
秘密文書 
 

FY2012 外部活動に関する利益相反a開示書b 
 

本開示書の申告対象期間 ：2012 年 4 月 1 日～2013 年 3 月 31 日（本年 4 月以降の見込みを含む） 

本開示書の提出期限  ：2013 年 5 月 24 日（金曜） 

提出先   ：久保副学長（アドミニストレイティブ・コンプライアンス担当） 

 

 

 

 

 

質問： あなたは、団体や民間企業と以下の活動を行っていますか？ 
また、今後実施する予定がありますか？ 

□有 → 次の質問へ進んでください。 

□無 → 終了（裏面に署名後、本開示書を提出してください） 

 
A) 兼職（役員、監査役、客員教授、非常勤講師、技術顧問・アドバイザーなど） 
B) プロフェッショナル活動（30 万円以上の学術指導、技術指導、コンサル、委員会委員） 
C) 講演・執筆（1 件 5 万円以上） 
D) 共同研究、受託研究、受託業務（30 万円以上） 
E) 寄付金の研究ユニットへの受入（30 万円以上） 
F) 民間企業からの研究員または支援スタッフ等の研究ユニットへの受入 
G) 技術移転（ご自身が関与する知的財産の移転） 
 
 
前問で有りと回答した団体・企業毎に、以下の質問について、別紙に記入し、

本開示書と別紙を併せて提出してください。 
 

 

Q1. あなたは、その団体・企業との間でどのような活動を実施していますか。該当するも

のを選択してください。 
 
Q2. あなた及びあなたの配偶者等 注１は、その団体・企業から 1 件 5 万以上又は年間 30 万

円以上（税込）の個人的な経済的利益を獲得していますか？またはその予定がありますか。 
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秘密文書 
 
Q3. あなた及びあなたの配偶者等注１は、申告日現在において、その企業のエクイティ注２を、

その企業が公開企業の場合は保有比率で５％以上、その企業が未公開企業の場合は 1 株以上

保有していますか？または今後保有する予定がありますか。 
 
Q4. あなたは、その団体・企業から、年間 30 万円（税込）以上の寄附金を受け入れたこと

がありますか。 
 
Q5. あなたは、OISTがその団体・企業に対し 160 万円（税込）以上の物品・役務・工事等

を調達するに際して、機種や発注先の選定に関与したことがありますか。または今後その予

定がありますか。該当する場合、その内容を回答してください。 
 

 

（注１）配偶者等とは、配偶者、パートナー、扶養している子供をいいます。 

（注２）エクイティとは、株式、出資金、新株予約権（ストックオプションを含む）及び受益権等をい

います。 
 

 

上記及び別紙の内容に相違ありません。 

日付    ：              

所属・職名 ：              

氏名    ：              

署名    ：              

 

 
                                                   
a役職員の個人的な利益とその役職員の本学における職務上の責務が相反し、第三者から見てその個人の職務上の行動又は判断が金銭面

やその他の個人的利益を考慮して行われているのではないかという合理的な疑問が持たれる場合、個人的な利益の相反が存在します。個

人的な利益の相反は個々の性質や行動ではなく、状況によって判断されます。全ての役員、幹部職員及び事務職員は、利益の相反を生じ

させる可能性のある状況の評価を促進するため、「利益及び責務の相反の防止」ポリシーの 22.3.1 年次開示の規定に基づき、学外の活動

と責務について、毎年、書面による公式な開示が求められます。 
b この開示書について、「利益相反委員会」による審査を受けることがあります。この開示書及び審査の過程で収集された個人情報は、

法律に基づき適正に管理し、教職員のプライバシーの保護、守秘義務の徹底を図ります。 

2



秘密文書  別紙 

FY2012 年次利益相反開示書 
日付:        ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

所属:      ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

氏名:         ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

署名（押印）:  ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

団体又は企業名 1) 2) 

Q1. その団体・企業との間でどのような活動

を実施していますか？ 

☐兼職 

   職名: _____________________ 

☐プロフェッショナル活動 

   内容: _____________________ 

☐講演・執筆 

☐共同研究・受託研究 

☐寄附金の受け入れ 

☐研究員、支援スタッフ等の受け入れ 

☐技術移転 

☐その他: _____________________ 

☐兼職 

   職名: _____________________ 

☐プロフェッショナル活動 

   内容: _____________________ 

☐講演・執筆 

☐共同研究・受託研究 

☐寄附金の受け入れ 

☐研究員、支援スタッフ等の受け入れ 

☐技術移転 

☐その他: _____________________ 

Q2. あたな及びあなたの配偶者等は、その団

体・企業から１件 5 万円以上又は年間 30 万

円以上の個人的な経済的利益を獲得してい

ますか。またはその予定がありますか？ 

☐はい、私は獲得したことがある（獲得

する予定）。 

☐はい、私の配偶者等は獲得したことが

ある（獲得する予定）。 

 

