
研究活動に関する不正防止研修内容及び受講方法 

 

 

 

 

 

 

１．研修内容 

【研修種別①】 

研究活動上の不正行為防止に関する研修及び研究費の不正使用防止に関する研修 

（所要時間：１００分程度） 

   ① 誓約書への同意 

   ② 研修教材の視聴（全１８チャプター） 

   ③ 理解度テスト（全４０問・３択選択方式）→ 全問正解で「受講完了」とする。 

   ④ アンケートの回答（任意） 

 

【研修種別②】  

研究活動上の不正行為防止に関する研修 

  （所要時間：５０分程度） 

   ① 誓約書への同意 

   ② 研修教材の視聴（全８チャプター） 

   ③ 理解度テスト（全２０問・３択選択方式）→ 全問正解で「受講完了」とする。 

   ④ アンケートの回答（任意） 

 

 【研究種別③】 

  研究費の不正使用防止に関する研修 

  （所要時間：５０分程度） 

   ① 誓約書への同意 

   ② 研修教材の視聴（全１０チャプター）     

   ③ 理解度テスト（全２０問・３択選択方式）→ 全問正解で「受講完了」とする。 

   ④ アンケートの回答する（任意） 

 

＊接続環境によりＥＬＭＳに接続できない場合や動画が視聴できない場合は，当該部局

等の事務担当者に連絡すること。 

 

 本研修は，本学で作成している平成２８年度版「研究活動に関するハンドブック」

に沿って実施するため，当該ハンドブックを用意する。 

 ●研究活動に関するハンドブック（本学ホームページ） 

  http://www.hokudai.ac.jp/research/research_handbook_1603.pdf 

別紙２ 



２．受講方法

【ＵＲＬ：https://enreiso.oicte.hokudai.ac.jp/】

「パスワードでログイン（学内限定）」を
クリック

ログインIDとログインパスワードを入力し，
ログインをクリック

１．ＳＳＯシステムにアクセス

２．ＳＳＯシステムにログイン

３．ＥＬＭＳポータル（教育情報システム）にアクセス

＊事前にＥＬＭＳポータルの利用登録手続を完了
していないと受講できません。

＊別紙４「ＥＬＭＳ利用登録手順」に基づき登録
を行って下さい。

＊登録した日の翌日から受講可能となります。

★注意！ ＥＬＭＳポータル未登録者の場合

「ＥＬＭＳポータル（教育情報システム）」を
クリック

ＥＬＭＳポータル登録者の場合



「研修受講」をクリック

４．ＥＬＭＳポータルＴＯＰ画面

５．研修一覧画面

６．研修受講システム同意画面確認用【受講の流れ】

「受講する」をクリック

本研修は，国立大学法人北海道大学における研究活動上の不正行為に
関する規程及び国立大学法人北海道大学研究費不正使用防止計画に基づ
き，研究活動上における不正行為や研究費の不正使用を防止するため，
適正な研究活動に関する意識の高揚を図ることを目的としています。
なお，本研修を受講しない場合，科研費等の外部資金への応募を認め

ませんので，応募前に必ず受講してください。
また，本研修は，本学で作成している「研究活動に関するハンドブッ

ク（平成２８年度版）」に沿って実施いたしますので，お手元にハンド
ブックを用意してください。

研修内容
【研修種別①】
研究活動上の不正行為防止に関する研修及び研究費の不正使用防止に

関する研修
（所要時間：１００分程度）
① 誓約書への同意
② 研修教材の視聴（全１８チャプター）
③ 理解度テスト（全４０問・３択選択方式）

→ 全問正解で「受講完了」とする。
④ アンケートの回答（任意）

【研修種別②】
研究活動上の不正行為防止に関する研修
（所要時間：５０分程度）
① 誓約書への同意
② 研修教材の視聴（全８チャプター）
③ 理解度テスト（全２０問・３択選択方式）

→ 全問正解で「受講完了」とする。
④ アンケートの回答（任意）

【研究種別③】
研究費の不正使用防止に関する研修
（所要時間：５０分程度）
① 誓約書への同意
② 研修教材の視聴（全１０チャプター）
③ 理解度テスト（全２０問・３択選択方式）

