
令和 4（2021）年度 
科学研究費助成事業公募説明会 

１．開催日時 
  8 月 24 日（火）14：00～15：00（60分程度） 

２．開催方法 
  実施形式：Zoom を使用（オンライン形式） 
  使用資料：Teams のチーム「教育職員」内のチャネル「研究部」に格納しています。 

※ご質問・ご相談等は、説明会終了後に受け付けます。
※講演会の内容は後日オンデマンド配信を予定しています。

3. 説明会内容
１）研究費の不正使用、研究活動における不正行為の防止について
２）科研費申請に関する学内スケジュールについて
３）科研費について
４）科研費の最近の動向及び令和 4 年度公募について
５）科研費の適正な管理等について
６）researchmap について
７）科研費電子申請システムの操作方法について
８）令和３(2021)年度説明資料に関する主な質問への回答について

4. ＜問い合わせ先＞
京都学舎：研究部（深草） 世雄・宮ノ原＜１２３３＞fkaken@ad.ryukoku.ac.jp
瀬田学舎：研究部（瀬田） 石丸・岩本 ＜７７４２＞skaken@ad.ryukoku.ac.jp

外部講師による科研費申請サポート講演会をオンデマンド配信しています。 
挑戦的研究の特徴、分野の傾向、計画調書の書き方など 
Teamsのチーム「教育職員」内のチャネル「研究部」に格納 
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 科研費申請に関するスケジュール（2021 年 8月 23日更新）  
 
1.日本学術振興会HPで科研費の公募情報公開 
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/ ※ニュース欄に表示される予定です 

7 月 1日（木） 特別推進研究、基盤研究（S・A）、国際共同研究加速基金（帰国発展研
究・国際共同研究強化（A）） 

8 月 2日（月） 基盤研究（Ｂ、Ｃ）、若手研究、奨励研究、挑戦的研究、研究成果公開促
進費 

8 月 20 日（金） 学術変革領域研究（Ａ・B）、新学術領域研究（研究領域提案型）（公募研
究） 

 
2.科研費支申請サポート講演会 

7 月 27 日（火） 
17：00～18：30 

学外講師（ロバスト・ジャパン（株））による講演会です。 
Zoomによるライブ配信とオンデマンド配信を行います。 

オンデマンド配信を行っています。 
Teams のチーム「教育職員」内チャネル「研究部」の「999_科研費申請支援講演会」のフ
ォルダにある「20210727_オンデマンド配信案内.pdf」で配信用 URLを確認いただけます。 
 
3.学内公募説明会 

8 月 24 日（火） 
14：00～15：00 

学内科研費担当者による説明会です。 
Zoomによるライブ配信とオンデマンド配信を行います。 

Teams のチーム「教育職員」内チャネル「研究部」の「999_科研費公募説明会」のフォル
ダに資料を格納しています。 
 
4. アドバイザリー委員会制度利用者<提出締切> 
5. 専門スタッフ（RECコーディネーター）による確認制度利用者＜提出締切＞ 

8 月 6日（金） 特別推進研究、基盤研究（S・A）、国際共同研究加速基金（国際共同研究
強化（A）・帰国発展研究） 

9 月 8日（水） 基盤研究（Ｂ、Ｃ）、若手研究、挑戦的研究 
※本制度は本学専任教員対象の制度となります。 
 
■アドバイザリー委員会制度利用者＜申込方法＞ 
申込方法： E メールに研究計画調書を添付し、以下のアドレスにお送りください。紙

媒体で提出される場合は、研究部へご提出願います。 
また、アドバイザリー委員の指名依頼をご希望の場合は、研究部窓口までお
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越しください。  
      （深草・大宮学舎） fkaken@ad.ryukoku.ac.jp  
     （瀬田学舎）    skaken@ad.ryukoku.ac.jp  

       ※件名には、「科研費アドバイザリー委員会申込」と記入ください。 
 
■専門スタッフ（RECコーディネーター）による確認制度利用者＜提出締切＞ 
※以下の学部学科が対象です。 
○先端理工学部 
電子情報通信課程、機械工学・ロボティクス課程、応用化学課程、 
知能情報メディア課程、環境生態工学課程 

○農学部 
   植物生命科学科、資源生物科学科、食品栄養学科 

専門スタッフ（REC コーディネーター）による確認制度を利用される方は、次のと
おり Eメールで依頼してください。 
（1）宛先：kakenrc@ad.ryukoku.ac.jp 
（2）件名：科研費申請にかかる専門スタッフ確認依頼 
（3）本文：必ず研究種目名と研究課題名を記載してください。 
（4）添付ファイル：①研究計画調書のワードファイル 

②科研費電子申請システムの審査結果開示ページ（任意提出） 
 
6.研究計画調書（採択分）閲覧制度<受付締切> 

8 月 23 日（月） 特別推進研究、基盤研究（S・A）、国際共同研究加速基金（国際共同研究
強化（A）・帰国発展研究） 

9 月 15 日（水） 
 

基盤研究（Ｂ、Ｃ）、若手研究、奨励研究、挑戦的研究、研究成果公開促
進費 

10月 4 日（月） 
 

学術変革領域研究（Ａ・B）、新学術領域研究（研究領域提案型）（公募研
究） 

※設置場所：【深草・瀬田学舎】研究部 【大宮学舎】世界仏教文化研究センター事務部 
 
 
 
7.学内提出締切 
※科研費電子申請システムから申請し、「提出完了」状態にしてください。 
※研究分担者がいる場合、研究分担者及び所属機関の承認（科研費電子申請システム）が
必要となりますので、早めに依頼してください。 

※学内手続完了後、研究部から全応募課題を日本学術振興会へ提出（電子送信）します。 
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8 月 23 日（月） 特別推進研究、基盤研究（S・A）、国際共同研究加速基金（国際共同研究
強化（A）・帰国発展研究） 

9 月 15 日（水） 
 

基盤研究（Ｂ、Ｃ）、若手研究、奨励研究、挑戦的研究、研究成果公開促
進費 

10月 4 日（月） 
 

学術変革領域研究（Ａ・B）、新学術領域研究（研究領域提案型）（公募研
究） 

＜問い合わせ先＞ 
深草・大宮学舎：研究部（深草）fkaken@ad.ryukoku.ac.jp【内線：1233】 
瀬田学舎   ：研究部（瀬田）skaken@ad.ryukoku.ac.jp【内線：7742】 
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研 瀬 発 第 2 1 － 3 4 号 

2021（令和 3）年 6 月 1 日 

 

 研究者 各位 

    研究部長          

宮 武 智 弘（公印省略） 
 

 

2022年度科学研究費公募に係る申請サポート制度の実施について（ご案内） 
 

 

科学研究費（以下、「科研費」という。）等の学外研究資金を活用した積極的な研究を支

援すべく、その一環としてアドバイザリー委員会制度、研究計画調書の確認・閲覧制度等

の科研費公募に係る申請サポート制度を実施いたします。 

つきましては、本制度について、下記のとおりご案内いたします。 

 
 

記 
 
 

１． アドバイザリー委員会制度 

■ 科研費の審査委員経験者や複数回獲得経験者で構成する「アドバイザリー委員会」が、

科研費申請予定者に対して、研究計画調書作成に係るアドバイスをおこなう制度 

（1） 受付期限：科研費学内申請期限の1週間前 
 

（2） 申込方法：①アドバイザリー委員を指名する場合 

研究部にて「アドバイザリー委員一覧」を確認のうえ、ご指名ください。 

研究計画調書は、メールまたは紙媒体にてご提出ください。 

＜メール＞研究計画調書を添付し、以下のアドレスにお送りください。 

【深草・大宮学舎】fkaken@ad.ryukoku.ac.jp 

【瀬田学舎】   skaken@ad.ryukoku.ac.jp 

※件名は「アドバイザリー委員会申込み」としてください。 

＜紙媒体＞研究計画調書を研究部窓口にご提出ください。 

 ②アドバイザリー委員を指名しない場合 

研究部がアドバイザリー委員を選定のうえ、依頼いたします。  

なお、依頼する委員名等は公表いたしません。ご留意ください。

研究計画調書については、①と同様の方法にてご提出ください。 

 
２． 研究計画調書（採択分）閲覧制度 

 

■ 科研費申請予定者が直近 5 年間（2017～2021 年）に採択された研究計画調書（研究代表

者が閲覧許可したものに限る）を閲覧できる制度 

（1）実施期限：科研費学内申請期限と同じ 

（2）設置場所：【深草・瀬田学舎】研究部 【大宮学舎】世界仏教文化研究センター事務部 
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３ ．研究計画調書の確認制度 

■ 研究部の科研費担当スタッフが、研究計画調書の形式等の点検及び確認をおこなう制度 

（事前申し込み不要） 

自然科学系学部の申請については、産学連携コーディネーター（REC 所属・研究部兼務

者）が分野毎に点検及び確認を担当します。詳細については、別途ご案内いたします。 

 
４． 参考資料等の貸出及び科研費関連セミナー参加費用の補助制度 

■ 参考図書『科研費獲得の方法とコツ』（著者：児島将康）を貸し出すとともに、科研費関

連セミナーへの参加料及び交通費を補助する制度 

（1） 受付期間：随時 

（2） 申請場所：研究部（深草・瀬田） 
 

 

５ ．その他 

 説明会、講演会を開催予定です。詳細は別途ご案内いたします。 

（1）本学科研費担当者による科研費学内公募説明会を開催予定です。（8月下旬） 

（2）獲得支援を展開している企業の講師による講演会を開催予定です。（時期未定） 
 
 

＜参考＞ 

・科研費再申請支援制度 

・国際的研究業績向上支援制度 

これらは、すでに実施済です。 

詳細は、別添の参考資料をご確認ください。 

以 上 
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科学研究費助成事業
（科研費）について

令和３（2021）年７月
文 部 科 学 省 研 究 振 興 局
学 術 研 究 助 成 課

資料１
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１．科研費の概要

２．科研費改革の趣旨

３．科研費制度における関係者の役割・研究者の責務

説明内容
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１．科研費の概要

２．科研費改革の趣旨

３．科研費制度における関係者の役割・研究者の責務

説明内容
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科研費とは、人文学、社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用までのあらゆ
る「学術研究」（研究者の自由な発想に基づく研究）を格段に発展させることを目的とする「競争的研
究費」であり、ピアレビュー（※）により、豊かな社会発展の基盤となる独創的・先駆的な研究に対する
助成を行うもの。
※研究者コミュニティによって選ばれている研究者が、科学者としての良心に基づき、個々の研究の学術的価値を相互に評価・審査し合うこと

（ポイント１）
○ 人文学、社会科学から自然科学まで全ての分野が対象。
○ あらゆる「学術研究」（研究者の自由な発想に基づく研究）を格段に発展させることを目的とする競争的研究

費。《ボトムアップ型研究費》
全ての研究活動の基盤となる「学術研究」を幅広く支援する我が国唯一の競争的研究費。

（ポイント２）

○ ピアレビューにより、助成対象を選定。

科研費は、研究者コミュニティから最も評価されている制度と言っても過言ではなく、 その信頼性を支える

重要な要素は、半世紀にわたって不断の改善が図られてきたピアレビューの審査システム。

（H29年１月科学技術・学術審議会学術分科会提言より）

（ポイント３）
○ 豊かな社会発展の基盤となる独創的・先駆的な研究に対し助成。

科学の発展の種をまき芽を育てることで、我が国の重厚な知的蓄積の形成、イノベーションによる新たな
産業の創出や安全で豊かな国民生活の実現に貢献。

科学研究費助成事業（科研費）とは

410



研究の性格

資金の性格

研究者の自由な発想に基づく研究
（学術研究）

【curiosity-driven research】

政策課題対応型研究開発
【mission-oriented research】

科研費による研究の推進

府省がそれぞれ定める
目的のための公募型研究

の実施

政府主導の国家プロジェクトや
研究開発法人等における
戦略的な研究開発の推進

大学・大学共同利用機関等

における研究の推進

競争的研究費等
（公募・審査による

課題選定）

基盤的研究費等

（運営費交付金等）

科研費の位置付け

5

〇科研費は、研究者の自由な発想に基づく研究を支援する我が国唯一の競争的研究費。
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研究種目等 研 究 種 目 の 目 的 ・ 内 容 補助金・基金の別
科学研究費

特別推進研究 新しい学術を切り拓く真に優れた独自性のある研究であって、格段に優れた研究成果が期待される一人又は比較的少人数の研究者で行う研
究（3～5年間（真に必要な場合は最長7年間）2億円以上5億円まで（真に必要な場合は5億円を超える応募も可能）） 補助金

新学術領域研究
(研究領域提案型)

多様な研究者グループにより提案された、我が国の学術水準の向上・強化につながる新たな研究領域について、共同研究や研究人材の育成、
設備の共用化等の取組を通じて発展させる（5年間 1領域単年度当たり 1,000万円～3億円程度を原則とする）
【令和２年度公募以降、継続研究領域の公募研究のみ公募】

補助金

学術変革領域研究

（A）多様な研究者の共創と融合により提案された研究領域において、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを先導すると
ともに、我が国の学術水準の向上・強化や若手研究者の育成につながる研究領域の創成を目指し、共同研究や設備の共同化等の取組を通じ
て提案研究領域を発展させる研究（５年間 １研究領域単年度あたり 5,000万円以上３億円まで（真に必要な場合は３億円を超える
応募も可能））
（B）次代の学術の担い手となる研究者による少数・小規模の研究グループ（３～４グループ規模）が提案する研究領域において、より挑戦
的かつ萌芽的な研究に取り組むことで、これまでの学術の体系や方向を大きく変換・転換させることを先導するとともに、我が国の学術水準の向
上・強化につながる研究領域の創成を目指し、将来の学術変革領域研究（A）への展開などが期待される研究（３年間 １研究領域単年
度あたり 5,000万円以下）

補助金

基盤研究

（S）一人又は比較的少人数の研究者が行う独創的・先駆的な研究
原則5年間 5,000万円以上 2億円以下

（A） （B） （C）一人又は複数の研究者が共同して行う独創的・先駆的な研究
（A） 3～5年間 2,000万円以上 5,000万円以下
（B） 3～5年間 500万円以上 2,000万円以下
（C） 3～5年間 500万円以下

(Ｓ)
補助金(Ａ)

(Ｂ)

(Ｃ) 基金

挑戦的研究

一人又は複数の研究者で組織する研究計画であって、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを志向し、飛躍的に発展する
潜在性を有する研究
なお、（萌芽）については、探索的性質の強い、あるいは芽生え期の研究も対象とする
（開拓） 3～6年間 500万円以上 2,000万円以下
（萌芽） 2～3年間 500万円以下

基金

若手研究 博士の学位取得後8年未満の研究者が一人で行う研究
2～５年間 500万円以下 基金

研究活動スタート支
援

研究機関に採用されたばかりの研究者や育児休業等から復帰する研究者等が一人で行う研究
１～2年間 単年度当たり150万円以下

基金

奨励研究 教育・研究機関や企業等に所属する者で、学術の振興に寄与する研究を行っている者が一人で行う研究
１年間 10万円以上 100万円以下 補助金

科研費研究種目一覧（抜粋） 令和３（2021）年7月現在
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1996（平成8） 不採択課題の審査所見の開示を開始
2001（平成13） 一部種目から間接経費を措置、研究支援者の雇用を実現
2003（平成15） PD・PO制度である学術システム研究センターを設置
2011（平成23） 「基金化」の導入
2013（平成25） 補助金に「調整金」枠を設定（前倒し使用、一定要件を満たす場合の次年度使用）
2015（平成27） 基金交付対象の見直し、海外在住日本人研究者の帰国前予約採択
2017（平成29） 「挑戦的萌芽研究」を「挑戦的研究」に発展・見直し
2018（平成30） 新たな「研究種目・枠組み」及び新たな「審査システム」による公募・審査
2019（平成31） 研究成果等の公開情報の充実、海外渡航による科研費の中断・再開制度の導入

近年の科研費の制度改善

科学研究奨励金
（大正7（1918））

科学研究助成補助金
（昭和21）

人文科学助成金
（昭和21）

科学研究費交付金
（昭和14）

科学試験研究費補助金
（昭和21）

学会誌出版補助金
（昭和22）

科
学
研
究
費
補
助
金

（
昭
和
40
）

科
学
研
究
費
助
成
事
業

（
平
成
23
～
）

昭和27

昭和27
昭和31

二段階審査方式ピアレビュー導入
（昭和43（1968））

基金化

新
た
な
枠
組
み
の
全
面
展
開

（
平
成
30
～
）

2018～

科研費制度の変遷と近年の主な制度改革

7
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科研費の予算額の推移 科研費の応募・採択件数、採択率の推移

（補正50億を含む）

科研費の予算額と配分状況の推移

H23年度か
ら基金制度

導入

8

○令和2年度の主な研究種目の応募件数は10万4,158件で、新規採択件数は2万8,569件であった。新規採択率は
27.4％だった。
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科研費審査結果一覧（ （令和３年度 新規採択分） ）【速報値】

9

令和３年７月現在

応　募　　（件） 採　択　　（件）

104 11 10.6

1,414 365 25.8

59,757 16,922 28.3

基盤研究（Ｓ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 649 80 12.3

基盤研究（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　 2,292 629 27.4

基盤研究（Ｂ）　　　　　　　　　　　 11,320 3,396 30.0

基盤研究（Ｃ）　　　　　　　　　　　　 45,496 12,817 28.2

11,527 1,748 15.2

挑戦的研究（開拓）　　　　　　 1,564 178 11.4

挑戦的研究（萌芽）　　　　 9,963 1,570 15.8

13,163 5,294 40.2

　　基盤研究

研　究　種　目

　　特別推進研究　　　　　　　　　　

採択率　（％）

　　挑戦的研究

　　若手研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

研　究　課　題　数

　　新学術領域研究（研究領域提案型）
　　（H30年度採択領域）
　　公募研究
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10

【参考】科研費審査結果一覧（ （令和２年度 新規採択分 ） ）

令和3年7月現在

　　学術変革領域研究（A） 232 20 8.6

　　（令和2年度採択領域）

　　　　　研究領域

　　計画研究 1,956 173 8.8

　　学術変革領域研究（B） 650 20 3.1
　　（令和2年度採択領域）
　　　　　研究領域

　　計画研究 2,939 91 3.1

＊令和3年度の学術変革領域研究（A）（B）については、審査中であるため、後日文部科学省HPで公表する予定。

研　究　種　目
研究課題数

採択率　　　（％）
応　　募　　　（件） 採　　択　　　（件）

研　究　種　目
研究課題数

採択率　　　（％）
応　　募　　　（件） 採　　択　　　（件）
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１．科研費の概要

２．科研費改革の趣旨

３．科研費制度における関係者の役割・研究者の責務

説明内容
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科研費改革の三本柱

１．審査システムの見直し
→学術動向の変遷により即した公募・審査を目指し、開かれた競争的環境下において審査の
質を高め、多様かつ独創的な学術研究を振興する。
（平成30年度助成～ 大括り化した新「審査区分表」の適用、「総合審査」等の本格実施）

２．研究種目・枠組みの見直し
→学術研究への現代的要請、とりわけ「挑戦性」をめぐる危機を乗り越えることなどを念頭に、
種目の役割・関係性・趣旨等を明確化する。
（平成29年度助成～ 「挑戦的萌芽研究」の発展的見直し）
（平成30年度助成～ 「特別推進研究」、「若手研究（Ａ）」の見直し・新制度の実施等）
（令和２年度助成～ 「新学術領域研究（研究領域提案型）」を発展的に見直し、

「学術変革領域研究（Ａ・Ｂ）」を創設）

３．柔軟かつ適正な研究費使用の促進
→研究費使用に係る自由度を高めるとともに手続きの省力化を図り、科研費による研究の効果を
更に高める。
（平成23年度助成～ 一部研究種目の基金化）
（平成25年度助成～ 「調整金」の導入）
（令和元年度助成～ 海外渡航時の科研費の中断・再開制度の導入）

1968年に従来の審査システムの原型が
形作られて以来、50年ぶりの改革
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更新済

文科省HP掲載箇所 http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1362786.htm

「科学研究費助成事業の審査システム改革について」（平成２９年１月１７日科学技術・学術審議会学術分科会）

従来の審査システム（平成29年度助成） 新たな審査区分と審査方式による公募・審査 ～平成30年度助成（平成29年9月公募）～

「総合審査」方式－より多角的に－

個別の小区分にとらわれることなく審査委員全
員が書面審査を行ったうえで、同一の審査委員
が幅広い視点から合議により審査。
※基盤研究（Ｓ）については、「審査意見書」を活用。

・特定の分野だけでなく関連する分野からみ
て、その提案内容を多角的に見極めること
により、優れた応募研究課題を見出すこと
ができる。

・改善点（審査コメント）をフィードバック
し、研究 計画の見直しをサポート。

最大４００余の細目等で
公募・審査

中区分（６５）で公募・審査
小区分を複数集めた審査区分

小区分（３０６）で公募・審査
これまで醸成されてきた多様な

学術に対応する審査区分

大区分（１１）で公募・審査
中区分を複数集めた審査区分

細目数は３２１、応募件数が最多の
「基盤研究（Ｃ）」はキーワードにより
さらに細分化した４３２の審査区分で審査。

若手研究（Ａ)            
（Ｂ）

基盤研究（Ｓ）

基盤研究（Ａ）
（Ｂ）
（Ｃ）

若手研究

基盤研究（Ｂ）
（Ｃ）

基盤研究（Ｓ）

・ほとんどの研究種目で、細目ごとに同様
の審査を実施。

・書面審査と合議審査を異なる審査委員
が実施する２段審査方式。

※「挑戦的萌芽研究」を発展・見直し、平成２９年度公募から新
設した「挑戦的研究」では、「中区分」を使用し、
「総合審査」を先行実施。

「２段階書面審査」方式－より効率的に－

同一の審査委員が電子システム上で２段階に
わたり書面審査を実施し、採否を決定。

・他の審査委員の評価を踏まえ、自身の評
価結果の再検討。

・会議体としての合議審査を実施しないため
審査の効率化。

新
た
な
審
査
シ
ス
テ
ム
へ
移
行

「分科細目表」
を廃止

基盤研究（Ａ）

挑戦的研究

科研費の公募・審査の在り方を抜本的に見直し、
多様かつ独創的な学術研究を振興する

（注）既に人文社会・理工・生物等の「系」単位で審査を行っている大規模研究種目（「特別推進研究」、「新学術領域研究」）の審査区分は基本的に現行どおり。
審査方式については、当該種目の見直しの進捗を踏まえて逐次改善する予定。

「科研費審査システム改革2018」の概要 １．審査システム
の見直し
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別紙２「総合審査」の概要

