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資料 ８

平成１９年度研究成果公開促進費

「学術定期刊行物」及び「データベース」に関するＱ＆Ａ

この『Ｑ＆Ａ』は、研究成果公開促進費「学術定期刊行物」及び「データベース」に関して、

皆様から寄せられる質問の一部を取りまとめ、それに対する説明を簡単にまとめたものです。

なお、この『Ｑ＆Ａ』は、研究成果公開促進費「学術定期刊行物」及び「データベース」の公

募、審査及び執行について、理解を深めていただくことに主眼をおいているため、説明は可能な

限り簡単に作成しております。

つきましては、一部例外的な内容には対応がなされていない場合もありますので、疑問点等が

生じた場合は、必ず公募要領等の関係書類を確認し、必要に応じて、以下の問い合わせ先へ確認

を行ってください。

？ 研究成果公開促進費に関する問い合わせ先 ？

独立行政法人日本学術振興会 研究事業部研究評価課 成果公開・普及係

ＴＥＬ ０３（３２６３）４９２６、１６９９、４９２０

全 般

Ｑ１ 研究成果公開促進費のうち、日本学術振興会が公募を行っている種目は何ですか。

Ａ 研究成果公開促進費には、４つの種目がありますが、そのうち日本学術振興会で公募、

「学術定期刊行物 「学術図書」 「データベース」審査、交付業務を行っているのは 及び」、

の３種目です （ 研究成果公開発表」については、文部科学省研究振興局学術研究助成。「

課にお問い合わせください ）。

Ｑ２ 公募要領及び計画調書等応募書類の入手方法を教えて欲しいのですが。

日本学術振興会の科Ａ 上記３種目の平成１９年度公募に関する書類の入手については、

におい学研究費補助金ホームページ（http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html）

て、公募要領及び書き込みが可能な計画調書、応募カード等のファイルを掲載しておりま

すのでダウンロードしてご活用ください。

なお、パソコン等が利用できない状況等により、ホームページの活用が困難な場合は、

（ただし、送料については負担上記問い合わせ先にお申し込みいただくことにより、無償

で応募書類一式をお送りしております。していただきます ）。
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公 募 要 領 に つ い て