→ 全問正解で「受講完了」とする。
④ アンケートの回答する（任意）

「次へ」をクリック



誓約書

私は，平成２８年度の業務を遂行するにあたり，北海道大学
における科学者の行動規範等の倫理関係諸規定等を遵守し，研
究活動上の不正行為を行わない，させない，黙認しない，かつ
これに加担しないことを約束します。

また，業務に係る経費の性質を理解するとともに，ルールに
のっとり公正かつ効率的に使用し，不正使用を行わない，させ
ない，黙認しない，かつこれに加担しないことを約束します。

なお，私の責任で大学に不利益を与えてしまった場合，その
責任は私が負うことを約束します。

７．研修受講システム同意画面確認用【誓約書同意】

「同意する」をクリック

＊誓約書への同意後，再度受講する場合には，
「６．」及び「７．」の画面は表示されません。

８．研修動画一覧画面

【研修動画の選択】
視聴したい研修動画（Chapter）を「Ｗｅｂ版」又は「メディアサイト版」から選択
＊「Ｗｅｂ版」で視聴できない場合は，「メディアサイト版」を，

「メディアサイト版」で視聴できない場合は，「Ｗｅｂ版」を視聴してください。

【Ｗｅｂ版及びメディアサイト版のどちらでも視聴できない場合】
別途対応いたしますので，所属部局等の事務担当者へ連絡してください。



９．研修動画の視聴方法

「Chapter」をクリック

研修動画の再生及び視聴

「Chapter」をクリック

研修動画の再生及び視聴

○パソコンの設定によっては，「メディアサイト版」が別のウィンドウや別のタブで開かれ，「研修動画一覧の画面」が以下の
画面に切り替わる場合があります。

○「研修動画一覧の画面」が以下の画面に切り替わった場合は，「kl00001」をクリックすることで，「研修動画一覧の画面」
に戻ることができます。

【Ｗｅｂ版の視聴方法】

【メディアサイト版の視聴方法】

【メディアサイト版視聴後の操作方法】

「kl00001」をクリック



○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

１０．理解度テストの受講（１）理解度テストの選択

１１．理解度テストの受講（２）受講開始画面

【研修種別による解答が必要な理解度テスト】
（１）「研究活動上の不正行為防止に関する研修」及び「研究費の不正使用防止に関する研修」を受講する受講義務者

１．不正行為 理解度テスト（1/3） ～ ２．不正使用 理解度テスト（3/3）《計40問》
（２）「研究活動上の不正行為防止に関する研修」を受講する受講義務者

１．不正行為 理解度テスト（1/3） ～ １．不正行為 理解度テスト（3/3）《計20問》
（３）「研究費の不正使用防止に関する研修」を受講する受講義務者

２．不正使用 理解度テスト（1/3） ～ ２．不正使用 理解度テスト（3/3）《計20問》

「理解度テスト」をクリック

１２．理解度テストの受講（３）受講画面

「設問を受験する」をクリック

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

1）各設問において，いずれかの
選択肢をクリック

2）「次へ」をクリック



１３．理解度テストの受講（４）受験概要画面

2）「すべてを提出して終了する」
をクリック

【受験概要の確認】
（１）ステータスが全て「解答保存」になっていることを確認し，「すべてを提出して終了

する」をクリックしてください。次に確認画面が表示されますので，同様に「すべて
を提出して終了する」をクリックしてください。

（２）ステータスが「未回答」と表示されている場合は，解答していない設問がありますの
で，「受験に戻る」をクリックし，受講画面に戻り，設問を解答してください。

（３）解答を修正したい場合にも，「受験に戻る」をクリックし，受講画面に戻り，修正し
たい設問を解答してください。

ステータスに「未回答」がある場
合や，解答を修正する場合には，
「受験に戻る」をクリック

3）クリック

1）ステータスの確認

１４．理解度テストの受講（５）解答結果確認【全問正解の場合】

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○
○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○
○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○
○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○
○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○
○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