採
否
を
決
定

書面審査の集計結果をもとに、書面審査と同一の審査委員
が合議によって多角的な審査を実施し、採否を決定。

１課題当たり、より幅広い分野にわたって（「中区分」ごと）
配置された複数名の審査委員が電子システム上で書面
審査（相対評価）を実施。

＜審査委員＞

A

B C
D

E

F G

H

書面審査
結果

＜審査委員＞

A B C D

E F G H

応募
書類

応募
書類

応募
書類

応募
書類

応募
書類応募

書類

応募
書類

応募
書類

書面審査（中区分、大区分ごと） 合議審査（中区分、大区分ごと）

○ 比較的大型の種目である「基盤研究（Ｓ）」 「基盤研究（Ａ）」「挑戦的研究（開拓）」は、幅広い分野の複数の審

査委員が、複数段階の審査（書面審査を行った上で合議審査を実施）を行う「総合審査」を実施。

○ 特定の分野に限らず、関連する幅広い分野から多角的な審査を行うことができ、不採択者には審査の所見を

開示することで、次回の研究計画の見直しを支援することができる。

【「総合審査」のイメージ】

１．審査システム
の見直し

1420



別紙２「二段階書面審査」の概要

○ 比較的小型で、応募が数万件に及ぶ種目である「基盤研究（Ｂ）」「基盤研究（Ｃ）」「若手研究」「挑戦的研究（萌芽）」について

は、複数の審査委員が電子システム上で２段階にわたって書面審査を行う「二段階書面審査」を実施。

○ 同一の審査委員による複数段階にわたる審査により、他の審査委員が付した評価結果を踏まえた自身の評価結果の再検討

を行うことができ、合議審査を実施しないため、審査委員の負担軽減と審査を効率化することができる。

【「二段階書面審査」のイメージ】

１課題当たり、「小区分」ごとに配置された複数名の審査委
員が電子システム上で書面審査を（相対評価）を実施。

１段階目の書面審査の集計結果をもとに、他の委員の審査
意見も参考に電子システム上で２段階目の評点を付し、採
否を決定（審査委員は1段階目と同一）。

A B C D

応募
書類

応募
書類

応募
書類

応募
書類

A B C D 採
否
を
決
定

【電子システム】

（１段階目の書面審査の結果）

・ボーダーライン付近の研究課題

・他の審査委員の審査意見

１段階目の書面審査（小区分ごと） ２段階目の書面審査（小区分ごと）

１．審査システム
の見直し
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（４）「新学術領域研究」の見直し

科研費による挑戦的な研究に対する支援強化について

（１）「挑戦的萌芽研究」の見直し

（２）「若手研究」の見直し等

１．日本の研究をめぐる危機

２．研究種目の見直し

○ 我が国の学術研究にとって、新たな知の開拓に挑む「挑戦性」の追求が最重要課題。
○ しかし、近年、以下のような問題が顕在化。

・研究者の自由なボトムアップ研究をめぐる環境が劣化（基盤的経費の縮減、研究時間の減少など）。
・短期的な成果を目指した研究が増加する一方、長期的視点に立った挑戦的な研究が減退。
・軌を一にして、日本の論文生産の順位などにおける存在感の低下（過去10年でTop10％論文数 4位→10位）。

⇒ 学術研究を支える唯一の競争的研究費である科研費により、学術の枠組みの変革・転換を志向する挑戦的な研究を積極的
に支援。学問の「たこつぼ化」を是正する審査システム改革との一体的な見直しを推進。

○ 「基盤研究」種目群を基幹
としつつ、相補的な「学術変
革研究」種目群等を再編・強
化し、新たな体系へ。

○ 各種目の性格に応じた採択
率・充足率のバランスを確保。

（３）「特別推進研究」の見直し
「学術変革研究」

種目群

特別推進研究

「若手研究」種目群

「基盤研究」
種目群

２．研究種目・枠組み
の見直し

○ 学術に変革をもたらす大胆な挑戦を促すため、現行の「挑戦的萌芽研究」（～500万
円）を発展させ、より長期的かつ大規模な支援を可能化。

⇒ 新種目「挑戦的研究（萌芽）」（～500万円）、「挑戦的研究（開拓）」（500～
2000万円）を創設。【平成29年度助成から】

○ 「挑戦性」を一層重視し、助成対象の新陳代謝を促進（同一研究者の複数回受給を不
可に）｡【平成30年度助成から】

○ オープンな場での切磋琢磨を促すため、大型の「若手研究（A）」を「基盤研究」に
統合。【平成30年度助成から】

○ 若手の基盤形成を幅広く支援するため、小型の「若手研究（B）」を充実。
○ 研究者としての独立に必要な研究基盤整備のため、所属機関と連携した重点支援の仕
組みを新設。

○ 「若手研究」の応募要件を博士号取得後８年未満の者に変更。
○ 上記の取組を中心に「若手支援プラン」を策定。

○ 「新学術領域研究」を発展的に見直し、次代の学術の担い手となる研究者の参画を得
つつ、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを先導する新種目「
学術変革領域研究（Ａ・Ｂ）」を創設。【令和２年度助成から】 1622



科研費における最近の制度改善①（応募等手続、情報公開、研究費使用）

■「応募等の手続」に関する改善

○ 研究計画調書（応募書類）について、研究者からの改善要望を
踏まえ、様式の罫線・枠線を削除して研究者の負担を軽減。 【平
成29年3月から一部種目で試行、平成30年度公募から全面対
応】

○ 研究計画調書に、過去に産休育休や介護休暇等で研究活動を中
断していた事情を記載できることを明示。 【平成30年度公募から】

○ 研究計画調書（応募書類）について、従来の「研究業績欄」から
「研究遂行能力及び研究環境欄」に改め、研究計画の実行可能性
の根拠となる業績を選択して記載する書式に変更。 【平成31年度
公募から】

○ 研究計画調書（応募書類）の確認用のPDFを作成途中で作成
できるようにし、応募手続の利便性を向上。 【平成31年4月から一
部種目で試行、令和2年度公募から全面対応】

○ 科研費電子申請システム上で全ての書類を電子的に提出可能とし
た。【令和2年度から】

○ 公募、内定時期を前倒し【令和4年（2022）度公募から】

■「研究費使用」に関する改善

■「研究成果等の公開」に関する改善

○ 応募課題と担当審査委員との対応関係をより明確化し、審査の公正性の一層の向上を図るため、研究種目別に書面審査委員を公表。 【平
成29年度助成から】

○ 採択課題の審査の所見について、特別推進研究、基盤研究(S)、新学術領域研究に加え、「基盤研究(A)」（令和元年度助成）「挑戦的研
究（開拓）」（令和3年度助成）についても公表。

○ 「科学研究費助成事業データベース（KAKEN）」において、「研究課題名」と「配分予定額」に加え、「研究の概要」を新たに公表。 【令和元年
度助成から】

○ 研究成果報告書に研究者が科研費においてどのような研究成果を生み出したかを明らかにするため、「研究成果の学術的意義や社会的意義」に
ついて分かりやすく記載する欄を新設。 【令和元年度提出分から】

３．柔軟かつ適正な
研究費使用の促進

17

○ 補助金の繰越を原則電子化。また、研究機関の事務担当職員
が研究者の繰越申請の作成を支援できるようシステムを改修する
など研究者の事務負担を軽減。【平成30年度への繰越から】

○ 研究の進展等に応じた補助金前倒しや次年度使用を可能とする
「調整金」制度を導入。令和元年度助成から対象種目に「特別
研究員奨励費」を新たに追加。

○ 海外渡航によって科研費の研究を断念することがないよう、海外
渡航期間に応じて柔軟に科研費の中断・再開を可能とすることで、
帰国後の研究費を保障し、若手研究者の海外での研さん等を促
進。【令和元年度助成から】

○ 平成23年度から基金化を段階的に拡大し、会計年度の制約の
ない柔軟な研究費使用を推進。令和2年度助成から基金対象
種目に「挑戦的研究(開拓)」を新たに追加。

○ 令和３年度助成から研究以外の業務の代行に係る経費（バイ
アウト経費）の支出を可能とした。【令和３年度助成から】

23



科研費における最近の制度改善②（研究種目、審査）
■「研究種目の見直し」に関する改善
○ 「挑戦的研究（開拓、萌芽）」を創設。【平成29年度公募か
ら】

○ 「若手研究(B)」の名称を「若手研究」に改めるとともに、国際
通用性や研究者としての実質的なキャリアを考慮し、応募資格
を「39歳以下」から「博士取得後8年未満」に変更。【平成30
年度公募から】

○ 「特別推進研究」について、新陳代謝を促進する観点から、平
成30年度公募以降の同一研究者の受給回数を原則1回に
制限するとともに、真に必要な場合は応募上限額を5億円に
(真に必要な場合には、5億円を超える応募も可能)、研究期
間を5年→7年にすることを可能とした。【平成30年度公募か
ら】

○ 国際共同研究の更なる強化のため若手研究者の参画を必須
とする新種目「国際共同研究強化(B)」を創設。【平成30年度
公募（30年4月）から】

○ 「帰国発展研究」について、より幅広い層の研究者が応募でき
るようポストドクターの応募も可能とした。【令和2年度公募から】

○ 「国際共同研究強化（Ａ）」の応募資格について、年齢制限
の下限を撤廃（36歳以上45歳以下→45歳以下）。 【令
和2年度公募から】

○ 次代の学術の担い手となる研究者の参画を得つつ、これまでの
学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを先導する新
種目「学術変革領域研究（Ａ・Ｂ）」を創設。 【令和2年度
公募から】

○ 若手研究者のより規模の大きな研究への挑戦を促進するため、
「若手研究(2回目)」と「基盤研究(S・A・B)」との重複応募制
限を緩和するとともに、「研究活動スタート支援」と他種目との重
複受給制限を緩和。【令和2年度公募から】

○より幅広い研究者の挑戦を促進するため、「挑戦的研究(開
拓)」と「基盤研究(B)」との重複応募、受給制限を緩和。 【令
和2年度公募から】

○若手研究者が継続的・安定的に研究を遂行できるよう「若手研
究」の研究期間を2～４年→2～5年とした。 【令和3年度公
募から】

■「審査」に関する改善

○ 新たに「審査区分表」を作成し、研究種目の特性に応じた審査区分
（小区分、中区分、大区分）を設定。【平成30年度公募から】

○ 関連する幅広い分野の審査委員が、合議を含む複数段階の多角的
な審査を行う「総合審査」と、電子システムを活用した複数段階の書
面審査により、負担軽減と審査の効率化を図る「二段階書面審査」を
実施。 【平成30年度公募から】

○ 「researchmap」と、科研費の電子審査システムとをリンクさせて、審
査委員が必要に応じて参照可能とした。【平成31年度公募から】

○ 審査委員1人当たりの審査負担の軽減と若手研究者の育成の観点
から、審査委員候補者データベースへの登録対象を若手に拡大すると
ともに、小型種目（基盤研究(B)、基盤研究(C)、若手研究）の審
査に年齢の比較的低い(49歳以下)審査委員未経験者を積極的に
登用。 【令和2年度公募から】

３．柔軟かつ適正な
研究費使用の促進

科研費は毎年制度改善を続けています。
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１．科研費の概要

２．科研費改革の趣旨

３．科研費制度における関係者の役割・研究者の責務

説明内容
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文部科学省

○科学技術・学術審議会の報告・決定等

・審査に当たっての基本的な考え方
（研究種目の目的・趣旨、審査方式など）

・評価の在り方
（中間事後評価、進捗評価の対象種目など）

・科研費制度全体の在り方、改善の方向性等

日本学術振興会

事業実施に当たって
の基本的考え方・役
割分担を提示

○科学研究費委員会

・審査・評価の実施
（審査会の運営など）
※学術変革領域研究（A・B）の

審査・評価は文部科学省で実施。

・審査・評価規程の策定
（審査の進め方、評価基準の観点・基準、
評価の具体的方法など）

科学技術・学術審議会学術分科会
○研究費部会
○科学研究費補助金審査部会

制度の見
直し・改

善

連携

○学術システム研究センター

・審査委員候補者の選考
・審査の検証
・審査の仕組み・運営、評価方法等について、ＰＯ（研究
者）の立場から見直し・改善を検討

科研費制度を所管 審査・評価・交付業務を実施

・・・

組織のイメージ

審査・評価第一部会
（特別推進研究）

人文・社会系小委員会

理工系小委員会

科研費における文部科学省と日本学術振興会との役割分担

外部からの要望等の受付（科研費に
関するご意見・ご要望受付窓口設置）

両者が連携・協力して
制度改善などを検討

【事務担当】
研究振興局 学術研究助成課

【事務担当】
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、

研究助成第二課、研究事業課
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文部科学省
日本学術振興会

研究機関
（事務職員、技術職員、URA等）

研究者

・研究機関使用ルールの提
示・確認

・科研費制度への要望

・研究者使用ルールの
提示・確認

・審査・評価への参画
・科研費説明会の実施
・科研費制度への要望

・応募資格の確認
・科研費の経理・管理
・研究者からの要望への対応

・制度設計
・審査業務の実施
・科研費の交付

・科研費の管理
・応募等の支援

・研究の実施
・ピア・レビューの実施
・研究成果の発信

科研費は３者がそれぞれ
の立場で努力するとともに、
それらがうまくかみ合うことに
よって支えられている制度。
従って、どこか一部分がうまく

いかないと機能不全に
陥ってしまう。

研究者

研究
機関

配分
機関

科研費における三者の関係と役割
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・現在、科研費は研究者にとってだけでなく、研究機関にとっても基盤的な研究費として大変重要な研究費と認識さ
れていますので、研究機関が研究者に科研費への応募を促すこともあるかと思います。

・科研費の応募は研究者の発意に基づいて行われるものであり、各研究機関において科研費に応募させることを目
的化することは望ましくなく、応募者は自らの責任において研究計画を立案する必要があります。

・研究者は、研究計画調書の作成にあたって、十分な準備と推敲を重ね、質の高い研究計画を応募するよう心掛け
てください。

・応募研究課題が採択された研究者は、研究実施者として関係法令や補助条件等を遵守し、研究を実施することに
なります。文部科学省・日本学術振興会では、科研費の使い勝手が良くなるよう、運用上の改善を図っています。

・科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものですので、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。

・研究者は、公的研究費を使用する者として、研究者倫理の自覚の下に、不正使用や不正受給、不正行為を決して
行うことなく、研究活動に従事してください。

・科研費の審査には、毎年8,000名以上の研究者（科研費採択者等）が審査委員として参画し、公正で透明性の高
い審査システムを支えています。

・審査委員が担当する書面審査の件数を減少させるなどの改善を図っていますが、現在、新規応募件数は10万件
を超えております。

・研究者にとって、審査委員として優れた研究計画を見出すことは、科研費によって優れた研究成果を創出すること
と同様、学術研究を支えるためにも重要なことですので、積極的な御協力をお願いします。

「応募者」としての責務

「研究実施者」としての責務

「審査委員」としての責務

研究者が支える科研費制度－研究者には３つの「責務」がある－
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参考資料集
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24

○各研究機関においては、当該方針の趣旨を踏まえ、研究インテグリティの確保に関する取り組
みを進めていただくとともに、関係者にも周知をお願いします。

○なお、研究機関の研究インテグリティの確保の状況などについて、必要に応じて確認すること
があります。

「我が国の科学技術・イノベーション創出の振興のためには、オープンサイエンスを大原則
とし、多様なパートナーとの国際共同研究を今後とも強力に推進していく必要がある。同時に
、近年、研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクにより、開放性、透明性といった
研究環境の基盤となる価値が損なわれる懸念や研究者が意図せず利益相反・責務相反に陥る危
険性が指摘されており、こうした中、我が国として国際的に信頼性のある研究環境を構築する
ことが、研究環境の基盤となる価値を守りつつ、必要な国際協力及び国際交流を進めていくた
めに不可欠となっている。

「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保に係る
対応方針について」（令和３年４月２７日 統合イノベーション戦略推進会議）

URL: https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/integrity_housin.pdf

研究インテグリティの確保について
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・全国７３国立大学法人、２高専、２公立大学と分子科学研究所が連携分子科学研究所が全国事務局担当
・参画大学が所有する研究設備の共用利用等推進のための新予約・課金システムの導入・運用
・装置整備等を支援する加速事業
・技術スタッフ人材育成講習会
・2017~ 自然機構大学間連携事業(NICA)
・2019年4月より公私立大等も設備NW加盟可能にしさらに拡大予定

概要

実績
■装置関連実績（＊数字はR3 6.10 現在）

・登録機関数 485 機関（国公私立大、民間企業等）

・登録装置台数 3202 台（紹介のみ装置含む）

・登録者数 14,881 名
・年間利用実績 149,232 件 学外 2,611 件 (R2年度)
■装置整備支援
・加速事業 15件採択、総額 25,000 千円支援
例）極低温粉末 X 線回折装置の GM 冷凍機更新及び測定温度領域の拡大(金沢大）
核磁気共鳴装置の固体プローブ修理と固体測定環境の強化（千葉大）

設備NWの特徴

・日本全国の研究設備をインターネットで予約
・多様な研究設備を共用可能
・リーズナブルな利用料金
・利用と支払いを簡便に

大学連携研究設備ネットワーク (2021.6現在）

大学連携研究設備ネットワークは、全国の73国立大学法人と自然科学研究機構分子科学研
究所が連携する事業です。参画大学等が所有する研究設備の相互利用と共同利用を推進して、
将来の新たな共同研究を促すことを目的としています。
科研費による研究活動を実施されるに当たり、科研費により購入した設備の登録や、登録された
設備の活用ついて積極的にご検討ください。

https://chem-eqnet.ims.ac.jp/
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科研費の最近の動向及び
令和４(2022)年度公募について

令和３（2021）年７月
独立行政法人日本学術振興会

資料２

1
32



科研費における文部科学省と日本学術振興会の関係

2

科研費制度を所管 審査・評価・交付業務を担当

科学技術・学術審議会学術分科会
・研究費部会
・科学研究費補助金審査部会 等

・科学研究費委員会
・学術システム研究センター

科研費の制度改善は、文部科学省と日本学術振興会において、制度設計の
理念、制度の変遷、整合性、応募や審査の変遷・実態、研究者等からの意
見・要望なども考慮の上、検討している。

両者が連携・協力して
制度改善などを検討

外部からの要望等の受付（科研費に関
するご意見・ご要望受付窓口設置）

33



説明内容

3

１．令和４年度科研費公募における主な変更点等

２．科研費の使用等に関する主な改善点・変更点

について

３．科研費審査システム改革等について

４．研究者・研究機関の方へのお願い
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説明資料について

4

• 本説明資料では、科研費制度の最近の動向として、科研費改革に関連する改
善点やその背景等とともに、近年の公募内容変更事項や「令和４年度科研費
公募における主な変更点」等の説明を行い、制度への理解を深めてもらうこ
とを目的としております。

• 令和４年度公募で新たに変更した内容については、右上に マークを
付けております。

• 本説明資料は重要な内容を抜粋して掲載したものです。詳細は必ず公募要領
等をご確認ください。

• 本説明資料をご覧いただきご不明な点等がありましたら、ＦＡＱをご参照い
ただくとともに電話にて各担当までお問い合わせください。

Ｒ４公募
ＮＥＷ！
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説明内容

5

１．令和４年度科研費公募における主な変更点等

２．科研費の使用等に関する主な改善点・変更点

について

３．科研費審査システム改革等について

４．研究者・研究機関の方へのお願い
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6

科学研究費助成事業の公募、内定時期の早期化等について

公募、内定時期の早期化に伴う変更・注意点等

研究機関通知用ポスター

Ｒ4公募
ＮＥＷ！

○研究期間開始と同時に効果的に研究を立ち
上げられるよう、公募・審査などを早期化し、
２月の審査結果通知を目指します。

○前年度のうちに審査結果が通知されることで、
研究スタッフの継続雇用や物品調達の準備、
出張の調整等の事前手続きが前年度中に実
施できるようになります。

１．公募要領は公募開始時期ごとに作成します。

２．前年度に内定があった場合でも、補助事業期間前に

研究費を執行することはできません。

３．重複制限に変更はありません。重複制限が適用される研究

種目のうち公募時期が異なるものがありますので、「重複制

限一覧表」を十分確認してください。重複制限が適用される

場合には、既に電子申請システム上で提出（送信）済の課題

を取り下げたとしても、もう一方の研究種目に新たに応募する

ことはできません。
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研究種目名 公募開始時期 公募締切時期 内定時期（予定）

特別推進研究 令和３年７月１日 令和３年９月６日 令和４年３月下旬

基盤研究（Ｓ） 令和３年７月１日 令和３年９月６日 令和４年５月上旬

基盤研究（Ａ） 令和３年７月１日 令和３年９月６日 令和４年２月末

基盤研究（Ｂ、Ｃ）、若手研究、

奨励研究
令和３年８月２日 令和３年１０月６日 令和４年２月末

挑戦的研究 令和３年８月２日 令和３年１０月６日 令和３年度内定時期（７月上旬）よりも早期

研究成果公開促進費 令和３年８月２日 令和３年１０月６日 令和３年度内定時期（４月１日）よりも早期

帰国発展研究 令和３年７月１日 令和３年９月６日 令和４年２月中旬

学術変革領域研究（Ａ） 令和３年８月下旬 令和３年１０月中旬 令和４年６月下旬

学術変革領域研究（Ｂ） 令和３年８月下旬 令和３年１０月中旬 令和４年５月下旬

新学術領域研究（研究領域

提案型）（公募研究）
令和３年８月下旬 令和３年１０月中旬 令和３年度内定時期（４月１日）よりも早期

7

※令和３年度学術変革領域研究（Ａ）の内定時期は９月上旬、学術変革領域研究（Ｂ）の内定時期は８月下旬を予定しています。
なお、学術変革領域研究（Ａ）（公募研究）については、令和３年１１月下旬を目途に公募を開始する予定です。

※帰国発展研究については、令和３年度公募になります。
※特別推進研究及び基盤研究（Ｓ）については令和６年度公募から、学術変革領域研究（Ａ・Ｂ）については令和５年度公募から、

２月の内定通知を目指しています。

科学研究費助成事業の公募、内定時期の早期化等について

○令和４年度公募より、例年９月に公募が行われていた研究種目等の公募開始時期・公募締切時期・内定
時期が早まります。研究種目により公募開始日・提出期限が異なりますので、十分注意してください。

Ｒ4公募
ＮＥＷ！
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＜見直し主な内容＞
• R3年度公募の調書における「１ 研究目的、研究方法など」及び「２ 本研究の着想に至った経緯など」を

統合すると共に、説明書きと評定要素との対応関係を整理
• R3年度公募の調書における「本欄には」という表現を削除

基盤研究等の研究計画調書の見直しについて①
Ｒ4公募
ＮＥＷ！

1. 研究目的、研究方法など（基盤研究Ａ：５頁 基盤研究Ｂ：
４頁 基盤研究Ｃ：３頁）

本研究計画調書は「●区分」の審査区分で審査されます．記
述に当たっては，「科学研究費助成事業における審査及び評
価に関する規程」を参考にすること．
本欄には、本研究の目的と方法などについて、５頁以内で記

述すること。冒頭にその概要を簡潔にまとめて記述し，本文に
は，(1) 本研究の学術的背景，研究課題の核心をなす学術的
「問い」，(2) 本研究の目的および学術的独自性と創造性，(3) 
本研究で何をどのように，どこまで明らかにしようとするのか，
について具体的かつ明確に記述すること．

2. 本研究の着想に至った経緯など（基盤研究Ａ～Ｃ：１頁）

本欄には，(1) 本研究の着想に至った経緯と準備状況，(2) 
関連する国内外の研究動向と本研究の位置づけ，について記
述すること．

1. 研究目的、研究方法など（基盤研究Ａ：6頁 基盤研
究Ｂ：5頁 基盤研究Ｃ：4頁）

本研究計画調書は「●区分」の審査区分で審査されます。記
述に当たっては、「科学研究費助成事業における審査及び評価
に関する規程」を参考にすること。
本研究の目的と方法などについて、●頁以内で記述すること。
冒頭にその概要を簡潔にまとめて記述し、本文には、(1)本研究
の学術的背景、研究課題の核心をなす学術的「問い」、(2)本
研究の目的及び学術的独自性と創造性、(3)本研究の着想に
至った経緯や、関連する国内外の研究動向と本研究の位置づけ、
(4)本研究で何をどのように、どこまで明らかにしようとするのか、(5)
本研究の目的を達成するための準備状況、について具体的かつ
明確に記述すること。