【 共 通 】

Ｑ１ 「審査希望分野」を複数選択したいのですが、構いませんか。

Ａ 刊行物又はデータベースの内容が、広い分野にまたがっている等の理由につき、複数の

「審査希望分野」を選択する場合は となります。この場合 「審査希望、 、「広領域応募」

分野」は異なる系に属するものを３つまで選択可能です （公募要領２頁参照）。

Ｑ２ 「平成１９年度研究成果公開促進費審査希望分野表」の参考となる関連専門分野に該当

がないため 「審査希望分野」を選ぶことができない場合は、どうすればよいですか。、

Ａ 当該専門分野に最も近いと思われる「審査希望分野」を選択する、あるいは「広領域」

として応募してください （選択した「審査希望分野」で審査されます ）。 。

Q３ 平成１５年度より、同じ学術誌（データベース）について、毎年度応募し、毎年度採択

されてきたのですが、今回の応募に当たり 「事業期間」は何年と考えればよいでしょう、

か。

A この「事業期間」とは、 を示して補助金を受けて実施する補助事業１つ１つの「期間」

いるものであり、学術誌の「刊行期間」やデータベースの「作成期間」とは異なります。

したがって、例えば、平成１８年度に１年間の事業期間として採択されている場合（平

成１９年度以降の継続の内約を受けていない場合）は、平成１９年度の応募に際しては、

改めて事業期間を設定し、学術定期刊行物の場合は平成２２年度、データベースの場合は

平成２３年度までの事業期間での応募が可能です （採択に当たっては、複数年度の事業。

期間で応募しても内約が付されない場合、応募した事業期間よりも短い期間の内約のみが

付される場合もあります ）。

また、既に複数年度の内約を受けている継続課題については、その内約期間が事業期間

となります。よって、例えば、平成１８年度から平成２１年度までの４年間の継続の内約

を受けている場合には、事業期間は４年間となりますので、平成２２年度以降について所

要経費を要求する（事業期間とする）ことはできません （公募要領６頁(7)、１３頁(7)。

参照）

なお、科学研究費補助金（研究成果公開促進費）は競争的資金ですので、長期にわたっ

て採択されてきた場合でも不採択となることがあります。

Ｑ４ 平成１８年度の交付内定通知において、既に平成１９年度分の内約をもらっている場合

も、今年度計画調書等を提出する必要があるのでしょうか。

Ａ 平成１８年度の交付内定通知（平成１８年４月１４日付け学振評第２号）において平成

１９年度の配分予定額の内約を受けている場合でも、改めて平成１９年度分について計画

調書、応募カード等の応募書類を提出する必要がありますのでご留意ください。

（公募要領６頁(7)、１３頁(7)参照）

提出期限までに、計画調書等応募書類の提出がなかった場合は、その内約は取り消しと

ので、ご留意ください。なります
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【学 術 定 期 刊 行 物】

Ｑ５ 学術定期刊行物として応募できる「学術誌」とは、どのような刊行物を指すのですか。

Ａ 公募要領５頁によると 「我が国の代表的な学会又は複数の学会等の協力体制による団、

により質の保証された原著論文の体等が、学術の国際交流に資するため、レフェリー制等

」とあります。発信を目的として定期的に刊行する学術誌

ここにおける「 学会・・・」とは、所在地が日本国内にある学会を指していま我が国の

す （公募要領６頁(3)参照）。

また 「 」については、学術団体等が学術誌を刊行する上で、投稿された、 レフェリー制

論文について査読等を行うことを規程等で定め、実施しているものをいい、これらによっ

て原著論文の質の確保、水準向上を図り、発信しているものが対象となります。

、 。よって 学会の内部のみで情報を交換することを目的とした刊行物は該当いたしません

過去３年間、外国人又は海外の研究機関所属なお、今回（平成１９年度）の公募より、

については、対の研究者からの投稿論文の掲載、海外での有償頒布のいずれもがないもの

象外としております。本経費は 「学術の国際交流に資する」学術誌の刊行を支援するも、

のですので、このような国内の研究者等の間でのみ流通する刊行物も該当しないというこ

とになります。

Q６ 刊行経費に充当できる財源を５０％以上確保できる見込み、実績がない場合は、応募す

ることができないのでしょうか。

A は対象とならない 公「 」 （刊行経費に充当できる財源が原則として５０％未満であるもの

募要領５頁(1)参照）ということについては、近年の財政状況等に鑑み、より一層の経費

削減や自助努力を促すために規定したものです。

したがって、刊行経費に充当できる財源が現状で５０％未満であったり、その見込みが

立たないといった場合でも、応募できないということではありません。ただし、この場合

刊行経費に充当できる財源の割合の改善・経費削減に向けた取り組みには、計画調書の「

」欄等に団体等における個別事情等をわかりやすく記入してください。状況

Ｑ７ 特定欧文総合誌の条件を全て満たしているのですが、刊行体制は１学会単独で行ってい

ます。特定欧文総合誌としての応募は可能でしょうか。

（学会等の統廃合などによＡ 特定欧文総合誌は 「複数の学会等が協力体制をとって刊行、

する」ものであることを応募の条件としり同等の協力体制がとられているものを含む ）。

ています。したがって、学会等の統廃合などにより、複数の学会等が協力体制をとってい

。るものと同等の刊行体制がとられているものは、１学会単独でも応募することができます
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Ｑ８ 学術誌の刊行を主に電子媒体で行っており、特定欧文総合誌の条件である「１回の発行

