自己手配した各種チケット等の必要
書類を提示し、旅費システムで出張申請してもらう。

②出張後、旅費システムにて出張報告書を入力し、
必要書類の原本を提出する。

（必要書類の内容や提出方法は各研究科の会計担当係に
確認してください）

搭乗券などを
自己手配する

場合

出張報告書の用務の
概要欄には、成果を
具体的に記載し、
打合せのみの場合は
必ず面談者の氏名を
記載してください。

発着地は大阪大学旅費規則に則り全キャンパス「千里中央」で、規定の経路の金額で計算され、
新幹線は学割料金で支給されます。
自家用車の利用は大学の規則上原則不可ですが、やむを得ない事情がある場合は会計担当係に
ご相談ください。
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3.役務
役務とは、物品の修理や英文校正など、業者に依頼して作業を行ってもらう（役務の提供を受ける）こ
とをいいます。これも計画段階から、適切な執行か、どのように実施確認を行うかなど整理しておく必
要があります。

実施の検討

・この研究に真に必要な作業か

・この研究費で実施することに
問題はないか

・実施できる時期であるか

・仕様内容は適切か

・納期に問題はないか

・研究期間内に成果につなげら
れるか

どれか一つでも×があれば
実施できません！

作業の具体的な
内容や発注先に
ついてなども指
導教員とよく相
談しましょう

実施可となった場合

①指導教員に適切な方法で発注してもらう。
②作業に立ち会い、または完成品などにより、
仕様どおりに実施されたか確認する。

③作業完了報告書に指導教員の検収印をもらい、
会計担当係に支払い依頼を行う。

50万未満の
場合

①研究科の会計（契約）担当係に指導教員から
契約を依頼する。

②契約担当職員とともに作業に立ち会い、
または完成品などにより、
仕様どおりに実施されたか確認する。

50万以上の
場合

正しく役務が行われたか確認するためには、
計画段階から「仕様書」が必要です。
実施後は、仕様書と作業完了報告書の内容に相違がないか、
しっかり確認しましょう。
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4.謝金

謝金は学内の「謝金システム」を使用して申請します。謝金については、相手方の報酬となるため性
質上給与と同じ扱いになることから、所得税の処理などにも注意が必要です。手続き方法や必要書類
はもとより、執行する目的や内容についても、計画段階からしっかりと整理しておいてください。

実施の検討

・この研究に真に必要な役務か

・この研究費で実施することに
問題はないか

・実施できる時期であるか

・支給単価は役務内容に
見合っているか

・納期に問題はないか

・研究期間内に成果に
つなげられるか

謝金は特定の個人に依頼して役務提供をしてもらい、その対価として払う謝礼や報酬のことです。
同じ役務提供でも、依頼先が企業等の団体であれば「役務」、個人であれば「謝金」として手続きしてください。
どちらになるかわからない、判断に悩むなどの場合は会計担当係にご相談ください。

どれか一つでも×があれば
実施できません！

講演謝金などの
場合、会場手配
なども含め指導
教員とよく相談
しましょう。

実施可となった場合

①指導教員から相手方へ役務提供依頼をしてもらうとともに、
必要書類（※）の提出依頼をしてもらう。

②指導教員に、「謝金システム」で謝金申請をしてもらう。
③指導教員立会いの下、講演やインタビューなど役務を実施
してもらう。

④実施したことが客観的にわかる書類（※）を提出する。

※必要書類の内容や提出方法は
各研究科の会計担当係に確認してください。

依頼先が外国籍の方の場合、所得税を減免できる「租税条約」の対象
になる可能性があります。
これは国籍により異なりますので、会計担当係にご確認ください。 8



5.立替払請求

立替払請求とは、物品の購入や役務の提供を受けるときなどでやむを得ず先払いを行う必要がある場
合に、立て替えて支払いをしたあと、大学にその金額を請求して支払ってもらう手続きを指します。
本来の手続き方法ではないので安易に行わず、必要性を確認してから行ってください。

必要性の確認

・この研究に真に必要な購入
または役務の実施か

・この研究費で購入、実施することに
問題はないか

・購入、実施できる時期であるか

・数量や内容は適切か

・納期に問題はないか

・研究期間内に成果に
つなげられるか

購入・実施の検討

・先払いの対応が必要か

・個人名での支払いが必要か

どれか一つでも×があれば
実施できません！

どれか一つでも×があれば
実施できません！

立替払の代表的なものは、学会参加費やシ
ステム使用料、損害保険料など、先に支
払っておかなければ役務提供などが受けら
れないものですが、この場合も必ず指導教
員に立替払の可否について相談しましょう。

立替払可となった場合

①必要品を指導教員監督のもと購入する。
②事務に購入品と必要書類を持参して、
納品事実の確認を受ける。

③必要書類に指導教員の検収印をもらい、
会計担当係に支払い依頼を行う。

物品購入
の場合

①必要な役務について指導教員監督のもと
申し込みする。

②必要書類に指導教員の検収印をもらい、
会計担当係に支払い依頼を行う。

役務提供の
場合

いずれの場合も必要書類の内容や提出方法は
各研究科の会計担当係に確認してください。
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