＜令和３年度公募の基盤研究等の研究計画調書（抜粋）＞ ＜令和４年度公募の基盤研究等の研究計画調書（抜粋）＞

※詳細は『別冊「令和４(2022)年度科学研究費助成事業－科研費－公募要領（特別推進研究、基盤研究（Ｓ・Ａ））
（応募書類の様式・記入要領）」』をご覧ください。

○基盤研究等の研究計画調書の様式等について以下の見直しを実施しています。

8
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9

基盤研究等の研究計画調書の見直しについて②
Ｒ4公募
ＮＥＷ！

3. 応募者の研究遂行能力及び研究環境（基盤研究Ａ～Ｃ：２
頁）

本欄には応募者（研究代表者、研究分担者）の研究計画の
実行可能性を示すため、(1)これまでの研究活動、(2)研究環境
（研究遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等を含む）につ
いて２頁以内で記述すること。
「(1)これまでの研究活動」の記述には、研究活動を中断してい
た期間がある場合にはその説明などを含めてもよい。

＜令和３年度公募の基盤研究等の研究計画調書（抜粋）＞ ＜令和４年度公募の基盤研究等の研究計画調書（抜粋）＞

2. 応募者の研究遂行能力及び研究環境（基盤研究Ａ～
Ｃ：２頁）

応募者（研究代表者、研究分担者）の研究計画の実行可
能性を示すため、(1)これまでの研究活動、(2)研究環境（研究
遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等を含む）について２
頁以内で記述すること。
「(1)これまでの研究活動」の記述には、研究活動を中断していた
期間がある場合にはその説明などを含めてもよい。

３．人権の保護及び法令等の遵守への対応（基盤研究Ａ～
Ｃ：１頁）

本研究を遂行するに当たって、相手方の同意・協力を必要とす
る研究、個人情報の取扱いの配慮を必要とする研究、生命倫
理・安全対策に対する取組を必要とする研究など指針・法令等
（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づ
く手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を、
１頁以内で記述すること。
個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個
人履歴・映像を含む）、提供を受けた試料の使用、ヒト遺伝子
解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験など、研究機関内外
の倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研究・実
験などが対象となります。
該当しない場合には、その旨記述すること。

4. 人権の保護及び法令等の遵守への対応（基盤研究Ａ～Ｃ：
１頁）

本欄には、本研究を遂行するに当たって、相手方の同意・協
力を必要とする研究、個人情報の取扱いの配慮を必要とする
研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究な
ど指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等
を含む）に基づく手続が必要な研究が含まれている場合、講じ
る対策と措置を、１頁以内で記述すること。
個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査
（個人履歴・映像を含む）、提供を受けた試料の使用、ヒト遺伝
子解析研究、遺伝子組換え実験、動物実験など、研究機関内
外の倫理委員会等における承認手続が必要となる調査・研
究・実験などが対象となります。
該当しない場合には、その旨記述すること。

変更なし

変更なし
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基盤研究等の研究計画調書の見直しについて③
Ｒ4公募
ＮＥＷ！

＜令和３年度公募の基盤研究等の研究計画調書（抜粋）＞ ＜令和４年度公募の基盤研究等の研究計画調書（抜粋）＞

参考：基盤研究等の評定要素

（１）研究課題の学術的重要性
・学術的に見て、推進すべき重要な研究課題であるか。
・研究課題の核心をなす学術的「問い」は明確であり、学術的独自性や創造性が認められるか。
・研究計画の着想に至る経緯や、関連する国内外の研究動向と研究の位置づけは明確であるか。
・本研究課題の遂行によって、より広い学術、科学技術あるいは社会などへの波及効果が期待できるか。

（２）研究方法の妥当性
・研究目的を達成するため、研究方法等は具体的かつ適切であるか。また、研究経費は研究計画と
整合性がとれたものとなっているか。

・研究目的を達成するための準備状況は適切であるか。
（３）研究遂行能力及び研究環境の適切性

・これまでの研究活動等から見て、研究計画に対する十分な遂行能力を有しているか。
・研究計画の遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等、研究環境は整っているか。

４．研究計画最終年度前年度応募を行う場合の記述事項
（該当者は必ず記述すること）（基盤研究Ａ～Ｃ：１頁）

本研究の研究代表者が行っている、令和３(2021)年度が最
終年度に当たる継続研究課題の当初研究計画、その研究によっ
て得られた新たな知見等の研究成果を記述するとともに、当該研
究の進展を踏まえ、本研究を前年度応募する理由（研究の展
開状況、経費の必要性等）を１頁以内で記述すること。
該当しない場合は記述欄を削除することなく、空欄のまま提出す
ること。

5. 研究計画最終年度前年度応募を行う場合の記述事項（該
当者は必ず記述すること）（基盤研究Ａ～Ｃ：１頁）

本欄には、本研究の研究代表者が行っている、令和３(2021)
年度が最終年度に当たる継続研究課題の当初研究計画、そ
の研究によって得られた新たな知見等の研究成果を記述する
とともに、当該研究の進展を踏まえ、本研究を前年度応募する
理由（研究の展開状況、経費の必要性等）を１頁以内で記述す
ること。
該当しない場合は記述欄を削除することなく、空欄のまま提出
すること。 変更なし

※研究計画調書の作成にあたっては、評定要素を十分にご確認ください。 10
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基盤研究等の研究計画調書の見直しについて④
Ｒ4公募
ＮＥＷ！

研究計画調書作成に当たって留意すること

科研費は、研究者の自由な発想に基づく全ての分野にわたる研究を格段に発展さ
せることを目的とし、豊かな社会発展の基盤となる独創的・先駆的な研究を支援し
ます。
科研費では、応募者が自ら自由に課題設定を行うため、提案課題の学術的意義に

加え、独自性や創造性が重要な評価ポイントになります。このため、「基盤研究」
及び「若手研究」の研究計画調書様式では、学術の潮流や新たな展開などどのよう
な「学術的背景」の下でどのような「学術的『問い』」を設定したか、当該課題の
「学術的独自性や創造性」、「着想に至った経緯」、「国内外の研究動向と本研究
の位置付け」はどのようなものか、などの記述を求めています。
審査においては、総合審査又は二段階書面審査における審査委員間の議論・意見

交換等により研究課題の核心を掴み、学術的な意義や独自性、創造性など学術的重
要性を評価するとともに、実行可能性並びに研究遂行能力も含めて総合的に判断し
ます。
科研費に応募するに当たっては、上記に留意の上、公募要領や審査基準、様式の

説明書き等を十分に確認し、審査委員に学術的重要性等が適切に伝わるように研究
計画調書を作成してください。

基盤研究等の応募に当たっては、以下の点に留意して研究計画調書を作成
してください。

11
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12

Ｒ4公募
ＮＥＷ！

挑戦的研究の審査方式の主な変更点
１．評定要素「A 挑戦的研究としての妥当性」を独立〔予定〕(＊)

２．「萌芽」の審査方式を「総合審査」から「２段階書面審査」へ

挑戦的研究の審査方式の見直しについて① Ｒ4公募
ＮＥＷ！

・挑戦的研究としての妥当性
・研究目的及び研究計画の
妥当性

・研究遂行能力の適切性

Ａ．挑戦的研究としての妥当性に関す
る評定要素（※）

Ｂ．研究計画の内容に関する評定要素
（１）研究目的及び研究計画の妥当性
（２）研究遂行能力の適切性

１．評定要素「A 挑戦的研究としての妥当性」を独立〔予定〕（*）

旧評定要素
新評定要素（*）

（※）Ａ．挑戦的研究としての妥当性に関する評定要素（*）

・これまでの学術の体系や方向を大きく変革、転換させる潜在性を有する研究課題であるか。また、（萌芽）において
探索的性質の 強い、あるいは芽生え期の研究計画の場合には、「挑戦的研究」としての可能性を有するか。

・本研究課題の遂行によって、将来的により広い学術、科学技術、産業、文化など、幅広い意味で社会に与えるインパクト・
貢献の可能性が期待できるか。
（開拓）の場合

・着想に至る背景と経緯が明確で、それによって得られた研究構想は合理的か。また、挑戦性の高い課題の設定であるか。
（萌芽）の場合

・着想に至る背景と経緯が明確で、それによって得られた研究構想は合理的か。また、挑戦的な課題の設定であるか。

（*）は今後、日本学術振興会科学研究費委員会において審議する予定

（以下の点を勘案して総合的に審査）

（A、Bそれぞれを評価した上で、総合的に審査）
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13

Ｒ4公募
ＮＥＷ！挑戦的研究の審査方式の見直しについて② Ｒ4公募
ＮＥＷ！

１段階目の書面審査（中区分ごと） ２段階目の書面審査（中区分ごと）

１課題当たり、「中区分」ごとに配置された複数名の
審査委員が電子システム上で書面審査を（相対評
価）を実施。

１段階目の書面審査の集計結果をもとに、他の委員の審査意
見も参考に電子システム上で ２段階目の評点を付し、採否を
決定（審査委員は1段階目と同一）。

※挑戦的研究では、１段階目の書面審査の前に「研究計画調書（概要版）」のみによる事前の選考を
行います。（応募件数が少ない場合、事前の選考は行いません。）

※挑戦的研究（開拓）の審査方式は「総合審査」から変更ありません。

２．「萌芽」の審査方式を「総合審査」から「２段階書面審査」へ

・開拓と萌芽は同じ審査委員が担当
・開拓の合議審査で「挑戦性」の意見交換を実施し、萌芽の２段階目の書面審査に反映［予定］(*)

・・・・ ・・・・
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（参考）「挑戦的研究」について 「挑戦的研究」の趣旨等

（趣旨・対象）
• 「新しい原理や学理の発見・追求」、「学術の概念や体系の見直し」、「研究のブレークスルーをもたらす

ような、大きな発想の転換や斬新な方法論の導入」など、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換
させることを志向し、飛躍的に発展する潜在性を有する研究計画を支援。

• 種目の趣旨を踏まえた真に挑戦的な研究課題を支援する観点から、制度の趣旨に沿った質の高い研究課題を
選び抜くため、科研費の全体目標である採択率30％の目標にとらわれず、採択件数を一定数に絞る。一方
で挑戦的な研究計画の実行が担保されるよう、応募額を最大限尊重した配分を目指す。

• 「挑戦的研究」において期待される研究は当初立案した研究計画に従って遂行し得ない可能性が高いことを
鑑み、その計画の柔軟な変更・実施を保証するため、学術研究助成基金による助成が適当。

（他種目との重複制限）
• 科研費の種目体系においては、「基盤研究」種目群と「挑戦的研究」とは、学術の体系や方向の変革・転換

を通じた発展を実現していく上で相補的な関係となるべきであり、重複制限の考え方を一律に適用すること
は当を得ない。

• 「挑戦的萌芽研究」の新規応募は1万8,000件に上っており、重複制限を緩和した場合、審査負担が著しく
増加する可能性がある。

• 平成29年度助成（平成28年9月公募）からの大幅な見直しは見送るが、これは新種目の導入時の措置であり、
恒久的なものとすべきではない。実際の応募動向や科研費全体を通じた重複制限の在り方の検証を踏まえつ
つ、当該種目の特質や「基盤研究」種目群等との役割・機能分担を適切に反映したものに見直していくこと
が必要。

「科研費による挑戦的な研究に対する支援強化について」
（平成28年12月20日 科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会）【「挑戦的研究」の基本的枠組み】
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（科研費の対応）
• 研究計画調書の「研究費の応募・受入等の状況」欄に国内の競争的研究費のみならず、

国外も含めた研究資金を記載することを明確にしています。

• 研究計画調書の「研究費の応募・受入等の状況」欄に記載した研究課題を応募受入れる
に当たっての所属組織・役職を記載することとしています。

• 研究計画調書は、応募者が関与する全ての研究活動の状況を所属研究機関と適切に共有
するとともに、外国為替及び外国貿易法（昭和24 年法律第228 号）に基づき規制され
ている技術の取扱いを予定している場合には、当該法律や所属研究機関の規程等を踏ま
え、その対処方法等を十分に確認した上で提出することとしています。

研究インテグリティ確保について
Ｒ4公募
ＮＥＷ！

※研究計画調書の「研究費の応募・受入等の状況」欄について、記入要領の指示書き等に
従って適切に記載してください。

「研究インテグリティの確保に係る対応方針について」（令和３年４月２７日
統合イノベーション戦略推進会議決定）に基づき、科研費制度側で可能な対応
を令和４年度公募（令和３年７月）から先行して（※）実施します。

※当該方針を踏まえ「競争的資金の適正な執行に関する指針」については改正中。
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「若手研究」応募の可否
応募要件から年齢を撤廃

（注１）
応募時に博士の学位を取得しておらず、令和４年４月１日までに博士の学位を取得する見込の者は応募可能。
※ただし、博士の学位を取得できなかった場合には、採択されても交付申請を辞退。

（注２）
博士の学位取得後に取得した育児休業等（産前・産後の休暇、育児休業）の期間を除くと、
博士の学位取得後８年未満となる者は応募可能。

３９歳以下の研究者 ４０歳以上の研究者
博士の学位未取得者 ×　（注１） ×　（注１）
博士の学位取得後８年未満 ○ ○
博士の学位取得後８年以上 ×　（注２） ×　（注２）

「若手研究」の応募資格について

16

Ｒ３公募
から変更
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• 「若手研究」の目的・意義は、「経験の少ない若手研究者に研究費を得る機会を与
え、研究者として良いスタートを切れるように支援すること」、そして、「若手研
究者が十分に力を蓄えていない段階であっても、支援をすることにより、多様な試
みの中から本当に育つべきものがしっかりと足掛かりを得、将来の斬新な研究につ
ながっていくようにすること」にあり、科研費の中でも若手研究者に限定した一定
期間の特別な支援である。

• 若手研究者が継続的・安定的に研究を遂行できることは極めて重要であり、「基盤
研究（Ａ･Ｂ･Ｃ）」と同様、研究期間を延伸することを検討すべきではないか。

• これまで以上に継続的・安定的な研究実施を可能とするため、研究期間の上限を５年
間に延伸する。なお、若手研究者が次のキャリアを形成していく上で、研究期間設定
の自由度は高い方が望ましいと考えられるため、下限は引き続き２年間とする。

改善に向けた方向性

現状

「若手研究」の研究期間の延伸

「若手研究」の研究期間を「２～４年間」から「２～５年間」に延伸

「若手研究」の研究期間等について

「第６期科学技術・イノベーション基本計画に向けた科研費の
改善・充実について」
（令和3年1月21日 科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会）

Ｒ３公募
から変更
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• （再掲）「若手研究」の目的・意義は、「経験の少ない若手研究者に研究費を得る
機会を与え、研究者として良いスタートを切れるように支援すること」、そして、
「若手研究者が十分に力を蓄えていない段階であっても、支援をすることにより、
多様な試みの中から本当に育つべきものがしっかりと足掛かりを得、将来の斬新な
研究につながっていくようにすること」にあり、科研費の中でも若手研究者に限定
した一定期間の特別な支援である。

• 「若手研究」種目群の趣旨に照らし、「若手研究」種目群から「基盤研究」種目群へ
のスムーズな移行を励行するため、一度「基盤研究」種目群を受給した者については、
「若手研究」への応募を認めない方向で応募制限を見直す。

• 具体的には、研究費部会において、若手研究者が「できるだけ早い段階で，より円滑
に，科研費の中核である「基盤研究」に移行していくこと」の重要性が示された平成
２１年度（平成２２年度助成）以降に「基盤研究」種目群を受給したものが応募制限
の対象。

改善に向けた方向性

現状

「若手研究」種目群への「基盤研究」種目群採択者の応募制限

平成２２年度以降に「基盤研究」種目群を受給した者の「若手研究」への応募を
認めないこととする。

「若手研究」の応募資格等について

※ 電子申請システム上で応募が受け付けられても審査に付されませんので応募の際には十分注意してください。

Ｒ３公募
から変更

「第６期科学技術・イノベーション基本計画に向けた科研費の
改善・充実について」
（令和3年1月21日 科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会）
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「若手研究」の応募資格について

19

• 「若手研究」の応募要件は、若手研究者のキャリア形成に係る多様なニーズ
に的確に応えるとともに、国際通用性にも留意し、より効果的な支援を行う
観点から、平成30 年度助成より、年齢から博士号取得後の年数に見直された。

• この応募要件見直しによる激変が生じないよう、39 歳以下の博士号未取得者
については、当面は応募を認める経過措置を設けることとされたところ。

• また、経過措置の期間については、新要件導入後３年程度とし、応募・採択
の状況を踏まえて改めて検討（分野の特質を勘案する適否を含む）すること
とされた。

• 新要件導入後３年の応募・採択の状況等を踏まえると、経過措置の導入により激
変が生じることなく制度の定着が進んでいると考えられることから、令和２年度
をもって応募資格の経過措置は終了することが適当。

改善に向けた方向性

経過措置導入の背景

若手研究における応募資格の経過措置

「若手研究」の応募要件を「博士号取得後8年未満の者」とし、39 歳以下の博士
号未取得者対象の経過措置は令和２(2020)年度公募をもって終了。

Ｒ３公募
から変更

「第６期科学技術・イノベーション基本計画に向けた科研費の
改善・充実について」
（令和3年1月21日 科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会）
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国際共同研究の改善・充実について

①「国際共同研究強化（Ａ）」の改善
• 本種目の趣旨は、科研費採択者が現在実施している研究計画について、国際共同研究を行うことでその研究

を格段に発展させ、優れた成果を上げることを目的とし、その結果、国際的に活躍できる、独立した研究者
の養成にも資することを目指したもの

• 本種目における36 歳以上の下限は、振興会の海外特別研究員制度の以前の応募資格を参考としたものである
が、本種目では「基盤研究」等の採択者であることを応募資格の要件としていることから、今後は、より多
くの採択者に応募機会を与えられるよう、下限の年齢制限は設けないことが適当。

②「帰国発展研究」の改善
• 本制度は、海外の研究機関等において独立した研究者を対象としていることから、現在、応募資格において

「ポストドクターを除く」としているが、ポストドクターの中には自らの責任で自由に使用できる研究費を
獲得している者などもおり、「独立した研究者」や「ポストドクター」について、全ての分野において合意
を得られるような明確な基準等を設けることは困難。

• 海外で活躍する優秀な若手研究者の応募機会を更に拡大するためには、本種目の趣旨に合致している者であ
れば、「ポストドクター」という身分であったとしても、本種目への応募を認めることが適当。

• 自らの責任で自由に使用できる研究費を獲得していることは「独立した研究者」であることの一つの証左に
なり得ると考えられることから、今後は、本種目の研究計画調書において、研究代表者が現に獲得している
研究費の状況等を記載させることも必要。その際、国によって研究費の制度、応募資格等に違いがあること
に留意し、審査において一律な判断をしないよう留意する必要がある。

③国際共同研究を推進するための改善
• KAKEN において国際共同研究に関する情報検索を容易に行えるようにし、国際共同研究の一層の推進に資す

るため、科研費により国際共同研究を行った場合の相手国や相手研究機関等の情報を記載する報告書の所定
欄を工夫することが必要。

国際共同研究の改善・充実について

Ｒ２公募
から変更

「第６期科学技術・イノベーション基本計画に向けた科研費の
改善・充実について」
（令和3年1月21日 科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会）
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帰国発展研究の見直し

○本種目は、海外の研究機関等において優れた実績を有する独立した研究者が、日本
に帰国後すぐに研究を開始できるよう支援するもの。
※応募時点において帰国後の所属先が確定していなくても応募することが可能。

【応募資格】
応募時点において、以下の3つ全てを満たしていること
① 日本国外の研究機関に教授、准教授又はそれに準ずる身分を有し、所属している者であること
② 現に日本国外に居住する日本国籍を有する者であること
③ 科研費応募資格を有していない者であること
【公募内容の概要】
 応募総額 5,000万円以下
 研究期間 3年以内

・「ポストドクター」という身分であっても、本種目の趣旨に合致する場合には
応募可能です。
併せて、
・研究計画調書の記載内容の変更（海外の機関における自由に使用できる研究費の獲得実績等）
・「国際共同研究加速基金（帰国発展研究）の書面審査における評定基準等」において、帰国発展
研究としての妥当性に係る要素を明確にするなど評定要素等の見直しを行っている。

従来、応募資格を「応募時点において日本国外の研究機関に教授、准教授又はそれに準ず
る身分（ポストドクターを除く）を有していること」としていた。

しかしながら、「ポストドクター」の中には自らの責任で自由に使用できる研究費を獲得
するなど独立した研究者として活動している者もいることから、

※帰国後、日本国内の研究機関に所属して科研費の応募資格を取得し、交付
申請の手続を行った後に経費を執行することができます。また、応募資格取
得後から令和５年4月30日まで交付申請を行うことができます。

Ｒ２公募
から変更
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公募に関するその他の注意点等

22

• 令和３(2021)年度の公募から、以下の研究種目について添付ファイル項目を
アップロードする際の上限ファイルサイズを変更したところです。

２．添付ファイル項目の上限ファイルサイズ見直しについて

研究種目名 変更前 変更後

特別推進研究 研究計画調書 3MB 10MB

学術変革領域研究（A）
領域計画書 6MB 10MB
研究計画調書 3MB 5MB

学術変革領域研究（B）
領域計画書 6MB 変更なし

研究計画調書 3MB 5MB
基盤研究（S） 研究計画調書 3MB 5MB

• 令和４(2022)年度の公募より、上記以外の研究種目についても、添付ファイル項目を
アップロードする際の上限ファイルサイズを５MBに変更します。

チェックリストの提出がない場合には、当該研究機関に所属する研究者への交付決定を行いません。

１．各種チェックリストの提出について
科研費による研究の実施にあたり、研究機関事務代表者はe-Radを利用し、以下２つのチェックリスト
様式のダウンロードと提出を行ってください。
①「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）」に基づく
「体制整備等自己評価チェックリスト」（体制整備等自己評価チェックリスト）

提出締切：令和３(2021)年１２月１日（水）

②「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」に基づく
「取組状況に係るチェックリスト」」 （研究不正行為チェックリスト）

提出締切：令和３(2021)年９月３０日（木）
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説明内容

23

１．令和４年度科研費公募における主な変更点等

２．科研費の使用等に関する主な改善点・変更点

について

３．科研費審査システム改革等について

４．研究者・研究機関の方へのお願い
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新型コロナウイルス感染症拡大への対応

新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、研究遂行が困難となった研究者や
研究機関に向けた様々な対応を行っています。

以下は、令和２年度に実施した対応の例

☑ 従来の集合形式に代え、オンライン形式による審査会を実施

☑ 応募や繰越、実績報告書等の書類提出期限延長等の特例措置

☑ 臨時問い合わせフォームの開設

☑ 新型コロナウイルス感染症拡大に伴う問い合わせの回答

（FAQ）を公開し、随時更新

☑ 補助金種目の繰越申請書の様式を簡略化

☑ 基金種目の一度延長した補助事業期間の再延長を認める特例措置

☑ R3採択分若手研究における博士取得日の猶予

令和３年度以降も状況に応じて、利便性を考慮した柔軟な対応を続けます
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（参考）科研費の管理・使用にかかる留意点

科研費は、研究者の自由な発想に基づく研究（学術研究）を支援する研究費であり、補助事
業である研究課題の遂行に必要な経費については、研究代表者、研究分担者の説明責任の下
、幅広く使用することができます。

特に、今般の新型コロナウイルス感染症の影響で国内外での研究に支障が生じる中、研究活
動の継続のため、科研費制度としても種々の特例措置を講じています。
一部の研究者からは、所属研究機関のルールにより使用が認められない経費があるとの問い合わ
せが寄せられていますので、各研究機関におかれても、特例措置の趣旨を踏まえ、科研費の柔軟
な管理・使用に引き続きご協力をお願いいたします。
なお、科研費の管理・使用に当たっては以下のハンドブック等を適宜参照してください。