」 、部数の30％以上を海外に有償で頒布 という条件も電子媒体であれば満たしていますが

紙媒体では満たすことができません。特定欧文総合誌に応募することは可能でしょうか。

Ａ 学術定期刊行物においては、紙媒体の学術誌の刊行に必要となる経費を補助対象として

紙媒体によいるので 「１回の発行部数の30%以上を海外に有償で頒布」という条件も、、

（電子媒体による学術誌の刊行に係る経費については、デり満たされることが必要です。

ータベース（学術誌データベース）として助成を受けることができます ）。

条件をすべて満たしなお、特定欧文総合誌として採択されることを希望する場合には、

（ただし、新たに創刊し間もないもの（３年まで）については、ている必要があります。

その後の計画も含めて総合的に審査します （公募要領５頁参照）。）

Ｑ９ 年間総ページ中の欧文ページが占める割合が５０％ちょうどの時は、欧文誌と和文誌の

どちらに応募したらよいのでしょうか。

Ａ 欧文誌の応募区分は「年間総ページ中の欧文ページが占める割合が５０％ 」となっ以上

ておりますので、５０％ちょうどの場合は 「欧文誌」へ応募してください。、

（公募要領５頁参照）

Ｑ10 応募対象となるような学術誌を刊行するには様々な経費が必要ですが、対象となる経

費は限られているのでしょうか。

Ａ 学術定期刊行物において、対象となる経費は、

① 直接出版費

② 欧文校閲費

の３種類です。③ 閲読審査等を海外のレフェリーへ依頼する際の往復の郵送料

直接出版費については、応募書類の一つである見積書の各項目（組版代、製版代、刷版

代、印刷代、用紙代及び製本代）の経費が該当します。

欧文校閲費については、欧文誌を作成するに当たり、欧文の校閲作業に対して支払う経

費が該当します。

海外レフェリー郵送料については、日本国外（海外）に居住しているレフェリーに対し

て、査読を依頼する際の往復の郵送料が該当します （日本国内に居住しているレフェリ。

ーに対する郵送料は該当しませんのでご注意ください ）。

（公募要領６頁参照）

なお、同一の学術誌について、電子媒体での刊行・流通を目的として作成した電子デー

タを使用して、紙媒体による刊行事業を行う場合の当該電子データの作成費用は 「デー、

タベース（学術誌データベース 」として応募することができます （この場合、当該電） 。

子データの作成費用は、刊行経費のうちのその他経費（補助対象経費以外の経費）となり

ます ）。

ただし、上記のような場合であっても、その電子データの作成により、主として紙媒体

による刊行・流通を行うことを目的としている場合は 「学術定期刊行物」の直接出版費、

として応募することは差し支えありません （この場合、同一の電子データの作成費用に。

関して 「データベース（学術誌データベース 」において、重複して所要経費を要求す、 ）

ることはできません ）。
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Ｑ11 出版社等の選定に際して、事前に複数の出版社等から見積書を徴した上で選定するこ

ととされていますが、当学会では、長年、A社と契約して刊行しており、ノウハウも蓄積

されていることから、今後もA社から刊行する予定です。その場合でも複数の出版社等か

ら見積書を徴しなければなりませんか。

、 、Ａ 科学研究費補助金は 国民から徴収された税金等でまかなわれている国の補助金であり

公正かつ効率的に使用される必要があります。

審査においても補助要求額の妥当性を判断することとしており、このため、応募書類と

して見積書の提出を義務付けているところです。

しかし、この見積書が特定の１社だけによるものであると、単価や積算が市場価格に対

複数の出版社等から見積して適切であるかどうかがはっきりしないこととなりますので、

（応募書書を徴して、最も適切な見積書を応募書類として提出するようにしてください。

類として提出する必要があるのは、正本１部と副本です ）。

なお、見積書に限らず、刊行経費に充当する財源の比率を高める等、経費を節減するよ

うな努力を行い、公正かつ効率的な補助要求額としてください。

Ｑ12 平成１９年度に創刊する学術誌の応募を考えていますが、その場合「その他の審査資

料」の１つである「最新刊行物」が存在しないため提出できません。応募は可能でしょう

か。

Ａ 応募に当たっては、計画調書、応募カード及び見積書の他に、提出しなければならない

「その他の審査資料」があります （公募要領７頁参照）。

原則として、全ての審査資料を提出する必要がありますが、本ケースのように、やむを

得ない事情により提出できない場合もあります。

その場合は、計画調書６頁の一番下欄「＊「その他の審査資料」の未提出理由」欄に、

必要事項を必ず記入してください。本欄の記入なく 「その他の審査資料」の提出がなか、

った場合は、 となることもあります。審査の対象外
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【 デ ー タ ベ ー ス 】