☐いいえ、獲得したことがない。 

☐はい、私は獲得したことがある（獲得

する予定）。 

☐はい、私の配偶者等は獲得したことが

ある（獲得する予定）。 

 

☐いいえ、獲得したことがない。 

Q3. あなた及びあなたの配偶者等は、その企

業のエクイティを保有していますか？ 

 

公開企業：5％以上 

未公開企業：1 株以上 

☐はい、私は保有している（保有する予

定）。 

☐はい、私の配偶者等は保有している（保

有する予定）。 

 

☐いいえ、保有していない。 

☐はい、私は保有している（保有する予

定）。 

☐はい、私の配偶者等は保有している（保

有する予定）。 

 

☐いいえ、保有していない。 

Q4. あなたは、その団体・企業から、年間 30

万円以上の寄付金を受け入れたことがあり

ますか？ 

☐はい、受け入れたことがある（予定）。 

 

☐いいえ、受け入れたことがない。 

☐はい、受け入れたことがある（予定）。 

 

☐いいえ、受け入れたことがない。 

Q5. あなたは、OISTがその団体・企業に対

し 160 万円以上の物品・役務・工事等を調達

するに際して、機種や発注先の選定に関与し

たことがありますか？または予定がありま

すか？ 

☐はい、関与したことがある（予定）。 

金額: ______________円   

関与対象:_____________________ 

 

☐いいえ、関与したことがない。 

☐はい、関与したことがある（予定）。 

金額: ______________円   

関与対象:_____________________ 

 

☐いいえ、関与したことがない。 

 

 

☐ 追加 

☐ 修正 

☐ 削除 
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団体又は企業名 3) 4) 

Q1. その団体・企業との間でどのような活動

を実施していますか？ 

☐兼職 

   職名: _____________________ 

☐プロフェッショナル活動 

   内容: _____________________ 

☐講演・執筆 

☐共同研究・受託研究 

☐寄附金の受け入れ 

☐研究員、支援スタッフ等の受け入れ 

☐技術移転 

☐その他: _____________________ 

☐兼職 

   職名: _____________________ 

☐プロフェッショナル活動 

   内容: _____________________ 

☐講演・執筆 

☐共同研究・受託研究 

☐寄附金の受け入れ 

☐研究員、支援スタッフ等の受け入れ 

☐技術移転 

☐その他: _____________________ 

Q2. あたな及びあなたの配偶者等は、その団

体・企業から１件 5 万円以上又は年間 30 万

円以上の個人的な経済的利益を獲得してい

ますか。またはその予定がありますか？ 

☐はい、私は獲得したことがある（獲得

する予定）。 

☐はい、私の配偶者等は獲得したことが

ある（獲得する予定）。 

 

☐いいえ、獲得したことがない。 

☐はい、私は獲得したことがある（獲得

する予定）。 

☐はい、私の配偶者等は獲得したことが

ある（獲得する予定）。 

 

☐いいえ、獲得したことがない。 

Q3. あなた及びあなたの配偶者等は、その企

業のエクイティを保有していますか？ 

 

公開企業：5％以上 

未公開企業：1 株以上 

☐はい、私は保有している（保有する予

定）。 

☐はい、私の配偶者等は保有している（保

有する予定）。 

 

☐いいえ、保有していない。 

☐はい、私は保有している（保有する予

定）。 

☐はい、私の配偶者等は保有している（保

有する予定）。 

 

☐いいえ、保有していない。 

Q4. あなたは、その団体・企業から、年間 30

万円以上の寄付金を受け入れたことがあり

ますか？ 

☐はい、受け入れたことがある（予定）。 

 

☐いいえ、受け入れたことがない。 

☐はい、受け入れたことがある（予定）。 

 

☐いいえ、受け入れたことがない。 

Q5. あなたは、OISTがその団体・企業に対

し 160 万円以上の物品・役務・工事等を調達

するに際して、機種や発注先の選定に関与し

たことがありますか？または予定がありま

すか？ 

☐はい、関与したことがある（予定）。 

金額: ______________円   

関与対象:_____________________ 

 

☐いいえ、関与したことがない。 

☐はい、関与したことがある（予定）。 

金額: ______________円   

関与対象:_____________________ 

 

☐いいえ、関与したことがない。 
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