・科研費ハンドブック（研究機関用）：
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/15_hand/data/r02/kakenhihb2020rrrr_zentai.pdf

・科研費ＦＡＱ：https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/05_faq/index.html 

・国際共同研究加速基金（国際共同研究強化（Ａ））使用ルール等：
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/15_hand/data/r02/r2_kyoka_handbook.pdf 
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ペーパーレス化の推進

令和３(2021)年４月から、科研費電子申請システム（以下「電子申請システム」という。）上で全ての書類を電子
的に提出できるようになりました。

１．各種書類の提出方法の変更について

２．電子申請システムによる交付決定以降の通知について
従来、科研費の交付決定以降の通知（交付決定通知、各種変更承認通知、額の確定通知等）については、各

研究機関を通じて書面による通知を行っておりましたが、令和３(2021)年３月中旬以降より、原則として書面によ
る通知に代えて、所属研究機関担当者に宛て、電子申請システムにより通知します。
今回の通知方法の変更は、各研究機関宛に郵送で行っていた通知を電子申請システム上で確認するように

変更するものであって、各研究代表者に直接電子申請システムで通知されるものではありません。各研究機関
においては、必要に応じて通知文書（PDF ファイル等）を研究代表者に通知するようお願いします。

◆通知方法等
① 電子申請システムにより交付決定以降の通知を行った際には、各研究機関宛てに電子メールでお知らせする予定です。

電子メールは、府省共通研究開発システム（e-Rad）に登録されているメールアドレス宛に送信しますので、ご留意ください。
② 所属研究機関担当者が電子申請システムにログインすることで、メニュー中の通知文ダウンロードのリンクから、交付決定

以降の通知文書（PDF ファイル等）を確認することができます。各研究機関においては、適宜通知文書（PDF ファイル等）を
研究代表者等に通知してください。

③ 電子申請システム上の通知文書（PDF ファイル等）は、一定期間経過後に削除しますので、各研究機関において適切に
保存してください。

科研費のペーパレス化を推進しています

・電子申請システム上で全ての書類を電子的に提出できるようになりました。
・科研費に係る全ての提出書類について押印を廃止。紙媒体での提出が不要になりました。
・日本学術振興会から発出する文書の公印押印を令和3年1月から廃止しました。
当面の間、科研費に係る文書には（公印省略）と記載します。
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経費の取扱いに関すること①

27

（従前）
講義等の教育活動等やそれに
付随する事務等のため研究に
時間を割けない

（令和３(2021年４月～）
直接経費から代行に係る経費
（バイアウト経費）を支出し、
研究以外の業務を代行要員に
代行してもらうことが可能に

研究に専念
できる

バイアウト制度の導入により直接経費から研究以外の業務（※）の代行
に係る経費の支出が可能となり、研究に専念できる環境が整備される。

「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」（令和２年１月２３日）等に基づくもの

１．バイアウト制度の導入について

・「競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出
可能とする見直し（バイアウト制度の導入）について」（令和２年５月
22日研究振興局、科学技術・学術政策局、研究開発局、高等教育局申し
合わせ）を踏まえ、 科研費においても令和３(2021)年度から研究代表者
及び研究分担者の研究以外の業務の代行に係る経費の支出が可能となって
います。

※対象業務に該当するかどうか判断し難い場合は、以下までお問い合わせください。
文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室
e-mail：kenkyuhi@mext.go.jp 電話：03-5253-4111（内線3828,4014）

Ｒ３公募
から変更
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経費の取扱いに関すること②

28

○ 科研費では、ほぼ全ての研究種目（以下参照）がバイアウト制度の対象となりま
す。

○ 令和２年度以前に採択された継続研究課題も対象。また、研究分担者がバイアウ
ト経費を支出することも可能です。

○ なお、バイアウト経費の支出を希望する場合は、所属する研究機関の構築した仕
組みにのっとり、研究機関と研究代表者（又は研究分担者）の合意に基づいて実施
することとなります。バイアウト経費を支出する場合は、以下（※）に留意しつつ、
研究計画調書の「その他」の費目に計上し、「事項」欄に必ず『バイアウト』と記
載してください。

【バイアウト制度の対象となる種目】
特別推進研究、学術変革領域研究、新学術領域研究（研究領域提案型）（『学術研究支援基盤形成』は除く）、基盤研究、挑戦的研究
（挑戦的萌芽研究を含む）、若手研究（若手研究（Ａ・Ｂ）を含む）、研究活動スタート支援、特別研究促進費、国際共同研究強化
（Ｂ）、帰国発展研究（国内の研究機関に所属した後に限る）

【バイアウト制度の対象とならない種目】
奨励研究、研究成果公開促進費、特別研究員奨励費、新学術領域研究（研究領域提案型）『学術研究支援基盤形成』、 国際共同研究強
化（Ａ）（改称前の国際共同研究強化を含む）。ただし、国際共同研究強化（Ａ）（改称前の国際共同研究強化を含む）は、必要に応じ
て「代替要員確保のための経費」を計上することができる。

※ バイアウト制度は、研究代表者（又は研究分担者）の希望に基づき、当該研究課題に専念できる時
間を拡充するための制度であることから、研究代表者（又は研究分担者）の希望の有無や、当該研究
課題に専念できる時間の拡充状況（増加時間数など）等について経費の執行状況と合わせて確認する
場合があります。その際、当該研究課題に専念できる時間の拡充が確認できないなど適切に支出され
ていない場合は当該経費の返還を求めることがありますので、各研究機関においては適切に運用して
ください。

１．バイアウト制度の導入について（つづき）

Ｒ３公募
から変更
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経費の取扱いに関すること③

29

２．科研費により雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施について

• 科研費被雇用者の若手研究者（※）のうち下記の条件を満たしている者は、各研究
機関における必要な手続を経た上で、雇用元の科研費の業務に充てるべき勤務時間
において自発的な研究活動等を行うことが可能です。

• この場合には、新たに科研費の研究代表者として応募することができるほか、研究
分担者になることもできます。
（１）若手研究者本人が自発的な研究活動等の実施を希望すること
（２）研究代表者等が、雇用元の科研費の推進に資する自発的な研究活動等であると判断し、所属研究機関が

認めること
（３）研究代表者等が、雇用元の科研費の推進に支障がない範囲であると判断し、所属研究機関が認めること

（雇用元の科研費の研究課題に従事するエフォートの20％を上限とする）
（※）各年度4月1日時点において「40歳未満」又は「博士の学位取得後8年未満」の者であって、研究活動を行う

ことを職務に含む者。なお、科研費に応募する場合は、科研費の応募資格を満たすことが必要。

（従前）
自発的な研究活動等の実施に
は、雇用されているプロジェ
クト以外の雇用財源を確保す
ることが必要

（令和２(2020)年４月～）
所属研究機関の承認が得られれば、
雇用されているプロジェクトから
人件費を支出しつつエフォートの
一部（上限２０％）を自発的な研
究活動等に充当可能

若手研究者の
育成・確保

科研費により雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施が可能に

Ｒ３公募
から変更
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博士課程（後期）学生の処遇の改善に関すること

30

• 「第６期科学技術・イノベーション基本計画」（令和３年３月26 日閣議決定）においては、優秀な学生、
社会人を国内外から引き付けるため、大学院生、特に博士後期課程学生に対する経済的支援を充実すべく、
生活費相当額を受給する博士後期課程学生を従来の３倍に増加すること（博士後期課程在籍者の約３割が生
活費相当額程度を受給することに相当）を目指すことが数値目標として掲げられるなど、各研究機関におけ
るＲＡ（リサーチ・アシスタント）等としての博士課程学生の雇用の拡大と処遇の改善が求められています。

• さらに、「ポストドクター等の雇用・育成に関するガイドライン」（令和２年12 月３日科学技術・学術審
議会人材委員会）においては、博士後期課程学生について、「学生であると同時に、研究者としての側面も
有しており、研究活動を行うための環境の整備や処遇の確保は、研究者を育成する大学としての重要な責
務」であり、「業務の性質や内容に見合った対価を設定し、適切な勤務管理の下、業務に従事した時間に応
じた給与を支払うなど、その貢献を適切に評価した処遇とすることが特に重要」、「大学等においては、競
争的研究費等への申請の際に、ＲＡを雇用する場合に必要な経費を直接経費として計上することや、ＲＡに
適切な水準の対価を支払うことができるよう、学内規程の見直し等を行うことが必要」とされています。

（背景）

（科研費制度における取扱い）

博士課程（後期）学生等を研究業務に従事させる場合は、適切な対価を支払うよ
うにしてください。

Ｒ３公募
から変更

• 研究の遂行に必要な博士課程（後期）学生をＲＡとして雇用する場合、以下について考慮してください。

 各研究機関の定める基準により、業務の性質や内容に見合った単価を設定し、適切な勤務管理の下、業務に
従事した時間に応じた給与を支払うこと

 過度な労働時間とならないよう配慮するとともに、博士課程（後期）学生自身の研究・学習時間とのバラン
スを考慮すること
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○ 研究機関全体の意識改革を図り、研究費不正の防止に関する高い意識を持った組織風土を形成するために、
以下の３項目を柱に不正防止対策を強化。

○ これまでの各研究機関の取組状況や不正事案の発生要因を踏まえ、従前のガイドラインの記述の具体化・明確化を図る。

○ ガイドラインに基づく管理・監査体制については、各研究機関において土台となる基本的体制が整備され、不正防止の取組が行われ
てきたが、依然として様々な形での研究費不正が発生し続けている。

【件数】平成２６年度のガイドライン改正後も、研究費不正の認定件数は毎年１０件程度で推移
【種別】「物品・役務」の不正が減少する一方、「謝金・給与」及び「旅費」の不正が増加傾向
【要因】①不正防止のPDCAサイクルの形骸化、②組織全体への不正防止意識の不徹底、③内部牽制の脆弱性

○ 我が国の科学技術・学術の発展のためには、研究費不正を起こさせない環境を構築し、不正を根絶することが急務。

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）の改正概要
（令和３年２月改正 文部科学大臣決定）

＜不正防止対策強化の３本柱＞

 最高管理責任者による不正根絶への強い
決意表明と役員会等での審議の要件化

 監事に求められる役割として、不正防止
に関する内部統制の状況を機関全体の観
点から確認し意見を述べることを要件化

 効果的な内部統制運用のため不正防止の
PDCAサイクルを徹底
【不正防止計画への内部監査結果の反映等】

ガバナンスの強化
～不正根絶に向けた最高管理責任者の

リーダーシップと役割の明確化～

 統括管理責任者が行う対策として、不正を
防止する組織風土を形成するための総合的
な取組のプロデュースを要件化

 不正根絶に向けた啓発活動（意識の向上と
浸透）の継続的な実施を要件化

 啓発活動は、コンプライアンス教育と
併用・補完し内部監査の結果など認識の
共有を図る

意識改革
～コンプライアンス教育・啓発活動による

全構成員への不正防止意識の浸透～

 内部監査の実施にあたり専門的な知識を
有する者（公認会計士等）の参画を
要件化

 監事・会計監査人・内部監査部門の
連携を強化し、不正防止システムの
チェック機能を強化

 コーポレートカードの利用等、研究者を
支払いに関与させない支出方法の導入等

不正防止システムの強化
～監査機能の強化と不正を行える

「機会」の根絶～

改正の背景

改正の内容 ～研究費不正根絶のために～

各研究機関：令和３年度を「不正防止対策強化年度」と位置付け、各機関で再点検を行い体制整備を推進
文部科学省：各研究機関における体制整備状況のモニタリング及び指導を強化整備

31

Ｒ4
ＮＥＷ！
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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）骨子

（１）競争的研究費等の運営・管理に関わる責任体系の明確化 ※最高管理責任者及び統括管理責任者の役割を追加
（２）監事に求められる役割の明確化 【新設】

第１節 機関内の責任体系の明確化

（１）コンプライアンス教育・啓発活動の実施（関係者の意識の向上と浸透） ※啓発活動を新設
（２）ルールの明確化・統一化
（３）職務権限の明確化
（４）告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化

第２節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

（１）不正防止計画の推進を担当する者又は部署の設置 ※不正防止計画推進部署と内部監査部門の連携の強化
（２）不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定及び実施 ※不正防止計画へ内部監査結果を反映させることを追加

第３節 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

※コーポレートカードの利用等による不正防止対策の強化
第４節 研究費の適正な運営・管理活動

第５節 情報発信・共有化の推進

※内部監査における専門的知識を有する者（公認会計士等）の活用
※監事・会計監査人・内部監査部門の連携
※内部監査結果の周知と機関全体としての再発防止の徹底

第６節 モニタリングの在り方

第７節 文部科学省による研究機関に対するモニタリング、指導及び是正措置の在り方

第８節 文部科学省、配分機関による競争的研究費等における不正への対応 63

Ｒ4
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「ガイドライン」の遵守に
努めてください。
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33

１．令和４年度科研費公募における主な変更点等

２．科研費の使用等に関する主な改善点・変更点

について

３．科研費審査システム改革等について

４．研究者・研究機関の方へのお願い
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科研費審査システム改革等について

34

• 以下の資料では、平成３０年度公募から実施している「科研費審査システム
改革2018」について要点を説明しております。審査システム改革後の審査
は既に４回実施してきたところですが、研究者の皆様に改革の趣旨、内容を
十分にご理解いただくことが重要です。このため、改革の内容をあらためて
ご確認いただくとともに、一部誤解もあったとされる研究計画調書：「応募
者の研究遂行能力及び研究環境」欄等の取扱い及び審査における
researchmapの参照について説明しております。
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更新済
「科研費審査システム改革2018」の概要

※詳しくは、文科省HPをご確認ください。（https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1380674.htm）

(平成29年９月公募)従来の審査システム

35
66
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審査区分について
「科学研究費助成事業の審査システム改革について」（平成２ ９年科学技術・学術審議会学術分科会）（抄）

３ 審査システム改革の内容等
（１）改革の内容
現行の「分科細目表」は、本来科研費の審査区分を示すものであり、学問分野の体系化を趣旨としたものではなく、

また、大学の学科・専攻や学会の分野などに基づいているものでもない。この点を明瞭にするために、現行の「分科細
目表」を廃止し、新たに「審査区分表」を作成することとした。
「審査区分表」は、応募者が審査を希望する関連分野を柔軟に選択できるよう、研究種目に応じた審査区分（「小区

分・中区分・大区分」）を設定し、また、審査区分と一体的に運用している審査方式についても研究種目の特性に応じ
た新しい方式を採用することとした。以下、これら審査区分および審査方式の見直しや関連措置を含め、平成30 年度
助成以降の新審査システムへの移行に係る取組全体を「科研費審査システム改革２０１８」と呼び、その内容を示す。
なお、「審査区分表」は、学術研究の動向を把握して、５年程度での定期的な見直しを念頭に置きつつ、軽微な内容

については柔軟に対応を進めていくこととする。

① 「基盤研究（Ｂ・Ｃ）」等の審査区分（小区分）及び審査方式について
・ 「基盤研究（Ｂ・Ｃ）」、「若手研究」のように現行の審査システムにおいて、１細目当たりの応募件数が多い研究種目
については、学術研究の多様性に配慮し、これまでに醸成されてきた多様な学術研究に対応する審査区分として306
の小区分を設定する。その際、小区分が固定化されたものではなく、学術研究の新たな展開や多様な広がりにも柔軟
に対応できるよう、それぞれの小区分は、「○○関連」とし、応募者の選択の自由を確保する。

・ 小区分には、応募者が小区分の内容を理解する助けとなるよう、「内容の例」を付す。各小区分の「内容の例」は、
概ね10個程度とするが、本来的には各小区分の内容は今回の「内容の例」として列記されたものに限定されるもので
はなく、そのことを示すため、「内容の例」として列記された事項の後に「など」を加える。

・ 小区分では「２段階書面審査」により採否を決定する。「２段階書面審査」においては、電子システムを利用して、書
面審査を２段階にわたって行う。１段階目においては、審査委員全員が全ての応募研究課題を審査する。この１段階
目の審査結果に基づき採否のボーダーライン付近となった研究課題のみを対象として、同一の審査委員が２段階目
の審査を行い、改めて評点を付す。その際、当該小区分の全ての審査委員の１段階目の審査意見等を参考とする。

※報告書全体は、https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/01/19/1367698_01.pdf を参照
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審査区分についてのポイント

37

 従来の「分科・細目表」を廃止。全体的に「大括り化」した「審査区分表
（大・中・小区分による構成）」を新設。

 「審査区分」は、
→学問分野の体系化を趣旨としたもの、
→大学の学科・専攻や学会の分野などに基づいているもの、

のいずれでもない。
 審査区分は固定化されたものでなく、学術研究の新たな展開や多様な広がりに
も柔軟に対応できるよう、小区分は「○○関連」、中区分は「○○および関連
分野」、大区分は分野名を付さずに記号（A～K）で表記し、応募者の選択の自
由を確保。

 「キーワード」は、「内容の例」に変更。10個程度を限定列記。

「審査区分」の設定内容を全面的に見直し

研究種目により適用する「審査区分」が異なる
 研究者は、「自らが応募する研究種目」に対応する「審査区分」を選択。

 審査委員の選考は、各「審査区分」への対応ができることを考慮。

 審査委員に対し、「審査委員から見て審査区分の選択が不適切と思われる場合で
あっても、それだけを理由に評価を下げない」よう要請。

※詳しくは、文科省HPをご確認ください。
（https://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/01/19/1367698_01.pdf）
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審査区分表の例

※審査区分表（小区分一覧）の例
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審査方式の見直し（新旧比較）①

【旧方式】「2段審査」方式（分科細目表）

書面審査（細目ごと） 合議審査（○○小委員会）

書面審査を行う審査委員と合議審査を行う審査委員とが別々に設けられていた。

「書面審査を行った審査委員」が、他の審査委員の審査意見等を参照し、自身の
審査内容を再検討できる審査方式ではなかった。

また、合議審査において、書面審査の評点に基づく合議となるため、
実質的な議論にはなりにくかった。

39

～H29 旧方式

１課題当たり、４名又は６名の審査委員が
書面審査を電子システム上で個別に実施。

３～５名程度の審査委員が書面審査結果に基づき、
分科ごと（人社系は細目ごと）のグループで
合議審査を実施し採否を決定。＜○○小委員会＞
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審査方式の見直し（新旧比較）②

①総合審査（中区分、大区分）
書面審査（中区分、大区分ごと） 合議審査（中区分、大区分ごと）

平成30年度公募からの「総合審査」方式は、書面審査と合議審査を同一の審査委員が実施

「書面審査を行った審査委員」が、他の審査委員の審査意見等を参照し、自身の
審査内容を再検討できる審査方式へと変更。

また、合議審査において、書面審査の点数にこだわらず検討し、全審査委員が
研究計画調書に基づき、対等な立場で議論することを求めている。 40

新方式（総合審査）

１課題当たり、より幅広い分野にわたって配置
された複数名の審査委員が電子システム上で
書面審査（相対評価）を実施。

書面審査の集計結果をもとに、書面審査と同一の
審査委員が合議によって多角的な審査を実施し、
採否を決定。
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審査方式の見直し（新旧比較）③

②2段階書面審査方式（小区分）
１段階目の書面審査（小区分ごと）

「書面審査を行った審査委員」が、他の審査委員の審査意見等を参照し、自身の
審査内容を再検討できる審査方式へと変更。

書面審査の点数にこだわらず検討し、全審査委員が研究計画調書に基づき、対等な立場で議論
ができる「総合審査方式」は理想的な審査方式である。
一方、全ての研究種目において「総合審査方式」を導入することは、審査委員負担の増大、ス
ケジュールの長期化、審査運営上のコスト増大など、様々な問題点から困難。
そこで、「総合審査方式」同様、他の審査委員の意見を参照できる「２段階書面審査方式」も
導入。

２段階目の書面審査（小区分ごと）

41

新方式（2段階書面審査）

１課題当たり、「小区分」ごとに配置された複
数名の審査委員が電子システム上で書面審査を
（相対評価）を実施。

１段階目の書面審査の集計結果をもとに、他の委員の
審査意見も参考に電子システム上で ２段階目の評点
を付し、採否を決定（審査委員は1段階目と同一）。
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総合審査：「基盤研究（S・A）」

審査方法

審査委員全員が全ての研究課題について、書面審査を行った上で、同一の審査
委員が合議審査の場で各応募研究課題について幅広い視点から議論を行う。
なお、「基盤研究（S）」では専門分野が近い研究者が作成する審査意見書を書
面審査及び合議審査で活用するとともにヒアリング審査を行う。

審査委員数

６～８名

評点分布等

【書面審査】
４段階の相対評価：S（10%）、A（10%）、B（10%）、C（70%）

【合議審査】

応募研究課題について、１課題ごとにお互いの意見に対する率直な議論を納得
がいくまで重ねて採否を決定。

審査結果の開示

・採択となった課題について「審査結果の所見」を開示、審査結果の所見の概要を
一般に公開

・不採択となった課題についておおよその順位と「審査結果の所見」を開示 42

 書面審査の点数にこだわらず検討

 専門分野の審査委員の判断に任せず、全審査委員が対等
な立場で議論

 専門知に頼らず、研究計画調書に基づき議論

 研究計画調書の長所と短所をコメント
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２段階書面審査：「基盤研究（B・C）」「若手研究」

審査方法

審査委員が各研究課題について、合議審査を行わず、同一の審査委員が２段階
にわたり書面審査を行う。

審査委員数

基盤研究（B）：６名
基盤研究（C）、若手研究：４名

評点分布

【１段階目の書面審査】
４段階の相対評価：４（10%）、３（20%）、２（40%）、１（30%）
（各評定要素は４段階の絶対評価）

【２段階目の書面審査】（採否のボーダーゾーンの課題を対象）
４段階の相対評価：A（採択予定件数の1/3）、B（同左）、C（同左）、D（残り）
※２段階目の対象について、一部の審査委員が極端に低い評点を付した研究課題についても考慮

審査結果の開示

43

 研究計画調書の長所と短所をコメント

 1段階目において他の委員が書いたコメントを参照

不採択となった課題についておおよその順位、各評定要素の素点（平均点）、
「定型所見」を開示
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２段階目
審査対象課題

採択研究課題

ボーダーゾーン

ボーダーゾーンより
総合評点の平均点が

高い課題

１段階目の
書面審査

（利害関係対象課題
の確認を含む）

２段階目の
書面審査

ボーダーゾーンより
総合評点の平均点が

低い課題 交付内定
【2月末】

【11月上旬～12月中旬】 【1月中旬～1月下旬】

（採択予定件数の
上位80％～120％）

２段階目の書
面審査結果上
位の課題（半
数程度）

審査委員１名のみ評点１
を付しているが、当該評
点を除いて平均点を算出
するとボーダーゾーン以
上に該当する課題

審査委員のうち１名でも
評点１を付した課題

２段階書面審査の流れ（イメージ）
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新たな審査方式に関する検証結果

45

○振興会では、新たな審査方式の検証の一環として、令和元年度に、旧審査方式（２段階審査方式）と新しい審査方式（総
合審査、２段階書面審査）の両方を経験したことのある審査委員を対象としたアンケート調査を実施した。

○アンケート調査の結果、総合審査については、「旧審査方式に比べ、合議審査が充実し審査が深まったと思いますか」との質問に
対して、「思う」又は「やや思う」と回答した者の割合が90％以上であった。

○また、２段階書面審査についても、「旧審査方式に比べ応募課題への理解を深めた上で審査ができたと思いますか」との質問に対
して、「思う」又は「やや思う」と回答した者の割合が85％であるなど、審査委員経験者は、新しい審査方式についておおむね好意
的であることが明らかとなった。

（第６期科学技術・イノベーション基本計画に向けた科研費の改善・充実について
（令和３年１月２１日 科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会））
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【科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部会等における議論の概要】