【解説の確認】
全問正解の場合においても，設問毎に表示される解説を，必ず確認してください。

「確認を終了する」をクリックして，
理解度テスト選択画面へ進む

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

【全問正解の場合】
（１）設問ナビゲーションの設問番号は，全て「緑色」で表示されます。
（２）フィードバックには，「全問正解です。」と表示されます。

該当する全ての理解度テストにおいて全問正解後は，
「１７．アンケートの回答」へ

○全問正解の場合 ⇒ 「１４．理解度テストの受講（５）解答結果確認」へ
○不正解があった場合 ⇒ 「１５．理解度テストの受講（６）解答結果確認」へ

青字をクリックすると，次の問題に
進むことができます。



１５．理解度テストの受講（６）解答結果確認【不正解又は未回答があった場合】

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○
○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○
○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○
○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○
○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

【解説の確認】
正解，不正解及び未回答に関わらず，設問毎に表示される解説を，必ず確認してください。

○○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・○○○○○

「確認を終了する」をクリックして，
理解度テスト選択画面へ進む

【不正解又は未回答があった場合】
（１）設問ナビゲーションの設問番号は，正解した設問は「緑色」で，不正解又は未回答の設問は「赤色」で表示されます。
（２）フィードバックには，「不正解があります。全問正解できるまで再受講してください。」と表示されます。

１６．理解度テストの受講（７）理解度テスト選択画面

3）「確認」をクリック

1）全問正解していない
「理解度テスト」をクリック

【理解度テストの選択】
（１）ナビゲーションから，全問正解していない理解度テスト又は未受講の理解度テストをクリックします。
（２）一度全問正解した理解度テストであっても，「もう一度受験する」をクリックすることで，再度受講することができます。

全問正解後は，途中で受講を終了した場合，又は不正解で受講を終了した場合であっても，全問正解の取扱いになります。
（３）確認をクリックすると，選択した解答と解説を確認することができます。

2）「もう一度受験する」
をクリック

該当する全ての理解度テストにおいて全問正解後は，
「１７．アンケートの回答」へ



１８．受講状況の確認（１）課題・提出一覧画面

理解度テスト終了後，「アンケート」をクリック

１７．アンケートの回答

【該当する理解度テストを全て解答後】
アンケートに回答（任意）

１９．受講状況の確認（２）フィードバックの確認

研修種別に応じて，残りの理解度テストについても，上記と同様
のフィードバックが表示されるまで受講を行ってください。

【研修種別による解答が必要な理解度テスト】
（１）「研究活動上の不正行為防止に関する研修」及び「研究費の不正使用防止に関する研修」を受講する受講義務者

１．不正行為 理解度テスト（1/3）～ ２．不正使用 理解度テスト（3/3）《計40問》
（２）「研究活動上の不正行為防止に関する研修」を受講する受講義務者

１．不正行為 理解度テスト（1/3）～ １．不正行為 理解度テスト（3/3）《計20問》
（３）「研究費の不正使用防止に関する研修」を受講する受講義務者

２．不正使用 理解度テスト（1/3）～ ２．不正使用 理解度テスト（3/3）《計20問》

「課題・提出一覧」をクリック



２０．受講完了の確認

【受講完了の確認方法】
（１）研修種別に応じた理解度テストを受講完了後，ＥＬＭＳポータル画面から再度，研修受講をクリックします。

（「４．ＥＬＭＳポータルＴＯＰ画面」を参照）
（２）研修一覧の受講状況に「受講済（完了）」と表示されていれば，受講完了です。

「完了」と表示されていれば受講完了です。

【留意点】
以下の受講義務者については，該当する理解度テストを受講完了しても，「完了」と表示は

されませんので，「１８．受講状況の確認（１）」及び「１９．受講状況の確認（２）」によ
り，該当する理解度テストに全問正解したかを確認してください。

（１）「研究活動上の不正行為防止に関する研修」を受講する受講義務者
（２）「研究費の不正使用防止に関する研修」を受講する受講義務者
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