研究計画調書の変更（研究業績欄）について①

（問題意識等）

〇 「研究業績」欄に必ずしも研究課題とは関係のない業績を不必要に連ねたりする可能性など、

審議過程において応募、審査の本来の在り方を歪めかねない実態があるのではないか。

〇 「研究業績」欄が、応募者にとって「できるだけ多くの業績でスペースを埋めなければ審査にお

いて不利になるのではないか。」といった誤った認識を与えている可能性があるのではないか。

○ 研究代表者及び研究分担者の分担内容に応じた研究遂行能力を評価するために研究業績等

の確認は必要だが、研究業績等の「書かせ方」については一考の余地がある。

○ 科研費の審査に関し、あたかも業績偏重主義であるかのような認識を応募者その他に与える

可能性については、できるだけ是正を試みるべきであり、そのための工夫を考慮する必要がある。

○ 「研究業績」欄を引き続き活用する場合にあっては、応募者が研究遂行能力の評価に必要な

情報を適切に記載できるような配慮が必要。（単に「欄を埋める」ことが重要であるかのような

印象を払拭する必要がある。）

○ 研究業績等による研究遂行能力の評価について、応募者、審査担当者の双方に正しい認識を

醸成するよう努めることが必要。 46

H31公募
から変更
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47

研究計画調書に記載する研究業績については、当該研究計画に対する研究遂行能力を有しているか確認

するためのものであることを明確化するため、審議会等による議論を経て、平成31（2019）年度公募よ

り、基盤研究等における研究計画調書の「研究代表者および研究分担者の研究業績」欄を「応募者の研

究遂行能力及び研究環境」欄に変更

研究計画調書の変更（研究業績欄）について②研究計画調書の変更（研究業績欄）について②
H31公募
から変更

「基盤研究（A）の研究計画調書「２ 応募者の研究遂行能力及び研究環境」より抜粋」

研究計画調書に留意事項を表示し、研究業績を書くことができ
ることを明確にし、論文を引用する場合の記載方法の例を記載。
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審査におけるresearchmap等の参照について①

競争的資金における使用ルール等の統一について（抜粋）
（平成２７年３月３１日 令和３年３月５日改正 競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ）

８ 電子申請等の促進
（３）国立研究開発法人科学技術振興機構が運営するresearchmap と府省共通研究開発管理システ
ム等の連携を促進するため、研究代表者及び研究分担者の研究業績の提出を求める事業におい
ては、各資金制度の応募要領等にresearchmap への登録及び入力を推奨する文章を掲載し、研究
者等に利用を促すとともに、研究業績として、（中略）researchmap の登録情報の活用を促すこと。
なお、researchmap の更なる活用の方途について、今後も検討を進める。

令和4（2022）年度 科学研究費助成事業 科研費 公募要領（抜粋）
５ 研究者情報のresearchmapへの登録について

researchmapは日本の研究者総覧として国内最大級の研究者情報データベースであり、登録した業績情
報は、インターネットにより公開が可能であるほか、e-Radや多くの大学の教員データベース等とも連携し
ており、政府全体でも更に活用していくこととされています。
また、科研費の審査において、researchmap及び科学研究費助成事業データベース（KAKEN）の掲載情

報を必要に応じて参照する取扱いとしますので、researchmapへの研究者情報の登録をお願いします。な
お、審査においてresearchmapの掲載情報を参照するに当たっては、researchmapに登録されている「研
究者番号」により検索を行いますので、researchmapへ研究者情報を登録する際には、必ず「研究者番号
」を登録してください。

48

H31公募
から変更
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審査におけるresearchmap等の参照について②

 科研費の審査において、研究遂行能力を有しているかについては
研究計画調書で判断します。

 審査の際に審査委員が必要に応じて参照することができますが、
従前よりも審査の際に審査委員がresearchmapを参照しやすく
なることから、必要な情報を積極的に登録・更新してください。

 researchmapは参考情報として参照するため、researchmapの更新
・登録自体が直接的に採否に影響することはありません。

 なお、 researchmapの情報は必ずしも審査に必要な情報のみで
はないため、審査に必要のない情報までは活用しないよう審査委
員に周知しています。

＜researchmapの具体的な取扱い＞

49

H31公募
から変更
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採択された研究課題に関する情報について

○科研費では、採択された研究課題に関する情報（研究課題名・研究者氏名・所属機関・交
付予定額等）については、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成
13年法律第140号）第5条第1号イに定める「公にすることが予定されている情報」である
ものとします。
これらの情報については、報道発表資料及び国立情報学研究所の科学研究費助成事業デー

タベース（KAKEN:https://kaken.nii.ac.jp）等により公開します。

科研費に応募される研究者は、上記を踏まえた上で応募してください。

※KAKENの画面イメージ図

50
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51

１．令和４年度科研費公募における主な変更点等

２．科研費の使用等に関する主な改善点・変更点

について

３．科研費審査システム改革等について

４．研究者・研究機関の方へのお願い
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「科研費電子申請システム」での画面遷移順
「研究者ログイン」→ 「交付内定時の手続きを行う」→ 「審査委員候補者情報の登録・修正を行う」

詳細はこちら https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/docs/kofumanual-shinsaiin.pdf

審査委員候補者データの確認・更新について

令和３年４月より 「審査委員候補者データベース」を「科研費科研費電子申請システム」へ統合しまし
た。 「科研費電子申請システム」にログインして、情報の確認・更新をお願いします。確認・更新は通年
で可能です。特に、「①審査可能区分」及び「②内容の例」は、審査委員を選考する上で大変重要な情
報ですので、必ず確認・更新するよう、所属の研究者への周知と協力をお願いいたします。

「審査委員候補者データベース」に登録されているデータの確認・更新は、
適切な審査委員を選考するために大変重要です。

【確認・更新をお願いする事項】

１．基本情報（所属機関、職名等）

２．「審査可能区分」及び「内容の例」
・小区分：最大3つ（2つは必須）

※小区分については「内容の例」も必ず
登録してください。

・中区分：最大4つ（1つは必須）
・大区分：最大3つ（1つは必須）

３．主な発表論文、受賞歴

４．競争的研究費の獲得状況
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研究者の多様なキャリアを応援するサイト「CHEERS!」オープン
Ｒ4

ＮＥＷ！

学術の振興のためには、多様な人材が自らの能力を発揮し、活躍できる環境づくりが重要であることから、日本学術振興会では
、令和２(2020)年３月に「独立行政法人日本学術振興会の事業に係る男女共同参画推進基本指針」を策定し、学術分野
における男女共同参画を推進しております。
その一環として、研究とライフイベントの両立など、全ての研究者の多様なキャリアを応援することを目的としたウェブサイト「

CHEERS!」（チアーズ）（https://cheers.jsps.go.jp/）をオープンしました。今後、「CHEERS!」を通じて、研究と育児の
両立等に役立つ情報の発信を行うとともに、研究者相互のネットワークづくりのための取組等を積極的に進めて参りますので、是非
御活用ください。
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２．コンテンツイメージ

54

JSPS男女共同参画推進ウェブサイト「CHEERS！」について
１．コンセプト

『研究者のワークライフバランスを応援！研究者のためのコミュニティサイト』
（https://cheers.jsps.go.jp/）
• 学術分野の男女共同参画を推進するための取組のひとつとして、情報発信の強化のために作成。
• 研究と育児の両立等に活用できるJSPSの支援制度に関する情報や、研究者及び大学のグッド
プラクティス等を発信するとともに、今後、研究者相互のネットワーキングに資する機能などを
盛り込むことを検討中。

大学等の支援制度の紹介＊

JSPSの支援制度の概要
データで見る

研究分野の男女共同参画

JSPS男女共同参画推進
アドバイザーからの情報発信＊

オンライン交流機能＊

研究者の声
（経験談など）

JSPS海外センターからの
現地レポート

理解促進・啓発 支援へのアクセシビリティ向上 研究者相互のコミュニケーションの活性化

研究とライフイベントの両立を支援する

研究者交流会等の情報＊

シンポジウム等の情報＊

目的

内容

＊は今後掲載予定または検討中の内容となります

JSPS男女共同参画推進ウェブサイト「CHEERS！」について
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■制度のルールを理解した柔軟な研究費の使用
⇒基金種目や調整金制度のルールに沿った柔軟な研究費使用を可能にすることで、研究成果の最大化や研究費の
無駄な使いきりや不正使用の防止にもつながります。

■合算使用による共用設備の購入
⇒複数の研究費資金や科研費同士を合算して共用設備を購入する
ことで、当初の計画よりも高機能な設備を導入することが可能
になるなど、より効果的な研究費の使用が可能になります。

■科研費により購入した設備の学内外の研究者への共用
⇒保有している設備について、他の必要としている研究者の使用が可能とすることで設備の有効活用が期待でき
ます。

「科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」（平成25年11月 総務省）（※）においては、大学等に
おいて、基金化の導入の趣旨に則った運用が行われていない事例が報告されています。
＜参考＞ （https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/hyouka_kansi_n/ketsuka.html）

各研究機関の事務担当者の方にお願いしたいこと

研究者に、より優れた研究成果を上げていただくためには、制度についてのご理解
を深めていただくとともに、研究機関の経理管理の体制整備など、事務担当者の方の
ご協力が不可欠ですので、ご協力をよろしくお願いします。

科研費制度では、以下のような取組により、研究費の使い勝手を向上させることで、
研究者が研究により専念でき、優れた研究成果が創出されることを目指しています。

平成29年3月24日付け、文科省高等教育局、
研究振興局事務連絡として、研究費の管
理・使用に係る「大学等における過度の
“ローカルルール”の改善」に向けた事務連絡
を発出していますので、ご参照ください。
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（令和４年度基盤研究（B・C）、若手研究の審査依頼の例）

審査に当たって、審査関係資料は審査委員の所属機関事務局を経由して送付いたしますの
で、速やかに該当審査委員に直接手渡しの上、期日までに日本学術振興会までご連絡くだ
さい。

①令和３年１１月初旬 審査資料送付（２段階書面審査分）

審査資料は２段階目の書面審査にて使用されますので、１段階目の書面審査が終了した
時点では、処分しないでください。

②令和３年１２月中旬 １段階目の書面審査（２段階書面審査分）〆切

２段階書面審査の審査関係資料については、所属機関事務局において期限を定め、審査委
員から回収し、必ず裁断等により再生不可能な状態にして処分してください。処分が完了
したら、期日までに日本学術振興会にご連絡ください。

③令和４年１月下旬 ２段階目の書面審査〆切（２段階書面審査分）

＜留意事項＞
・令和４年度の審査委員の所属・職・氏名は、令和６年度の審査終了後に、本会ホーム
ページ上において、「令和４年度審査委員名簿」として公表する予定ですので、その旨
ご留意の上、審査資料の配布に当たっても守秘の徹底にご協力ください。
・日本学術振興会の各担当の連絡先及び返信期日等の詳細は、今後発出される依頼文書を
ご確認ください。

科研費審査の依頼について（所属機関事務局）

56

※ 基盤研究（A）（総合審査分）は、上記より1ヶ月程度早いスケジュールを予定しております。
※ 基盤研究（A）の②書面審査の〆切は11月中旬です。審査資料は審査委員ご本人が日本学術振興会に直接返送する

予定であるため、誤って所属機関事務局で処分しないようご注意ください。
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実務担当者向け説明会について

≪趣旨≫
○ 初めて科研費の実務を担当される方々に基本的な仕組みや現状を理
解していただくこと

○ 実務担当者の方々に、科研費についてより深く理解していただき
円滑に業務を行っていただくこと

≪内容≫
１．科研費制度の概要
２．科研費への応募・審査
３．科研費の管理と適正な執行
４．研究費の不正使用、研究活動における不正行為の防止 etc・・・

従来より実施している各研究機関等における科研費説明会に加えて、実務担当者
向け説明会についても各研究機関等からの要望に応じてJSPSより講師を派遣し
ます。研究者向けの説明会にも対応します。
いずれの説明会についても、近隣の研究機関等も含めた複数機関での開催も可能
です。

開催例）複数機関におけるFD・SD研修や初任者研修、
複数機関における科研費説明会

57

例年お知らせしている内容
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独立行政法人日本学術振興会において、科研費関連業務について研究者等の意見・要望を取り
入れた改善を進めるため 、科研費ホームページ上に「科研費に関するご意見・ご要望受付窓口」
を設置しています。窓口にいただいた意見を踏まえ、今後も制度改善につなげていく予定です。

（参考）科研費を含む競争的資金全般に関する意見・要望につい
ては、内閣府において受付窓口を開設しています。

内閣府URL：https://form.cao.go.jp/cstp/opinion-0098.html

日本学術振興会科研費ホームページ：
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html
（日本学術振興会科研費ホームページに設置した受付窓口の
バナーから、専用フォームにリンク）

科研費に関するご意見・ご要望受付窓口

意見
区分

内容

１ 科研費制度について

２ 公募について（公募要領、研
究計画調書の様式等）

３ 審査・評価について

４ 科研費の使用、各種手続き
について

５ その他

【入力フォームイメージ】

科研費に関するご意見・ご要望受付窓口

意見提出窓口は日本学術振興会ＨＰのトップページに設置
しています。

58
89

https://form.cao.go.jp/cstp/opinion-0098.html
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html


公募に関する問い合わせは、
研究機関を通じて行ってください。

問合せ先（公募の内容に関すること）

・公募要領全般
研究助成企画課
電話 03-3263-4796

・特別推進研究、基盤研究（Ｓ）
研究助成第二課
電話 03-3263-4254 （特別推進研究担当）
電話 03-3263-4388,4632 （基盤研究（Ｓ）担当）

・基盤研究（Ａ・Ｂ・Ｃ）、若手研究
研究助成第一課
電話 03-3263-4724,1003,0996,4758

・挑戦的研究（開拓・萌芽）
研究助成第一課
電話 03-3263-0977

・奨励研究
研究助成第一課
電話 03-3263-0976,0980,1041

・国際共同研究加速基金（帰国発展研究）
研究助成企画課
電話 03-3263-4927

日本学術振興会が公募を行うもの

・新学術領域研究（研究領域提案型）
・学術変革領域研究
研究振興局 学術研究助成課
科学研究費第一・二係
電話 03-6734-4094

文部科学省が公募を行うもの

59

説明資料等に関するご質問については、まずは以下に掲載しているFAQをご確認ください。
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/06_jsps_info/g_210709_2/index.html

FAQで解決しない場合は、次ページの問い合わせ先までご連絡ください。
多く寄せられたご質問等については、FAQを追加掲載する予定です。
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科学研究費助成事業（科研費）
の不正使用・不正行為について

令和３（2021）年７月
文 部 科 学 省 研 究 振 興 局
学 術 研 究 助 成 課

資料３
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研究機関による「科研費」の管理～機関管理～

○ 研究者使用ルール（補助条件（交付条件））

• 研究機関に各研究機関が行うべき事務等に従って補助金（助成金）

の管理を行わせる

○ 機関使用ルール（各研究機関が行うべき事務等）

• 研究者に代わり、補助金（助成金）（直接経費）を管理する。本規程に

定めのない事項については、「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」等を踏まえ、各機関が定める規程等に従って適

切に行う

研究機関が自ら定める科研費に関するルールが、直接経費の使い勝手に
大きく影響している。

研究費は採択された研究課題の研究代表者に対して交付されますが、研究の実
施に専念してもらうため、研究機関が責任をもって管理することとしています。

平成２９年３月２４日付けで、文部科学省高等教育局、研究振興局の連携により、研究費の管理・使用に係る
「大学等における過度の“ローカルルール”の改善」に向けた事務連絡を発出。
文科省HP掲載箇所 http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/houjin/__icsFiles/afieldfile/2017/04/19/1222251_02.pdf

292



使用ルールの階層構造

【研究機関が定めるルール】

・○○大学研究費取扱規程
等

【制度のルール①】

・研究機関使用ルール

・徴収すべき証拠書類
・クレジットカードの使用方法
・「科研費」受領前の立て替え払いの方法
・レンタカー使用の条件
・外国での助成金使用の注意事項 等

・申請資格の確認
・直接経費の管理・執行、適正な使用の確保
・間接経費の管理・執行、適正な使用の確保
・関係書類の整理・保管
・研究者からの補助事業変更等手続書類を振興会へ提出
・実績報告書、研究成果報告書の取りまとめ及び振興会へ提出

・直接経費は研究機関のルールに従って使用
・間接経費は研究機関に譲渡
・補助事業変更等手続書類は研究機関を通じて振興会へ提出
・実績報告書は研究機関を通じて振興会へ提出
・研究成果報告書は研究機関を通じて振興会へ提出

・善良なる管理者としての注意義務、目的外使用の禁止 など
・予算単年度の原則（補助金）
・繰越明許費（補助金）

【制度のルール②】

・研究者使用ルール

【法令による規制】
・財政法
・補助金適正化法 等

科研費の使用ルールの階層構造は以下のとおりです。法令による規制があり、そ
の上に、科研費制度のルールがあり、更にその上に各研究機関が定めるルール
があります。
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○ 研究機関全体の意識改革を図り、研究費不正の防止に関する高い意識を持った組織風土を形成するために、
以下の３項目を柱に不正防止対策を強化。

○ これまでの各研究機関の取組状況や不正事案の発生要因を踏まえ、従前のガイドラインの記述の具体化・明確化を図る。

○ ガイドラインに基づく管理・監査体制については、各研究機関において土台となる基本的体制が整備され、不正防止の取組が行われ
てきたが、依然として様々な形での研究費不正が発生し続けている。
【件数】平成２６年度のガイドライン改正後も、研究費不正の認定件数は毎年１０件程度で推移
【種別】「物品・役務」の不正が減少する一方、「謝金・給与」及び「旅費」の不正が増加傾向
【要因】①不正防止のPDCAサイクルの形骸化、②組織全体への不正防止意識の不徹底、③内部牽制の脆弱性

○ 我が国の科学技術・学術の発展のためには、研究費不正を起こさせない環境を構築し、不正を根絶することが急務。

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）の改正概要
（令和３年２月改正 文部科学大臣決定）

＜不正防止対策強化の３本柱＞

 最高管理責任者による不正根絶への強い
決意表明と役員会等での審議の要件化

 監事に求められる役割として、不正防止
に関する内部統制の状況を機関全体の観
点から確認し意見を述べることを要件化

 効果的な内部統制運用のため不正防止の
PDCAサイクルを徹底
【不正防止計画への内部監査結果の反映等】

ガバナンスの強化
～不正根絶に向けた最高管理責任者の

リーダーシップと役割の明確化～

 統括管理責任者が行う対策として、不正を
防止する組織風土を形成するための総合的
な取組のプロデュースを要件化

 不正根絶に向けた啓発活動（意識の向上と
浸透）の継続的な実施を要件化

 啓発活動は、コンプライアンス教育と
併用・補完し内部監査の結果など認識の
共有を図る

意識改革
～コンプライアンス教育・啓発活動による

全構成員への不正防止意識の浸透～

 内部監査の実施にあたり専門的な知識を
有する者（公認会計士等）の参画を
要件化

 監事・会計監査人・内部監査部門の
連携を強化し、不正防止システムの
チェック機能を強化

 コーポレートカードの利用等、研究者を
支払いに関与させない支出方法の導入等

不正防止システムの強化
～監査機能の強化と不正を行える

「機会」の根絶～

改正の背景

改正の内容 ～研究費不正根絶のために～

各研究機関：令和３年度を「不正防止対策強化年度」と位置付け、各機関で再点検を行い体制整備を推進
文部科学省：各研究機関における体制整備状況のモニタリング及び指導を強化整備
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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）骨子

（１）競争的研究費等の運営・管理に関わる責任体系の明確化 ※最高管理責任者及び統括管理責任者の役割を追加
（２）監事に求められる役割の明確化 【新設】

第１節 機関内の責任体系の明確化

（１）コンプライアンス教育・啓発活動の実施（関係者の意識の向上と浸透） ※啓発活動を新設
（２）ルールの明確化・統一化
（３）職務権限の明確化
（４）告発等の取扱い、調査及び懲戒に関する規程の整備及び運用の透明化

第２節 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

（１）不正防止計画の推進を担当する者又は部署の設置 ※不正防止計画推進部署と内部監査部門の連携の強化
（２）不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定及び実施 ※不正防止計画へ内部監査結果を反映させることを追加

第３節 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

※コーポレートカードの利用等による不正防止対策の強化
第４節 研究費の適正な運営・管理活動

第５節 情報発信・共有化の推進

※内部監査における専門的知識を有する者（公認会計士等）の活用
※監事・会計監査人・内部監査部門の連携
※内部監査結果の周知と機関全体としての再発防止の徹底

第６節 モニタリングの在り方

第７節 文部科学省による研究機関に対するモニタリング、指導及び是正措置の在り方

第８節 文部科学省、配分機関による競争的研究費等における不正への対応 595



○交付しない期間の扱いについて

【不正使用、不正受給】

なお、以下に該当する者に対しては、「厳重注意」の沿いを講ずる。
１．上記Ⅱのうち、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少額な場合の研究者
２．上記Ⅳのうち、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された研究者
（出典：独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領第5条第1項第1号及び第3
号に定める科学研究費補助金を交付しない期間の扱いについて）
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【組織としての責任体制の確立】
○管理責任の明確化と不正行為を事前に防止する取組の推進

・不正行為疑惑の調査手続きや方法等に関する規程・体制の整備・公表
・実効的な取組推進（研究者間の役割分担・責任の明確化、代表研究者に

よる研究成果確認、若手研究者へのメンター配置等を組織的に取組む）

【不正の事前防止に関する取組】
○不正行為を抑止する環境整備

・研究倫理教育の実施

・一定期間の研究データの保存・開示の義務付け

【不正事案への対応】
○特定不正行為（捏造、改ざん、盗用）の告発受付、事案調査、

調査結果の公開
・調査への第三者的視点の導入（外部有識者半数以上。利害関係者排除）
・各研究機関における調査期間の目安の設定
・調査の公正性等に関する不服申立ては調査委員を交代・追加等して審査

研究者・科学コミュニティの責任

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【概要】
～不正行為に対する研究者・科学コミュニティ、研究機関の責任の観点から～

大学等の研究機関の責任

【研究活動】
○観察や実験等によって知り得た事実やデータを素材としつつ、

自分自身の省察・発想・アイデア等に基づき新たな知見を創造

○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、科学コミュニティへの公開

【研究者の責任】
○責任ある研究の実施

・研究活動の本質を理解し、それに基づく作法や研究者倫理を身に付ける
・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

○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、科学的根拠を示して説明

【科学コミュニティの責任】
○各研究者から公表された研究成果を厳正に吟味し、評価するこ

とを通じて、品質管理を徹底

○不正行為の範囲・定義について、各研究分野の状況等を踏まえ、
学協会の倫理規程や行動規範、学術誌の投稿規程等で明確化し、
当該不正行為が発覚した場合の対応方針を提示

○間接経費の削減
・体制不備が認められた研究機関に「管理条件」を付し、その後、履行が

認められない場合
・正当な理由なく調査が遅れた場合

違反に係る研究機関に対する措置違反に係る研究者に対する措置
○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）

○所属研究機関の組織内部規程に基づく処分

【不正行為に関する基本的考え方】
○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。不正行為に対して厳しい姿勢で臨む必要。

○不正行為への対応は、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があるため、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。

✓大学： 学生の研究者倫理に関する規範意識を徹底。学生への研究倫理教育を実施。

✓大学等の研究機関： 研究倫理教育責任者の配置。広く研究活動にかかわる者を対象

に定期的に研究倫理教育を実施。

✓配分機関： 競争的資金等により行われる研究活動に参画する全ての研究者に研究倫

理教育に関するプログラムを履修させ、研究倫理教育の受講を確実に確認。
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○交付しない期間の扱いについて

【不正行為】

※論文の取り下げがあった場合など、個別に考慮すべき事情がある場合には、事情に応じて適宜期間を軽減
することができるものとする。
（出典：独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領第5条第1項第5号
及び独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）取扱要領第5条第1項第
5号に定める期間の扱いについて） 898



科研費における研究倫理教育プログラムの受講等(1)

科研費の研究活動に参画する研究者は、以下の
①または②の受講等が必須。

①次のような研究倫理教育に関する教材の

通読・履修

・Green Book 
・eL CoRE
・APRIN eラーニングプログラム

(eAPRIN(旧 CITI Japan)) 等

②「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」を踏まえて研究機関が実施する研究
倫理教育の受講
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科研費における研究倫理教育プログラムの受講等(2)

２．令和４年度に継続が予定されている研究課題の研究代表者、研究分担者

研究倫理教育の受講等については、所属する研究機関によく確認をしてください。

ただし、令和４年度科学研究費助成事業で新たに研究分担者を追加する場合、研究
代表者は、当該研究分担者が研究倫理教育の受講等を行ったか確認する必要があ
ります。

その際、研究分担者は、交付申請前まで（交付決定後においては、研究代表者が日
本学術振興会に研究分担者の変更承認申請を行う前まで）に、研究倫理教育の受講
等を行う必要があり、受講した旨を研究代表者に報告してください。

１．令和４年度新規研究課題に参画する研究代表者、研究分担者

令和４年度科学研究費助成事業の新規研究課題に参画する研究代表者、研究分担
者は、交付申請前までに、研究倫理教育の受講等をあらかじめ行っておくことが必要
です。

なお、過去に研究倫理教育の受講等をしている場合や、他の研究機関で研究倫理教
育の受講等をした後に異動をした場合などには、所属する研究機関に研究倫理教育
の受講等についてよく確認をしてください。
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【参考】研究倫理教育教材の例（１） ― Green Book

日本語版

（平成27年3月）

英語版

（平成27年5月）

日本学術振興会

「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得
－」（通称:Green Book）を編集・出版

 研究者が知っておくべき事柄や研究の進め方などの
基盤知識をとりまとめ

 HP（https://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html）でテ
キスト版もダウンロード可能

日本学術会議 提言

「研究活動における不正の防止策と事後措置－ 科学の
健全性向上のために－ 」（平成25年12月26日）

「すべての研究者が不正行為や利益相反への対処を含
めた『科学者の行動規範』を学習し、それに基づいて行
動するように、研究機関や学会等において研究倫理に
関する研修プログラムを開発して実施することが必要」

日本学術会議

の連携・協力

（構成）
Ⅰ 責任ある研究活動とは
Ⅱ 研究計画を立てる
Ⅲ 研究を進める
Ⅳ 研究成果を発表する
Ⅴ 共同研究をどう進めるか
Ⅵ 研究費を適切に使用する
Ⅶ 科学研究の質の向上に寄与するために
Ⅷ 社会の発展のために
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【参考】研究倫理教育教材の例（２） ― eL CoRE

https://www.netlearning.co.jp/clients/jsps/top.aspx

「科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-」（ Green Book ）をもとにした「研究倫理
eラーニングコース（e-Learning Course on Research Ethics［eL CoRE］）」を提供（日本語版、英語版）
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不正使用の具体事例①

【カラ雇用、カラ謝金】

不正の手法

○ 当該教員は、学生に対し、実際に業務をしていない日を含めて虚偽の出勤表や業務従事日誌を

作成するよう指示し、当該書類に基づいて機関から学生に対して賃金を支払わせた。さらに、当該
教員は学生に対して賃金を還流するよう指示した。

○ 当該教員は、研究室の大学院生に対し、架空の勤務日及び時間を書類に記載させ、当該大学

院生が実験補助の業務を実施したように装い、機関に謝金を支払わせた。また、当該大学院生に、
謝金を現金で手渡すよう還流行為の指示を行った。

不正の発生要因

○ カラ雇用については、事務は確認していたものの雇用されていた学生の出勤状況は出勤表及び
業務従事日誌のみで行われており、事務担当部署による日々の確認がなされていなかった。

○ 当該研究機関では、事務室で書類を管理・保管することとなっていたが、当該業務が事務職員

の勤務時間外であったことから、実施確認者である当該教員に書類を常に渡したままになっており、
書類に虚偽記載が可能な状況となっていた。

13
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不正使用の具体事例②

【旅費の重複受給、目的外使用】

不正の手法

○ 当該教員は、非常勤講師として授業を担当している出張先機関からの旅費受給に加え、出張先

機関の教授との共同研究を実施すると偽って、所属機関に対して共同研究のための旅費を請求す
るという行為を行った。出張報告書には、共同研究の打合せや実験を行ったかのような記載をして
いたが、それらの具体的な実態を確認することはできなかった。

○ 当該教員は、科研費の研究とは関係のない講演を依頼されたにも関わらず、所属機関には科研

費の用務で出張を行うとの虚偽の申請及び虚偽の報告をすることによって、先方からだけでなく所
属機関からも旅費を得ていた。

14

不正の発生要因

○ 所属機関における旅費支払い処理と、出張先機関における旅費支払い処理は、それぞれ独立し
た処理のため、重複受給について照合することができていなかった。

○ 所属機関における旅費事務手続きでは、旅費支給の有無や出張事実の確認を行っておらず、

また、出張者に対して、出張先に連絡をすることがあることを周知しておらず、牽制体制が十分
ではなかった。

○研究機関における不正使用事案
URL：https://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1364929.htm
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研究活動における不正行為の具体事例①

【捏造、改ざん】

不正事案の概要

○ 当該研究者が発表した論文について、一次データをもとにした論文作成のための二次データの

作成や論文のための図を作成する段階で数値を操作することで、自身の主張にとって有利な結果
となるように捏造や改ざんを行っていた。

不正事案の発生要因

○ 当該研究者には、研究者としての行動規範や研究倫理が欠如していた。また、当該研究者が所

属する研究グループでは、当該研究者を中心に研究を進められており、グループ内では論文作成
のためのデータと図との整合性はチェックされておらず、部署全体で実施する検討会においても、
発表・報告用に作られた図を用いて説明が実施されており、データと論文に用いられる図との整合
性が十分に確認されていなかった。

15
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研究活動における不正行為の具体事例②

【盗用】

不正事案の概要

○ 当該教員の著書において、他者の論文と酷似している箇所が複数存在した。引用元の論文や

引用部分を示さず、あるいは一部の語句を言い換えて転用したり、引用元の構成や文章をほぼそ
のまま転用しており、研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠ったものであるため、
盗用として認定した。

不正事案の発生要因

○ 論文の執筆に際しては、当然守られるべきである、他の研究者の成果に対する適切な引用手続

きについて、当該教員には重大な認識不足があった。また、研究機関により研究倫理教育が実施さ
れていたものの、十分に徹底が行き届いていなかった。

16

○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）
URL：https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1360484.htm
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令和２年度科研費実地検査の結果

○研究機関における科研費の機関管理の実態及び不正防止への取組状況を把握し、必要に応じて
指導・助言を行うことにより、研究機関に対して科研費を管理する機関として必要な体制の整備を
求める。

○研究機関の科研費担当者の科研費の適正管理に対する意識向上を図る。
○実地検査結果の分析や、研究機関との科研費制度に関する意見交換の実施により、科研費制度改善の
一助とする。

（１）科学研究費助成事業実地検査の目的

○３８研究機関
国立大学…１１機関
公立大学… ５機関
私立大学…１３機関
大学共同利用機関法人…１機関
（地方）独立行政法人・国立研究開発法人…４機関
その他（公立研究機関、財団法人）…４機関

（２）令和２年度の実施研究機関数

○科研費の応募資格等に関する事項
○科研費の事務手続等に関する事項
○科研費の執行管理に関する事項
○研究機関における不正を防止するための
体制等に関する事項

※実地検査の結果は文書で通知。

※特に、「法令、科研費に係る規程等、
ガイドラインに抵触している疑いが
あるなど早急に改善すべき」指摘は、
期限を切って改善状況について報
告を求めます。

（３）主な検査事項

17

令和２年度は、新型コロナウイルスの
影響のためオンラインにより実施
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令和２年度科研費実地検査における指摘事例

【換金性の高い物品の管理が不十分（8機関/38機関）】

主な指摘内容

・換金性の高い物品の管理について、「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」
を踏まえた適切な管理がなされていない。

改善のポイント

使用ルールや管理・監査のガイドラインに基づき、規程等を研究機関にて適切に整備し、それに基
づいた管理を行ってください。その物品の金額に関わらず、換金性の高い物品とされるものがある
ため、適切な管理を行ってください。

参考

・「機関使用ルール」より抜粋
（略）なお、換金性の高い物品についても適切に管理すること。
・「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」より抜粋

換金性の高い物品については、競争的研究費等で購入したことを明示するほか、物品の所在が分
かるよう記録することなどにより、適切に管理する。

指摘なし…30機関（78.9％）

指摘あり…8機関（21.1％）

18
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令和２年度科研費実地検査における指摘事例

【検収に対する事務体制の不備（14機関/38機関）】

主な指摘内容

・発注者と検収者が同一であるなど、当事者以外のチェックが機能しない検収体制となっている。
・検収業務全般について、規程と検収業務の実態が乖離している例が見受けられる。

参考

・「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」より抜粋

発注・検収業務については、原則として、事務部門が実施することとし、当事者以外によるチェック
が有効に機能するシステムを構築・運営し、運用する。
・「機関使用ルール」より抜粋
購入物品の発注、納品検収、管理について、（中略）研究機関が適切に行うこと。

改善のポイント

・発注した当事者以外によるチェックが行われるよう、検収体制の見直しを適切に行ってください。
・検収は、使用ルールや研究機関で定める会計規程等に従って適切に行ってください。

指摘なし…24機関（約63.2％）

指摘あり…14機関（約36.8％）

19
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令和２年度科研費実地検査における指摘事例

【人件費等を支出するための事務局の関与等の不足（10機関/38機関）】

主な指摘内容

・人件費や単発的な役務に対する謝金について、研究機関の事務部門による、雇用者・作業者に
かかる勤務実態確認が行われていない。

参考

「機関使用ルール」より抜粋

・研究協力者の雇用に当たっては、研究機関が採用時に面談や勤務条件の説明を行い、雇用契約
において勤務内容、勤務時間等について明確にした上で研究機関が当事者となって雇用契約を締
結するとともに、研究機関が出勤簿や勤務内容の確認を定期的に行うなど研究協力者の勤務状況
について適切に管理して給与等を支給すること。

改善のポイント

勤務状況の確認については、研究室のみに任せるのではなく、研究機関として実態を把握できる体
制を取ってください。

指摘あり…10機関（26.3％）

20

指摘なし…28機関（73.7％）
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researchmapとは

3

● 日本の研究者総覧として約32万人の研究者が

登録している研究者データベース

● 研究者総覧作成に登録情報を利用可能

● 政策立案等に資する分析基盤として活用可能

●科研費審査時に審査委員が業績情報を必要に
応じて参照するデータベースの一つ

科研費の審査では、審査委員が業績情報の確認のため
researchmapを参照する場合がありますので、

researchmapへの登録はお忘れ無きようお願いします
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researchmapの「マイポータル」とは

4

researchmapの登録項目

● researchmap上の研究者個人ページのこと

● 研究者の業績の登録・管理が可能

● 情報発信が可能、研究者間のコミュニケーションツール機能も充実

# 項目

13 論文

14
MISC

(報告書や研究ノート等)

15 講演・口頭発表等

16 書籍等出版物

17 担当経験のある科目

18 Works

19
共同研究・競争的資金等

の研究課題

20 産業財産権

21 社会貢献活動

22 学術貢献活動

23 メディア報道

24 その他

# 項目

1 氏名

2 研究者番号

3 所属機関名

4 学位

5 性別

6 研究キーワード

7 研究分野

8 経歴

9 学歴

10 受賞

11 委員歴

12 所属学協会

正確な業績の登録、定期的な情報の更新をして、
研究者の業績を正しく管理・発信してください

マイポータルイメージ
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5

researchmap活用のメリット

大学等機関側のメリット研究者側のメリット

● researchmapを活用していただければ、研究者にも、大学等機関にも、

さまざまなメリットがあります。

●機関を異動してもresearchmapの業績

データを利用し続けられる

●研究費の申請、報告にresearchmapの

業績データを利用できる

●論文データベースなどの外部システムから

researchmapへ業績取り込みができ、

業績データを簡単に更新できる

●転入、新規採用した研究者の業績をすぐに

把握し、研究者総覧・業績入力システムに

反映することができる

●総覧・業績入力システムの開発コスト、

保守コストが削減できる

●大学では契約していない有料の論文データ

ベースからの業績取り込みができる
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A大学

リンク

6

科学 花子

A学部B学科

論文１

論文２

大学におけるresearchmapの活用

researchmap
に登録、

業績情報入力

● 研究者情報をresearchmapから自機関に取り込み、研究者総覧を整備

● 大学ホームページからresearchmapへリンク

研究者

科学花子
カガク ハナコ（Hanako Kagaku）

所属：A大学

部署：A学部B学科

研究分野：xxxx

論文：

B大学

A大学HP

オリジナルフォーマットに
researchmapから研
究者情報を取り込む

A大学研究者総覧

データ取り込み

科学花子
カガク ハナコ（Hanako Kagaku）

所属：A大学

部署：A学部B学科

研究分野：xxxx

論文：

A学部B学科

科学 花子

業績は、

B大学研究者総覧
B大学HP

リンク先のresearchmapで
研究者情報を閲覧

researchmap
に登録、

業績情報入力

研究者
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研究者自身におけるresearchmapの活用

外部DBを利
用し業績情
報を簡単に

登録

科研費への応募・審査

申請/成果報告時に
researchmapの
業績情報を利用

研究者のキャリア形成を
支援するポータルサイト

科学技術情報をつなぎ
発想を支援するサービス

求人公募情報の閲覧、
履歴書・業績リスト作成、Web応募

履歴書・業績リスト作成時に
業績情報を利用

外部DB

代理人に
情報の登
録・更新を
依頼できる

競争的資金制度の応募、成果報

告等をオンラインで行うシステム

科研費の書面審査を

オンラインで行うシステム

代理人

科研費の審査時に
審査委員が

researchmapの
業績情報を

必要に応じて参照

経歴・業績情報の登録・公開

研究者

①researchmapへ
学術論文情報・特許情報
のエクスポート 【新機能】

②researchmapから
研究者情報の表示

①

②

7
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8

researchmapの登録方法

● 方法1 研究者自身が直接、researchmapに登録を行う

● 方法2 機関担当者が、 所定フォーマットのファイルをインポートし登録を行う

方法1

研究者

方法2

大学等機関
researchmapに登録

業績情報入力

機関で管理している

業績情報を登録
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9

● e-Radの研究者番号を持っている場合

⇒TOPページの 新規登録 からアカウント登録

研究者自身による登録 1

研究者番号の入力を誤ると、科研費審査委員が登録情報を
参照する際に他者の登録情報が表示されることになります。

十分ご注意ください。
119
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● e-Radの研究者番号を持っておらず、自身で新規登録する場合

⇒TOPページ 新規登録 →

アカウント登録画面 新規登録依頼 →新規登録

研究者自身による登録 2

120



11

● e-Radの研究者番号を持っておらず、登録済みの研究者に招待してもらう場合

⇒TOPページの 研究者をさがす より、登録済みの研究者をさがして

招待を依頼し、招待を受けて新規登録

研究者自身による登録 3
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研究者自身による登録 4

●必須項目
・研究者番号
・氏名
・所属機関名
・所属区分（選択式）
・職階（選択式）
・ログインID（各自で設定）
・パスワード（各自で設定）
・eメールアドレス
・性別
・生年月日
・パーマリンク
非公開、公開、研究者のみ公開
を選択可能な項目あり

●任意項目
・部署名、職名、称号

● 登録はアカウント登録画面で行う。

● 登録時の必須項目は下記のとおり。

登録にかかる時間は、

約5分

登録後の編集も
可能
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13

研究者自身による登録時の留意点

● 以前もしくは現在の所属機関が、researchmapデータ交換システムを

用いてすでにご自身のアカウントを作成していることがあります。

● 研究者をさがす からご自身の名前で検索を行い、

登録がないことを確認してから新規登録を行ってください。

ご自身のアカウントが複数存在していた場合は、
アカウントの削除もしくは統合をお願いします。

科研費電子申請システムとの連携が機能しない場合があります。
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機関担当者による登録
● データ交換担当者IDを利用して、

自機関の研究者を新規登録する

ことができます。

研究者番号は必須ではありません

● データ交換担当者IDの利用には、

JSTに対して利用申請書【機関用

ID】を提出いただく必要があります。

● 自機関の研究者の同意を得た上でご利用ください。

詳細はこちらをご覧ください

●データ交換について
https://researchmap.jp/public/organ/datakokan

●データ交換担当者ID 利用申請書
https://researchmap.jp/public/other-document/application
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研究者番号の確認・追加方法

研究者番号の登録がないと、審査時に科研費電子申請システムから
researchmap登録情報を参照することができません。

※参照に当たっては、研究者番号の公開、非公開は問いません。

科研費電子申請システムからの参照には
researchmapへ研究者番号の登録が必要です

●マイポータル中央 基本情報 右の 編集 から

基本項目編集画面に入る。

● 「研究者番号、ORCID ID等の ID項目」タブ内

の「研究者番号」を確認・入力し、 決定 を

押下する。
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以下のいずれかの方法で新規登録された場合、研究者番号が登録されて

いない場合があります。

〇研究者番号が登録されていない代表的なケース

・ 研究者自身が新規登録依頼フォームより新規登録

・ 研究者自身が登録済みの研究者から招待を受けて新規登録

・ 機関担当者による登録

上記の方法で新規登録された方は、ご自身のマイポータルに

ログインして、研究者番号が登録されていることを確認してください。

研究者番号の登録確認について
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業績情報を登録する際、外部データベースから情報を取り込むことができます。

外部データベースからの業績情報の取り込み 1
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18

以下の外部データベースから、情報を取り込むことができます。

外部データベースからの業績情報の取り込み 2

＃ データベース名 取り込める情報 researchmapの業績項目

1 arXiv 学術論文情報 論文・Misc

2
CiNii Articles 学術論文情報 論文・Misc

CiNii Books 日本の大学図書館収蔵書籍情報 書籍

3 DBLP 情報処理分野の学術論文情報 論文

4 J-GLOBAL
学術論文情報、特許情報

※R3年5月より利用可能 論文・Misc、特許

5 KAKEN 科研費獲得情報 競争的資金等の研究課題

6 ORCID 学術論文情報 論文

7 PubMed 医学・バイオ系学術論文情報 論文

8 Scopus 学術論文情報 論文・Misc

9 Web of Science 学術論文情報 論文

10 医中誌Web 医・歯・薬・看護学系学術論文情報 論文・Misc
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令和2年2月より、AIが業績を自動で推薦したり、登録業績情報を補完したりすること
が可能になりました。

サジェストされた業績がご自身のものであれば 承認 、異なる場合には 却下 を選択し、
公開情報に反映してください。

AIによる業績のサジェスト・自動更新

いったん、AIによってサジェストされた業績に対し、
承認／却下を登録すると、

元に戻すことはできませんので、ご注意ください
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マイポータルホーム エクスポート →

研究者・業績・代理人エクスポート画面 エクスポート →（続く）

登録情報のバックアップ法 1

researchmapでは、定期的な登録情報のバックアップを推奨しています。

定期的な登録情報のバックアップをお願いします。
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研究者・業績データエクスポート画面にて、各種設定後、 エクスポート →

研究者・業績・代理人エクスポート画面にて、表示されたファイル名をクリック→

研究者・業績データダウンロード画面にて、 ダウンロード o

登録情報のバックアップ法 ２

すべての情報を保存できる形式であるため、

出力形式は、「JSON」を推奨しています
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Q. 複数のアカウントを所持していますが、デメリットはありますか。

A.科研費電子申請システムとの連携が機能しない場合があります。
アカウントを複数所持している方は、削除または統合をお願いいたします。

Q. 新規登録しようとしたら「既に登録されています」とメッセージが出ました。

A.研究者検索から、既登録情報がないか確認をしてください。

Q. researchmapで業績を登録しようとしたら、一部が登録されませんでした。

A.登録時に業績情報の重複を避ける「類似チェック」を行っています。

Q. 新規登録・更新したのに「研究者検索」でヒットしません。

A.検索用DBと研究者情報DBを別に管理しているため、新規登録情報や
更新した情報は、検索できるようになるまで最大1日ほどかかります。

よくある質問

詳細はこちらをご覧ください

●よくある質問（FAQ）
https://researchmap.jp/public/FAQ-1
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● 登録したメールアドレスがわかっている場合

→ログイン画面「パスワードがわからない方はこちら」からパスワードの再取得

ログインができない（ID/パスワードがわからない）場合

● メールアドレスが不明、もしくは利用できない場合

→メニュー「利用マニュアル・お問い合わせ」からメール登録再申請フォームにて
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情報登録時の注意事項

● researchmapで登録する研究者番号は、非公開設定でもよいのか。

⇒研究者番号は非公開でもかまいません。researchmapに登録されて
いれば科研費電子申請システムから参照することができます。

● 登録業績情報を非公開設定にしていても、科研費の審査で参照できるのか。

⇒非公開設定になっている業績は参照することはできませんので、
参照を希望する業績は公開設定にしてください。

● 科研費応募締め切りまでにresearchmapを更新すればよいのか。

⇒researchmapとしては、更新の期限は設けておりません。

研究者番号の入力を誤ると、科研費審査委員が登録情報を
参照する際に他者の登録情報が表示されることになります。

十分ご注意ください。
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Web問い合わせフォー厶 https://researchmap.jp /public /inquiry/

● トップページ
https://researchmap.jp /

● パンフレット
https://researchmap.jp /outline /rr_manual /
rmapV2_pamph.pdf

● クイックガイド
https://researchmap.jp /outline /rr_manual /
quickguide.pdf

25

お問い合わせ JSTサービス支援センター（researchmap担当）

※新型コロナウイルス感染対策を目的として、現在、サービス支援センターの業務全般を縮小しております。そのため
お問い合わせに対する回答や申請書の確認手続きに時間を要しております。ご迷惑をおかけいたしますが、何卒、
ご理解賜りますようお願い申し上げます。

へのアクセス
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科研費電子申請システムの
操作方法について

令和３(2021)年７月

資料５
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2

１．提出する応募書類について
２．応募書類の提出方法等について
３．操作手引き等の入手方法について
４．研究機関が行う手続きについて
５．研究代表者が行う手続きについて
６．研究分担者が行う手続きについて

※本資料における科研費電子申請システムの画面は開発中のものです。
実際の画面とは異なる場合があります。

137



○応募書類の構成について

科研費の応募書類（研究計画調書）は、「Web入力項目」と「添付フ
ァイル項目」の２つで構成されます。

・Web入力項目
研究課題名や応募額、研究組織などの研究課題に係る基本データを、研究代表者が

科研費電子申請システムにより、Web上で入力する部分

・添付ファイル項目
「研究目的、研究方法」などの研究計画の内容を、Wordファイル

に入力する部分
※必ず今年度の様式を使用してください。

科研費電子申請システムにおいてWeb入力項目を入力するととも
に、 Word形式又はPDF形式の添付ファイル項目をアップロードして
処理を進めると、研究計画調書（PDFファイル）が作成されます。

3

１．提出する応募書類について
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4

研究代表者が行う手続 研究機関が行う手続

①応募書類を作成
（研究機関から付与されたe-Radの
ID・パスワードにより、科研費電子申請システ
ムにアクセスし作成）

【必要に応じて行う手続】
②研究組織に研究分担者を加える場合の手続

③所属する研究機関に応募書類を提出（送信）
（当該研究機関が設定する提出（送信）期限ま
でに提出（送信））

【必要に応じて行う手続】
① e-Rad 運 用 担 当 か ら e-Rad の 研 究 機 関 用 の
ID・パスワードを取得
（既に取得済みの場合を除く。）
※ID・パスワードの発行に２週間程度必要。

②e-Radへの研究者情報の登録等
③研究代表者にID・パスワードを発行
（既に発行済みの場合を除く。）

【必要に応じて行う手続】
④所属する研究者が、研究分担者となることを承諾

⑤「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」に基づく「取組状況に係
るチェックリスト」の提出

⑥「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」に基づく「体制整備等自己
評価チェックリスト」の提出

⑦応募書類の提出（送信）

２．応募書類の提出方法等について（１）

各手続きの期限については、応募する種目の公募要領を必ず確認してください。
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○応募までの流れ（研究機関）

1. 【必要に応じて】研究者の科研費応募資格を確認後、e-Radに「科研費応募資格
有り」として研究者を登録し、e-RadのログインＩＤとパスワードを付与

2. ・「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）」に
基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」の提出
提出（送信）期限は令和３(2021)年１２月１日（水）（e-Radによる提出）

・「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」に基づく
「取組状況に係るチェックリスト」の提出
提出（送信）期限は令和３(2021)年９月３０日（木）（e-Radによる提出）

※各チェックリストの提出がない場合には、当該研究機関に所属する研究者
への交付決定を行いません。

3. 【必要に応じて】所属する研究者が研究分担者となることについて、研究機関と
して承諾

4. 研究者から提出（送信）された応募書類（研究計画調書）を確認し、日本学術振
興会へ提出（送信）
※いかなる理由であっても、期限より後に提出（送信）された応募書類は
受理しません。

※提出（送信）後に、研究計画調書等の訂正、再提出等を行うことはできません。
5

２．応募書類の提出方法等について（２）
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○「体制整備等自己評価チェックリスト」及び
「取組状況に係るチェックリスト」の提出期限について

科研費による研究の実施に当たっては、以下２点の提出が必要となります。

① 「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）」に
基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」
提出期限 ： 令和３(2021)年１２月１日（水）
提出先 ： 文部科学省 研究振興局 振興企画課 競争的資金調整室

② 「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」に基づく
「取組状況に係るチェックリスト」
提出期限 ： 令和３(2021)年９月３０日（木）
提出先 ： 文部科学省 科学技術・学術政策局 人材政策課 研究公正推進室

上記チェックリストのいずれか、あるいは両方が提出されていない場合は、
当該研究機関に所属する研究者への交付決定を行いません。

提出方法 ： e-Radによる提出（送信）
※科研費電子申請システムによる提出ではありません。

6

２．応募書類の提出方法等について（３）

（文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室
令和２年４月１日付通知）

（文部科学省科学技術・学術政策局人材政策課研究公正推進室
令和２年３月１９日付依頼）
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○応募までの流れ（応募者）

1. 様式を日本学術振興会のホームページからダウンロードし、添付
ファイル項目を作成

2. 科研費電子申請システムにログインしてＷｅｂ入力項目を入力す
るとともに、 Word形式又はPDF形式の添付ファイル項目をアップ
ロードして応募書類（研究計画調書）を作成

3. 【必要に応じて】科研費電子システムを通じ、研究分担者となるこ

との承諾を取得

4. 所属する研究機関が指定する期日までに、科研費電子申請シス

テム上で応募書類（研究計画調書）を提出（送信）

7

２．応募書類の提出方法等について（４）
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研究計画調書の作成

Web入力

項目

２－①

日本学術振興会
応募者（研究代表者）の所属研究機関
（所属研究機関担当者＋部局担当者）

研究分担者の所属研究機関
（所属研究機関担当者＋部局担当者）

応募者
（研究代表者）

研究分担者

必要に応じて応募状況の確認

却下

承認

応募者（研究代表者）の
所属研究機関担当者のみ
（応募者（研究代表者）の

部局担当者はできません。

添付ファイル項目のダウンロード

応募者（研究代表者）のe-Rad用
ID・パスワードの発行依頼・取得

１

６
研究計画調書

研究計画調書の送信

承諾依頼

承諾依頼（自動）
（研究分担者が承諾した場合）

承諾・
不承諾

２－②

承諾・
不承諾

添付ファイル

項目

３

４

５

8

○電子申請手続の概要
２．応募書類の提出期限等について（５）
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9

①日本学術振興会科学研究費助成事業ホームページの
〔電子申請のご案内〕をクリックします。

３．操作手引き等の入手方法について（１）

②〔科学研究費助成事業〕をクリックします。

応募者
機関担当者

共通
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③科研費電子申請システムのトップページが表示されます。
〔研究者の方向け情報〕又は〔所属研究機関担当者向け情報〕をクリック
します。

応募者
機関担当者

共通

３．操作手引き等の入手方法について（２）

科研費電子申請システムのご利用環境は、
こちらからご確認ください。
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研究者向け、所属研究機関担当者向けの操作手引等が、それぞれ掲載されています。

３．操作手引き等の入手方法について（３）

応募者
機関担当者

共通
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３．操作手引き等の入手方法について（４）

科研費電子申請システムの体験版では、研究代表者が新たに応募書類（研究計画
調書）を作成する手順や、一時保存した応募書類（研究計画調書）の作成を再開す
る手順を確認できます。

応募者
機関担当者

共通
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（１）ログイン方法
①科研費電子申請システムのトップページの〔所属研究機関担当者ログイン〕
をクリックします。

機関担当者

４．研究機関が行う手続き（承認・却下）について（１）

②「所属研究機関担当者ログイン」画面が表示されます。
e-Radの「ID」、「パスワード」を入力し、〔ログイン〕をクリックします。
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③「所属研究機関担当者向けメニュー」が表示されます。 機関担当者

４．研究機関が行う手続き（承認・却下）について（２）

※６０分程度操作しない場合、自動的にログアウトします。149
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（２）応募情報の承認・却下
①承認・却下を行う研究種目の「承認（確認）・却下」欄にある〔確認〕をクリックします。

※応募者から研究機関へ送信され、研究機関において承認（又は却下）が済んでいない応募情報がある場合、
「所属研究機関担当者向けメニュー」に未承認の課題がある旨のメッセージが表示されます。

４．研究機関が行う手続き（承認・却下）について（３）

※

機関担当者
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②応募者から提出（送信）があった応募情報を確認し、承認又は却下します。

応募者へ差し戻す場合は、
〔却下〕をクリックしてください。

※承認すると、日本学術振興会へ提出（送信）され、訂正、再提出等を行うことができなくなりますので、ご注意ください。

機関担当者

４．研究機関が行う手続き（承認・却下）について（４）

送信があった応募情報を日本学術
振興会へ提出（送信）する場合に
は、承認「する」を選択した上で、
〔承認〕をクリックしてください。

提出（送信）があった応募情報を日
本学術振興会へ提出（送信）する
場合には、承認「する」を選択した
上で、〔承認〕をクリックしてください。

各研究課題における研究分担者の承諾状況を
確認することができます。
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○研究分担者が所属する研究機関
①承諾・不承諾を行う研究種目の「研究分担者承諾・不承諾等」欄にある

〔確認〕をクリックします。

※研究分担者が承諾済みで、研究機関における承諾（又は不承諾）が済んでいない研究分担者承諾依頼
がある場合、「所属研究機関担当者向けメニュー」に研究分担者の承諾依頼がある旨のメッセージが表示
されます。

機関担当者

４．研究機関が行う手続き（研究分担者承諾）について（１）

※
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②研究者が研究分担者となることを承諾した研究課題について、研究分担者として
参画することを承諾する場合は、「承諾・確認」欄の「する」を選択し、〔承諾・確認〕
をクリックします。又は、承諾しない場合は〔不承諾〕をクリックします。

承諾しない場合は、〔不承諾〕
をクリックしてください。

※機関担当者が承諾した後、研究代表者の差し戻し処理により研究分担者がエフォート等の情報を修正した場合は、
機関担当者が再度承諾を行う必要はありません。

機関担当者

４．研究機関が行う手続き（研究分担者承諾）について（２）

承諾する場合には、「する」を選択
した上で、〔承諾・確認〕をクリックし
てください。

承諾する場合には、「する」を選択
した上で、〔承諾・確認〕をクリックし
てください。

当該研究種目の研究分担者
承諾状況一覧をダウンロー
ドすることができます。
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○研究代表者が所属する研究機関
機関担当者

４．研究機関が行う手続き（研究分担者承諾）について（３）

当該研究課題における研究
分担者承諾の取得状況を確
認できます。

当該研究課題における研究
分担者承諾の取得状況を確
認できます。
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機関担当者

４．研究機関が行う手続き（研究分担者承諾）について（４）

全ての研究種目の研究分担
者承諾状況一覧をダウンロ
ードすることができます。

機関担当者がこのボタンをクリックし、青字
の部分を「部局担当者を許可」に変更する
と、部局担当者も研究分担者承諾依頼を承
諾（又は不承諾）することができます。155
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（１）ログイン方法
①科研費電子申請システムトップページの〔研究者ログイン〕をクリックします。

５．研究代表者が行う手続きについて（１）

②「応募者ログイン」画面が表示されます。
e-Radの「ID」、「パスワード」を入力し、〔ログイン〕をクリックします。

（注）大文字、小文字、全角、半角について、完全一致しない
とログインできません。

研究者用のe-RadのIDとパスワードは、研究機関の担当者
がe-Radで発行するものです。応募者がID・パスワードを紛
失した場合は、各研究機関において、確認・再発行を行って
ください。

応募者
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③「応募者向けメニュー」画面が表示されます。

５．研究代表者が行う手続きについて（２）

応募者
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（２）添付ファイル項目様式のダウンロード
①「応募者向け」メニュー画面から、応募したい研究種目名をクリックします。
ここでは、基盤研究（Ｃ）（一般）に応募する場合を例示します。

②応募する研究種目の添付ファイル項目様式を、リンク先の日本学術振興会
ホームページからダウンロードします。

５．研究代表者が行う手続きについて（３）

応募者
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（３）研究計画調書管理メニューの表示
①応募する研究種目の〔応募情報入力〕をクリックします。

②重複応募に関する注意書きが表示されます。内容を確認して〔ＯＫ〕をクリックします。

５．研究代表者が行う手続きについて（４）

応募者
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③研究計画調書管理メニューが表示されます。

５．研究代表者が行う手続きについて（５）

応募者

（４）へ

（５）へ
（６）へ

（７）へ
160



26

（４）研究課題情報の入力
①研究課題名等を入力します。

５．研究代表者が行う手続きについて（６）

応募者

採択されなかった場合の審
査結果について、開示希望
の有無を選択してください。

最終保存日時から
の経過時間を表示。

科研費電子申請システム
は、長時間操作が行われ
ない場合、インターネット
からの接続を自動的に切
断します。
それまで入力していたデ
ータが消えてしまう可能性
がありますので、入力が長
時間にわたる場合は、〔一
時保存〕をクリックしてデー
タをこまめに保存してくだ
さい。
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５．研究代表者が行う手続きについて（７）

応募者（４）研究課題情報の入力（続き）
②研究組織の情報を入力し、研究分担者の承諾依頼を行います。

＜研究分担者となることを依頼する場合＞
「依頼する」にチェックを入れ、〔一時保存〕を行うと、
当該研究者へ研究分担者となることを依頼できます。

＜研究分担者となることを承諾した研究者が登録内容を修正する場合＞
「差し戻し」にチェックを入れ、〔一時保存〕を行うと、当該研究者が登録内容
を修正することが可能となります。

基金種目において、２年度目（2023年度）以
降に参画することを予定している研究分担
者がいる場合には、「2022年度研究経費」と
「エフォート」欄には「０」を入力してください。
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５．研究代表者が行う手続きについて（８）

応募者※注意

全ての研究分担者が「分担
者承諾」の表示にならないと、
「一時保存をして次へ進む」
をクリックしてもエラーとなり、
次へ進むことができません。

全ての研究分担者が「分担
者承諾」の表示にならないと、
〔一時保存をして次へ進む〕
をクリックしてもエラーとなり、
次へ進むことができません。

全ての研究分担者の「分担者承
諾」が完了していない場合は、
〔一時保存をして戻る〕をクリック
して「研究計画調書管理」メニュ
ーに戻り、ほかの入力項目の入
力を進めてください。

「分担者不承
諾」となってい
る研究分担者
は、研究組織
から削除して
ください。
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（５）研究経費とその必要性の入力
①研究経費とその必要性を入力します。

５．研究代表者が行う手続きについて（９）

応募者

３６文字以内で入力。

６６文字以内で入力。

３９文字以内で入力。

数量、単価、金額を
入力し、〔再計算〕を
クリックすると、金額
が自動計算され、研
究経費や使用内訳
に反映されます。

「設備備品費」「消耗品費」を
計上する場合には、その必
要性を必ず入力してください。

所定の形式によりCSVファイルを
作成し、一括で取り込むことも可
能です。

直接経費の入力単位は千円単位
となっていますので、ご注意ください。

各経費の明細は、一時保存時に
年度の昇順で自動的にソートされ
ます。
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（５）研究経費とその必要性の入力（続き）
②研究経費とその必要性を入力します。

５．研究代表者が行う手続きについて（１０）

応募者

「旅費」「人件費・謝金」「その他」
を計上する場合には、その必要
性を必ず入力してください。

事項を追加したい場
合は〔追加〕をクリック
してください。また、入
力後に削除したい場
合は〔削除〕をクリック
してください。

※入力していない費目は、
研究計画調書のPDFファ
イルでは「０円」と表示さ
れます。

金額を入力し、〔再計算〕をク
リックすると、金額が自動計
算され、研究経費や使用内
訳に反映されます。

３６文字以内
で入力。１
３６文字以内
で入力。
３６文字以内
で入力。

３６文字以内で
入力。

各経費の明細は、一時保存時に
年度の昇順で自動的にソートされ
ます。

直接経費の入力単位は千円単位
となっていますので、ご注意ください。
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５．研究代表者が行う手続きについて（１１）

応募者

今回応募する研究課題については、
既に入力している情報が自動表示さ
れます。

研究種目名を選択してください。科
研費以外の場合は、「その他」を選
択し、「資金制度・研究費名」、「配
分機関名」を入力してください。

「（３）その他の活動」のエフォートは、
自動で算出されます。

なお、（１）と（２）の合計が100％を超
えている場合、エラーが表示されます。

（６）研究費と応募・受入等の状況の入力
研究費の応募・受入等の状況を入力します。

３００文字以内で
入力。

当該研究費の「2022年度研究経
費」、「期間全体額」、「2022年度エ
フォート」を入力してください。

なお、「2022年度研究経費」、「期間
全体額」には、本人が受け入れ自
ら使用する研究費の直接経費の額
を入力してください。

科研費の研究代表者であ
る場合は、研究分担者の
分担金を含む、研究期間
全体の直接経費の総額を
入力してください。
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（７）添付ファイル項目のアップロード
添付ファイル項目をアップロードします。

５．研究代表者が行う手続きについて（１２）

応募者

※アップロードした添付ファイル項目を差し替える場合は、一旦削除して再度アップロードしてください。

あらかじめ作成した添付ファイル項目
（Wordファイル又はPDFファイル）を選択し、
〔登録〕ボタンをクリック。

あらかじめ作成した添付ファイル項目（Word
ファイル又はPDFファイル）を選択し、〔登
録〕をクリックしてください。

※アップロード可能な添付ファイル項目の容量は、研究種目によって異なります。
各研究種目の最大容量は、科学研究費助成事業ホームページの「研究計画調書作成・記入要領」をご参照ください。
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（８）研究計画調書PDFファイルの生成、提出（送信）

①全ての応募情報の入力と、添付ファイル項目のアップロードが完了したら、
〔次へ進む〕をクリックします。

５．研究代表者が行う手続きについて（１３）

応募者

〔次へ進む〕をクリックすると、研究
計画調書（PDFファイル）の生成が
開始されます。

・重複応募制限に抵触していると、
エラーメッセージが表示されます。
・全ての研究分担者の承諾及び
当該研究分担者の所属研究機関
の承諾が完了していないと、エラ
ーメッセージが表示されます。
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②生成された研究計画調書のPDFファイルを確認し、〔確認完了・提出〕をクリック
します。

５．研究代表者が行う手続きについて（１４）

応募者

必ず、研究計画調書の
PDFファイルを確認して
ください。

研究計画調書のPDFファイルを確認し、
問題がなければ、〔確認完了・提出〕を
クリックしてください。
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③研究計画調書を研究機関に提出（送信）します。

５．研究代表者が行う手続きについて（１５）

応募者

｢確認完了・提出｣処理を行うと、
研究代表者は修正ができなく
なります。修正する場合には、
機関担当者が〔却下〕して、研
究代表者が修正できる状態に
する必要があります。
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５．研究代表者が行う手続きについて（１５）

応募者

下のような画面が表示されれば、所属研究機関への提出（送信）手続きが完了です。

所属する研究機関の定める期限ま
でに、研究計画調書を提出（送信）
してください。

提出（送信）した
研究計画調書を
確認することが
できます。
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５．研究代表者が行う手続きについて（１６）

応募者

確認用のPDFファイ
ルには、「提出確認
用」という透かしが
入ります。

添付ファイル項目の登録が済んでいれば、
応募情報の入力が未完了、あるいは分担
者承諾が未完了の状態でも、確認用の
PDFファイルを作成することが可能です。

※ただし、確認用のPDFファイルは研究機
関に提出（送信）することはできません。

添付ファイル項目の登録が済んでいれば、
応募情報の入力が未完了、あるいは分担
者承諾が未完了の状態でも、確認用の
PDFファイルを作成することが可能です。

※ただし、確認用のPDFファイルは研究機
関に提出（送信）することはできません。
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５．研究代表者が行う手続きについて（１７）

応募者

確認用のPDFファイルに
は、「分担者未承諾」や
「機関未承諾」といった分
担者承諾の状況が表示さ
れます。
研究分担者の所属研究
機関による承諾まで完了
すると、分担者承諾状況
の表示は消えます。
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①「応募者向けメニュー」の〔研究分担者の処理を行う〕をクリックします。

５．研究分担者が行う手続きについて（１）

応募者
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②「承諾」、「不承諾」を選択し、「学位」、「エフォート」を入力の上、〔OK〕をクリック
します。

５．研究分担者が行う手続きについて（２）

応募者
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※特別推進研究、基盤研究（Ｓ）、学術変革領域研究（Ａ・Ｂ）の場合は、研究分担
者が自身の研究費の応募・ 受入等の状況を入力する必要があります。

５．研究分担者が行う手続きについて（３）

応募者
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No 項目 質問 回答

1-01
公募、内定時期
の早期化

令和４年度公募より主な種目の内定時期が２月末に早ま
りますが、その場合、科研費の執行の開始も早めてよい
のでしょうか。

今回開始した公募は、令和４年度助成に係るものですので、令和４年度から執
行を開始してください。
なお、執行の事前の準備は令和３年度中に行うことができます。
現行の補助条件は「新たに採択された研究課題については、内定通知日以降
（略）それぞれ研究を開始し、必要な契約等を行うことができる～」となって
いますが、これはあくまで令和３年度助成分に係るルールであり、令和４年度
助成分に係るルールについては、今後お示しする予定です。

Ｒ４追加

1-02
公募、内定時期
の早期化

令和４年度内定課題の交付申請の手続きはいつから開始
されますか？

交付申請の開始時期は現在検討中です。確定次第お知らせいたします。 Ｒ４追加

1-03
公募、内定時期
の早期化

「若手研究」の応募資格は「博士の学位を取得後8年未
満の研究者」を対象としていますが、公募の前倒しに伴
い、基準日も変更になりますか？

詳細は公募要領をご確認ください。若手研究は「令和４(2022)年4月１日現在
で博士の学位を取得後8年未満の研究者」を対象とする予定であり、基準日の考
え方は同じです。

Ｒ４追加

2-01 研究計画調書
令和４年度公募から活用する基盤研究等の研究計画調書
様式について、どのような観点で見直したのでしょう
か。

基盤研究等の研究計画調書の様式の見直しに当たっては、応募者や審査委員の
負担軽減に資することや、膨大な応募件数を多数の審査委員が公正かつ効率的
に審査できることを重視し、「研究課題の核心をなす学術的問い」などの基本
的な項目立ては維持しつつ、調書様式の構成や表現などで改革の趣旨が適切に
伝わっていない部分を修正することとしたものです。

Ｒ４追加

2-02 研究計画調書
令和４年度公募から活用する基盤研究等の研究計画調書
様式について、なぜ見直したのでしょうか。

現行の基盤研究等の研究計画調書の様式は、科研費審査システム改革2018の趣
旨を体現するため、同改革を契機として「研究課題の核心をなす学術的問い」
の記述を求めるなど大幅な見直しを行ったものです。これまで４回に亘って同
様式を活用して公募・審査を行ってきたところですが、研究者から振興会に対
して同様式の見直しの必要性に関する意見が寄せられていたため、審査委員に
対するアンケート調査も実施した上で、必要な見直しを行うこととしたもので
す。

Ｒ４追加
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2-03 研究計画調書
「研究計画・方法」欄等において、カラーの図表を挿入
し、提出することは可能でしょうか？

提出自体は可能ですが、公募要領に記載のとおり全ての種目でモノクロ（グ
レースケール）印刷の上で審査に付されるため、カラー部分が不鮮明にならな
いようご注意ください。

Ｒ３公表済み

2-04 研究計画調書
研究計画調書等の記入欄が不足する場合には、自由に枠
を広げたり頁を追加したりして記入してもよいのでしょ
うか？

各種目とも、研究計画調書作成・記入要領の冒頭にあるとおり、所定の様式の
改変は認められません。例えば、ホームページからダウンロードされた様式に
研究計画等を書き込んでいく際、概要欄の枠内に収まらないため破線を削除・
移動させてしまう、記入する内容によっては枠が次の頁までずれ込んでしまう
ようなケースが考えられますが、これは認められません。応募者の判断で、欄
を増やしたり、減らしたりすることもできません。なお、「特別推進研究」及
び「基盤研究（Ｓ）」等の一部の項目において、頁の追加ができる場合があり
ますので、作成・記入要領で確認してください。

Ｒ３公表済み

2-05 研究計画調書
応募者が応募情報を所属研究機関に送信した後で、内容
を修正することはできますか？

提出期限の前でかつ所属研究機関の担当者が当該課題を承認し文部科学省又は
日本学術振興会に提出（送信）する前であれば、修正することはできます。た
だし、応募者が送信した研究計画調書は、所属研究機関担当者が「電子申請シ
ステム」により一度「却下」する必要があるため、修正する際は、所属研究機
関担当者又は部局担当者に連絡してください。

Ｒ３公表済み

2-06 研究計画調書
研究機関の担当者が、研究計画調書を電子申請システム
で承認処理し、提出（送信）した後に一部誤りに気づき
ました。差し替えを行うことはできますか？

研究機関の担当者が承認処理をし、文部科学省又は日本学術振興会に研究計画
調書等を提出（送信）した後は、公募締切前であっても差し替え等を行うこと
は一切できません。提出（送信）いただく前に十分確認いただくようお願いし
ます。

Ｒ３公表済み

2-07 研究計画調書

研究計画調書の「研究代表者および研究分担者の研究業
績」欄が「応募者の研究遂行能力及び研究環境」欄に変
更され「論文業績が書けない」という話も聞きますが、
当該箇所に論文業績を書いてはいけないのでしょうか？

研究計画調書に記載する研究業績が「当該研究計画に対する研究遂行能力を有
しているか」を確認するためのものであることを明確にするため、平成３１
（２０１９）年度公募より記入欄の変更を行っております。論文業績を記載す
ることもできますが、記載に当たっては、様式上に示しております留意事項を
踏まえ、研究遂行能力の評価に必要な情報を適切に記載するようにしてくださ
い。

Ｒ３公表済み
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2-08 研究計画調書
研究計画調書の「１．研究目的、研究方法など」欄に記
載されている、『研究課題の核心をなす学術的「問
い」』はどのような意味でしょうか？

「研究課題の核心をなす学術的問い」とは、応募者が当該研究課題を遂行する
ことによって、学術的に解明したい謎（知りたいこと）や、学術的に解決した
い課題を指します。審査に当たり、それらを明確に示してもらいたいという意
図から設定しています。
なお、その記述は、研究分野、研究態様、研究段階等により多様だと考えられ
ますので、応募者の判断・裁量で記入してください。

Ｒ３公表済み

3-01
挑戦的研究の見
直し

挑戦的研究（萌芽）の審査方式が２段階書面審査になる
とのことですが、審査方式の変更に伴って審査委員の審
査の観点等に変更はあるのでしょうか。

挑戦的研究の審査方式を変更しても挑戦的な研究課題を見出すことができるよ
うに、今後、日本学術振興会科学研究費委員会での審議を経た上で、挑戦的研
究の評定要素を見直す（評定要素「Ａ　挑戦的研究としての妥当性」を独立）
ことを予定しています。当該評定要素に基づいて審査を行うことで、より「挑
戦性」の評価が明確になることになります。

Ｒ４追加

4-01
若手研究の見直
し

39 歳以下の博士号未取得者ですが、「若手研究」に応募
することは可能でしょうか？

応募することはできません。「若手研究」の応募資格は「文部科学省科学技
術・学術審議会学術分科会研究費部会」での審議を経て、平成30（2018）年度
公募から「博士の学位を取得後8年未満の研究者」に見直されています。その
際、従前の年齢を要件とした応募資格については経過措置として３年程度維持
することとし、応募・採択の状況を踏まえて改めて検討することとされていま
したが、「研究費部会」において改めて審議が行われ、新たな応募資格導入後
３年の応募・採択の状況等を踏まえ、経過措置の導入により激変が生じること
なく制度の定着が進んでいると考えられることから、令和２（2020）年度公募
をもって応募資格の経過措置を終了することが決定されております。
【参考】「第６期科学技術・イノベーション基本計画に向けた科研費の改善・充実について」
（令和3年1月21日　科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会）
URL:
https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu4/045/1413368_00003.htm

Ｒ３公表済み
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4-02
若手研究の見直
し

博士号取得後８年未満に当たりますが、「若手研究」で
はなく「基盤研究」に応募してもよいのでしょうか？

「基盤研究」は、科研費の応募資格があり、重複応募制限の対象でなければ、
博士号の有無にかかわらず応募することが可能です。
一方、「若手研究」は、経験の浅い若手研究者が独立して研究する機会を与
え、研究者として良いスタートを切れるようにするための研究種目として設定
していますが、博士号取得後８年未満の方は「若手研究」に応募しなければい
けないというものではありません。応募する研究の段階や規模等を勘案して適
切な研究種目を選ぶようにしてください。

Ｒ３公表済み

4-03
若手研究の見直
し

平成22年度助成以降に「基盤研究」に採択され受給した
ことがある場合、「若手研究」には応募できないとのこ
とですが、これには「基盤研究」の応募区分「海外学術
調査」や「特設分野研究」を受給した者も含まれるので
しょうか？

「基盤研究」の応募区分「海外学術調査」及び「特設分野研究」も含まれま
す。「文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会」において、
「若手研究」から「基盤研究」へ円滑な移行を励行するための方策が審議さ
れ、令和３（2021）年度公募から「基盤研究」種目群を受給したことがある者
は「若手研究」に応募出来ないこととされました。

Ｒ３公表済み

4-04
若手研究の見直
し

「若手研究（Ａ）」は「基盤研究」種目群等に統合され
たという表現になっていますが、過去に「若手研究
（Ａ）」を受給していた場合は、「基盤研究」を受給し
た扱いになるのでしょうか？

「若手研究（Ａ）」は「若手研究」種目群であり、「基盤研究」とは異なる研
究種目ですので、「基盤研究」を受給したことにはなりません。このため、過
去に「若手研究（Ａ）」を受給していた場合であっても、受給回数制限などそ
の他の応募要件を満たす場合には「若手研究」に応募することが可能です。

Ｒ３公表済み

4-05
若手研究への応
募方法

博士号取得後８年未満にも関わらず、「若手研究」に応
募しようとするとシステム上でエラーになるのはなぜで
しょうか？

「若手研究」への応募に当たり、博士の学位を取得している場合には、e-Radに
おいて学位取得年月日の登録が必要です。e-Radへの登録は、研究機関で行うも
ので、研究者自身ではできないため、研究機関の事務担当者に登録を依頼して
ください。

Ｒ３公表済み

4-06
若手研究への応
募方法

複数の学位を取得している研究者については、どちらの
学位取得日から８年未満かどうかを計算すればいいので
しょうか？

最初に取得した学位から計算してください。
「若手研究」で要件としている博士号取得８年未満の判定に当たって、e-Radに
登録されている最も古い取得年月日を自動で引用し計算するため、複数学位を
取得している場合には、複数入力しても不具合は起きません。

Ｒ３公表済み

180



令和３(2021)年度説明資料に関する主な質問への回答について R3.7.9 時点

5 / 11 ページ

No 項目 質問 回答

4-07
若手研究への応
募方法

専門職大学院で●●博士という学位を取得しましたが、
「若手研究」の応募要件の博士号に該当するのでしょう
か？

若手研究の応募要件における博士とは、学位としての博士です。そのため、論
文博士や外国における博士相当の学位取得（Ph.D.等）を含みますが、学位では
ない名誉称号としての博士（例：名誉博士）をもって応募はできません。ま
た、専門職大学院の課程は、博士課程には含まれませんので、当該学位を以て
応募することはできません。

Ｒ３公表済み

5-01 帰国発展研究
帰国発展研究の応募資格は、准教授以上に限定せずポス
トドクターまで拡大されたと理解して良いのでしょう
か？

「帰国発展研究」は、海外の研究機関等において優れた研究実績を有する独立
した研究者が帰国後すぐに研究を開始できるように支援するものです。従来、
応募資格を「応募時点において日本国外の研究機関に教授、准教授又はそれに
準ずる身分（ポストドクターを除く）を有していること」としていましたが、
令和2年度公募から、ポストドクターという身分であっても、自らの責任で自由
に使用できる研究費を獲得するなど「独立した研究者」として活動し、優れた
研究実績を有しているなど本種目の趣旨に合致する場合は応募を可能としてい
ます。
帰国発展研究に係るFAQについてはこちらをご参照ください。
（https://www.jsps.go.jp/j-
grantsinaid/35_kokusai/03_kikoku/download.html）

Ｒ３公表済み

5-02 帰国発展研究
帰国発展研究において、ポストドクターも対象とされた
ところですが、若手研究者支援の一環としてポストドク
ターを優遇するような仕組みはありますか？

「帰国発展研究」の趣旨を踏まえた応募課題が適切に評価されるように、評定
要素に「帰国発展研究としての妥当性」を追加しておりますが、研究種目の趣
旨は変更されておりませんので、ポストドクターの応募を可能としたことに
伴って若手研究者に限定した新たな優遇措置を設けることはしておりません。

Ｒ３公表済み

6-01
研究インテグリ
ティ

研究計画調書の「研究費の応募・受入等の状況」に記入
する研究費については、「科研費のみならず他の競争的
研究費等（国外のものも含む）」とされていますが、具
体的には何を記入する必要があるのでしょうか？

本欄に記入していただく研究費は、応募時点において、研究者が応募中及び受
入予定の研究費を幅広く記入していただくことになりますので、競争的資金、
民間財団からの助成金、企業からの受託研究費や共同研究費など、外国から受
け入れるすべての研究資金について記入するようにしてください。

Ｒ３公表済み
（一部修正）
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6-02
研究インテグリ
ティ

研究計画調書等の「研究費の応募・受入等の状況」欄の
「研究内容の相違点及び他の研究費に加えて本応募研究
課題に応募する理由等」に係る記入要領において、「当
該研究課題を応募又は受入れるに当たっての所属組織と
役職」とありますが、この「当該研究課題」とは何を指
すのでしょうか。

今回応募する研究課題ではありません。「研究費の応募・受入等の状況」欄に
記載する応募中又は受入予定の研究費を指します。

6-03
研究インテグリ
ティ

例えば、国内外の研究資金等について故意に研究計画調
書に記載をせずに内定を得て、その後、記載していな
かったことが判明した場合どのように取り扱われるので
しょうか。

応募書類に虚偽の記載を行ったりするなど、偽りその他不正な手段により競争
的研究費を受給した場合、不正受給として取り扱われることがあります。

Ｒ４追加

6-04
研究インテグリ
ティ

科研費以外の競争的研究費制度も同時に取り扱いが変更
となるのでしょうか。

科研費の取扱いについては公募要領等でお示ししているとおりですが、他の制
度については当該制度の公募要領等をご覧ください。
「研究インテグリティの確保に係る対応方針について」（令和3年4月27日統合
イノベーション戦略推進会議）を踏まえ、令和3年７月現在「競争的資金の適正
な執行に関する指針」が競争的研究費に関する関係府省連絡会において改正中
であり、当該指針等に基づいた取組が求められる可能性があります。

Ｒ４追加

7-01 バイアウト
応募時にバイアウト経費を計上する際には、どの程度、
研究機関と調整が済んでいる必要があるのでしょうか？

バイアウト経費を計上するに当たっては、原則、研究機関においてバイアウト
制度に関する仕組みが構築されていることが必要です。応募時までに仕組みが
構築されていない場合のバイアウト経費の計上を妨げるものではありません
が、バイアウト経費を計上することについて研究機関の了承を得るとともに、
交付申請までに研究機関において構築した仕組みに則り研究機関と研究者間の
合意がなされていることが必要です。

Ｒ３公表済み
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7-02 バイアウト バイアウト経費に支出上限はありますか？
科研費では、バイアウト経費の支出上限は定めておりませんが、科研費による
研究遂行に支障が生じないよう、研究代表者（又は研究分担者）の責任におい
て、研究費の適切な執行に努めてください。

Ｒ３公表済み

7-03 バイアウト
バイアウト経費を研究計画調書に計上していなかったの
ですが、採択された後に研究計画を変更してバイアウト
経費を支出することは可能ですか？

科研費では、交付申請書に記載の研究目的の範囲内であれば、本会へ事前の申
請などを行うことなく、進捗状況に応じて研究計画を変更することができま
す。このため、バイアウト経費を研究計画調書に計上していなかったとして
も、研究計画の変更に伴い必要が生じた場合には、研機関の仕組みに則ってバ
イアウト経費を支出することは可能です。なお、当該変更額が直接経費総額の
50%を超える場合などは、振興会の承認が必要になりますので、機関使用ルー
ルをよく確認し、必要な手続きを行ってください。

Ｒ３公表済み

7-04 バイアウト
応募時に研究機関においてバイアウト制度の仕組みが構
築されていない場合、研究計画調書に計上することは可
能ですか？

バイアウト経費を計上するに当たっては、原則、研究機関においてバイアウト
制度に関する仕組みが構築されていることが必要です。応募時までに仕組みが
構築されていない場合のバイアウト経費の計上を妨げるものではありません
が、バイアウト経費を計上することについて研究機関の了承を得るとともに、
交付申請までに研究機関において構築した仕組みに則り研究機関と研究者間の
合意がなされていることが必要です。

Ｒ３公表済み

7-05 バイアウト
バイアウト経費を研究計画調書に計上していない場合、
採択された後に研究計画を変更してバイアウト経費を支
出することは可能ですか？

科研費では、交付申請書に記載の研究目的の範囲内であれば進捗状況に応じて
研究計画を変更することができます。このため、バイアウト経費を研究計画調
書に計上していなかったとしても、研究計画の変更に伴い必要が生じた場合に
は、研究機関が構築する仕組みに則ってバイアウト経費を支出することは可能
です。

Ｒ３公表済み
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7-06 バイアウト

バイアウト経費を支出する際に、当該研究課題に専念で
きる時間が拡充されていなければ返還を求めることがあ
るとされていますが、本来であれば研究時間が減るとこ
ろをバイアウトのおかげで研究時間が減らなかった（減
少幅が少なくなった）場合などでも返還を求められるの
でしょうか？

バイアウト制度の趣旨に鑑み、バイアウト経費を支出する場合には、当該研究
課題に専念できる時間が拡充される必要がありますが、バイアウト経費を支出
することで当該研究課題に専念できる時間の減少が回避されることも想定され
ますので、当該研究課題に専念できる時間が増加していなかったことをもっ
て、直ちに当該経費の返還を求めるものではありません。

Ｒ３公表済み

7-07 バイアウト

バイアウト経費の支出について、経費の執行状況と合わ
せて確認する場合があるとされていますが、何時、ある
いはどのようなタイミングで支出の適切性について確認
されるのでしょうか？

科研費の執行状況等については、実地検査時や額の確定時等に確認することと
しておりますので、その際にバイアウト経費の支出内容についても必要に応じ
て確認することとします。

Ｒ３公表済み

7-08 バイアウト

バイアウト経費の支出に当たって、当該研究課題に専念
できる時間の拡充状況が確認できる必要があるとのこと
ですが、証拠書類としてどのような書類を準備すれば良
いでしょうか？

バイアウト経費の支出に当たっては、各研究機関においてバイアウト制度に関
する仕組みを構築する必要があります。様々な仕組みが構築されることが想定
されますので、一律に必要な証拠書類を示すことは困難ですが、研究代表者
（又は研究分担者）は経費使用に関する判断や使途に関する説明責任を負うこ
とになりますので、業務を代行することで当該研究課題に専念できる時間が拡
充したことが分かるようにしてください。なお、その際、研究代表者（又は研
究分担者）の過度な負担とならないように留意してください。

Ｒ３公表済み

7-09 バイアウト

バイアウト経費を研究計画調書に計上し採択された場
合、必ずバイアウト経費を支出しなければならないので
しょうか。例えば、業務を代行する適任者が見当たら
ず、結果的にバイアウト経費として使用する予定がなく
なるなどの場合どうすればよいでしょうか。

科研費の研究計画調書には、応募者が実施しようとする研究計画を踏まえ、経
費の計上をしていただくことが基本であり、バイアウト制度についても同様で
す。他方、採択後において、様々な理由から、バイアウト経費より（本来の）
研究経費により重点をおかなければならない場合も想定されます。このため、
「研究計画調書に計上したバイアウト経費を必ず支出しなければならない」と
いうことではありません。代替手段を検討いただくとともに、交付申請書に記
載の研究目的の範囲内で進捗状況に応じて研究計画を変更するなど、適切に経
費を執行してください。さらに、必要に応じ、交付申請時点で研究経費を見直
したり、研究開始後に交付申請書に記載の研究目的の範囲内で進捗状況に応じ
て研究計画を変更したりすることも可能です。

Ｒ３公表済み

184



令和３(2021)年度説明資料に関する主な質問への回答について R3.7.9 時点

9 / 11 ページ

No 項目 質問 回答

7-10 バイアウト
バイアウト経費を計上すると、応募しようとする研究種
目の金額規模では研究経費が足りなくなってしまいます
が、どうすればよいでしょうか。

バイアウト制度は、研究以外の業務の代行に係る経費の支出を可能とし、研究
に専念できる時間を拡充するために導入されたものです。研究活動の効果をさ
らに高めるための制度ですので、研究遂行に当たって「必ずバイアウト経費を
支出しなければならない」ということはありません。バイアウト経費を支出す
ることで、本来の研究活動に支障をきたすことがないように留意してくださ
い。なお、科研費は一定の要件の下、他の経費との合算使用が可能ですので、
必要に応じて活用してください。

Ｒ３公表済み
（一部修正）

7-11 バイアウト
育児休業等により研究を中断する予定がありますが、研
究中断中にバイアウト経費を支出することは可能でしょ
うか？

バイアウト制度は、研究プロジェクトに専念できる時間を拡充するための制度
です。研究中断中には、研究代表者（又は研究分担者）は当該研究課題を実施
しておりませんので、当該研究課題に専念できる時間を拡充するために必要な
経費であるバイアウト経費を支出することは想定しておりません。

Ｒ３公表済み

7-12 バイアウト

研究活動の遂行に必要不可欠な研究協力者がいますが、
教育業務で多忙のため参加していただくことが困難で
す。研究協力者の研究時間を確保する必要があるため、
その方の本来業務である教育業務を代行するための者を
雇用するためにバイアウト経費を支出することは可能で
しょうか？

バイアウト制度は、研究代表者（又は研究分担者）本人が当該研究課題に専念
できる時間を拡充するための制度です。このため、研究協力者の研究時間を確
保するためにバイアウト経費を支出することはできません。

Ｒ３公表済み

7-13 バイアウト
バイアウト経費は、複数の競争的資金を合算して支出す
ることは可能でしょうか？

複数の競争的資金を合算してバイアウト経費を支出することは可能ですが、研
究代表者（又は研究分担者）が当該研究課題に専念できる時間を拡充するため
の経費であるという趣旨に鑑みて、それぞれの競争的資金の使用区分（拡充さ
れる研究時間等）を明らかにしておく必要があります。このため、複数の競争
的資金を合算してバイアウト経費を支出する場合には、経費分担の根拠が明確
になるようにしてください。

Ｒ３公表済み

8-01
博士課程（後
期）学生の処遇

博士課程学生を雇用するに当たり留意すべきことはあり
ますか？

科研費では、従前から研究活動の遂行に必要な者を雇用する場合には、勤務状
況を適切に管理して給与等を支給することとしていますが、「第６期科学技
術・イノベーション基本計画」において博士課程学生の雇用の拡大と処遇の改
善が求められていること等を踏まえ、各研究機関の定める基準により、業務の
性質や内容に見合った単価を設定し、適切な勤務管理の下、業務に従事した時
間に応じた給与を支払うよう十分に留意してください。

Ｒ３公表済み
（一部修正）
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9-01 専従義務緩和

競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用
される若手研究者の自発的な研究活動等が認められる件
について、応募時には年齢等の要件を満たしているもの
の、採択後は満たさなくなることが見込まれますが、そ
の場合でも応募することは可能でしょうか？

雇用元の財源（プロジェクト）側のルールで自発的な研究活動が認められてい
る限り、当該研究課題への参画時（研究代表者は応募時、研究分担者は応募時
又は追加時）に科研費が定める自発的な研究活動を認める条件を満たしていれ
ば、研究継続中に「40 歳未満」又は「博士の学位取得後8 年未満」の条件を満
たさなくなったとしても当該研究課題を継続していただくことは可能としま
す。
このため、採択後に「40 歳未満」又は「博士の学位取得後8 年未満」の条件を
満たさなくなることが見込まれる場合でも、応募していただくことは可能で
す。なお、雇用元の財源（プロジェクト）が変わる場合には、各研究機関にお
いて、新たな雇用元の財源（プロジェクト）側のルールに従った上で、研究代
表者（又は研究分担者）の合意を得るなど適切に対応してください。

Ｒ３公表済み

10-01

データマネジメ
ントプラン
(DMP)

現在、学術変革領域研究の領域代表者に提出が求められ
ているデータマネジメントプランは、今後、基盤研究
等、他の研究種目に対しても適用される予定でしょう
か？

令和６（2024）年度科研費より、全ての研究種目において、採択された研究課
題の研究代表者に対し、交付申請時に、当該研究課題における研究成果や研究
データの保存・管理等に関するデータマネジメントプラン（ＤＭＰ）の提出を
求める予定です。

Ｒ４追加

11-01
ＧｏＴｏトラベ
ル事業

「ＧｏＴｏトラベル事業」を科研費の研究計画遂行上必
要な出張に利用することは自粛してくださいとの通知が
ありましたが（https://www.jsps.go.jp/j-
grantsinaid/data/faq.pdf）、地方自治体等が独自に実
施している宿泊費割引キャンペーンの利用は可能でしょ
うか？

宿泊費割引キャンペーンが「公費出張における「ＧｏＴｏトラベル事業」の利
用の自粛について（通知）」に記載されている「一般の旅行者に給付されるべ
き割引原資を減少させることになる等」に該当すると考えられる場合には、
GOTOトラベル事業と同様に、科研費の研究計画遂行上必要な出張に利用するこ
とを控えてください。

Ｒ４追加

12-01 審査区分
審査区分表（小区分）をみると「内容の例」が記載され
ていますが、小区分を選択する際、ここに挙げられてい
る内容でなければいけないのでしょうか？

応募者が審査区分表（小区分）の内容を理解するための助けとなるよう「内容
の例」を付していますが、小区分の内容は「内容の例」に列記されたものに限
定されるものではありません。小区分を選択する際に、ここに挙げられている
内容以外の内容で応募することも可能ですので、「内容の例」を参考にしつつ
審査を希望する小区分を選択するようにしてください。

Ｒ３公表済み
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No 項目 質問 回答

13-01
電子申請システ
ム

研究者番号をもっていない研究者は、基盤研究には応募
できないのでしょうか？

研究者番号をもっていない研究者は基盤研究に応募することができません。研
究者番号をもたない研究者で、今年度の応募を予定している方は、必ずe－Rad
上で「科研費応募資格有り」として研究者情報の登録を行い、研究者番号を取
得してください。
なお、研究代表者だけではなく、研究分担者についてもe－Rad上で「科研費応
募資格有り」として研究者情報の登録を行い、研究者番号を取得する必要があ
ります。
※奨励研究及び国際共同研究加速基金（帰国発展研究）に応募する研究者に関
しては、e－Rad上で「科研費応募資格有り」としないでください。

Ｒ３公表済み

13-02
電子申請システ
ム

研究者が他の研究機関から異動してきたのですが、研究
者へ改めて「ＩＤ・パスワード」を付与する必要はあり
ますか？

異動してきた研究者が前機関で「ＩＤ・パスワード」を取得している場合に
は、引き続き同一の「ＩＤ・パスワード」を使用しますが、「所属追加」を行
う必要があります。
 異動してきた研究者が「ＩＤ・パスワード」を保有していない場合には、新た
に付与する必要があります。研究者へ「ＩＤ・パスワード」を付与する方法に
ついてはe－Radホームページを御確認ください。（http://www.e-
rad.go.jp/shozoku/system/index.html）

Ｒ３公表済み

13-03
電子申請システ
ム

電子申請システムに、応募者向けの操作手引はあります
か？

応募者の操作手引は電子申請ホームページ「研究者の方向け情報（各種書類の
ダウンロード）」（https://www-
shinsei.jsps.go.jp/kaken/topkakenhi/download-ka.html）から、所属研究
機関担当者（事務代表者）、部局担当者（事務分担者）の操作手引は「所属研
究機関担当者向け情報（各種書類のダウンロード）」からダウンロードできま
す。（https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/topkakenhi/download-ka-
s.html）

Ｒ３公表済み

13-04
電子申請システ
ム

電子申請システムで研究計画調書等（Ｗｅｂ入力項目）
の入力・作成ができるようになるのはいつでしょうか？

電子申請システムで研究計画調書等（Ｗｅｂ入力項目）の入力・作成ができる
ようになるのは、７月１日に公募を開始した特別推進研究、基盤研究（Ｓ・
Ａ）は、令和３（２０２１）年７月７日（金）です。
その他の種目については、別途お知らせします。

Ｒ３公表済み
（一部修正）
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