Ｑ13 現在、大学等研究機関の常勤職に就いていないのですが、応募は可能でしょうか。

Ａ 研究成果データベースにおいては、応募時から補助事業（データベース作成）が完了す

るまでの間、 データベース作成の主体となる者（個人又は研究者日本国内に居住している

グループ等の代表者）であれば、特に応募に当たって所属等は問いません。

よって、大学等研究機関等の常勤の職に就いていない方でも応募は可能です。

なお、学術誌データベースでは、応募資格を、データベース作成事業の主体となる学術

団体等（所在地が日本国内にあるものに限る ）の代表者としています。。

（公募要領１２頁(3)参照）

Ｑ14 研究者グループで、我が国における研究活動が国際的に主導的な立場にある分野の論

文等を集めた文献データベースを作成したいのですが、学術誌データベースとして応募

することは可能でしょうか。

我が国の代表的な学会又は複数の学会等の協力体制による団Ａ 学術誌データベースは 「、

体等（以下「学術団体等」という ）が作成するデータベースで、学術団体等が発行する。

学術誌の掲載論文等を電子化するもの（過去の掲載論文等のアーカイブを構築するものを

」です （公募要領１１，１２頁参照）含む。） 。

したがって、 となり、重要な学術研究の成果の発信を目的として、そ学術団体等が主体

（ ） 、の学術団体等が現に 又は過去に 発行している するものが学術誌の掲載論文等を電子化

学術誌データベースの対象となります。

上記質問の場合では、研究者グループが学術誌を発行しているのではなく、多方面から

論文等を収集し、データベース化するものなので、研究成果データベースの応募区分に合

致します。

Ｑ15 学術誌を電子媒体のみで刊行する予定ですが、学術誌データベースに応募することは

可能でしょうか。

Ａ 学術誌データベースは、学術誌の掲載論文等を電子化するための経費であり、電子媒体

による学術誌（いわゆる「電子ジャーナル ）の刊行のための入力作業に対して補助する」

ものです （データベースシステムの構築、メンテナンス等に係る経費は対象とはなりま。

学術誌の刊行形態が電子媒体のみであるものについても、応募の対象とせん ）よって、。

（公募要領１２頁に記載の「学術定期刊行物としても採択されるような学術誌なります。

であること」とは、学術的価値の高い学術誌であることの指標です ）。

なお、同一の学術誌を電子媒体だけでなく紙媒体としても刊行している場合、紙媒体の

学術誌の刊行に関してはこれまでどおり「学術定期刊行物」として応募することができま

「学術定期刊行物 「データベース（学術誌データベース 」の両方に応募するすので、 」、 ）

、 、ことが可能です。この場合には それぞれの計画調書に応募状況の記載欄がありますので

ご注意ください （本資料８のＱ10も参照してください ）。 。

また、学術誌データベースに応募するためには 「データベースを流通させるためのシ、

ステムを既に有する又は他のシステムを活用するなど、広く関係研究者等に情報提供サー

ビスを行う方策が確立しており、電子化された学術誌の公開計画が明確であること」も必

要となることにもご留意ください （公募要領１２頁参照）。
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Ｑ16 データベースを作成するには様々な経費が必要ですが、対象となる経費は限られてい

るのでしょうか。

Ａ

〔研究成果データベース〕

「研究成果データベースの作成に研究成果データベースにおいて、対象となる経費は、

のうち、以下の経費です。直接必要となる経費」

（入力作業への協力をする者に係る謝金、報酬、① 入力作業協力に対する謝金等

賃金、労働者派遣業者への支払いのための経費に限る）

② 入力作業委託費

③ 著作権使用料

（ １００」千円を上限とします）④ 国内連絡旅費 「

⑤ 消耗品費

⑥ ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ－ＲＯＭ作成経費のうち以下のもの

(1) マスター作成代 (2) ディスク代 (3) 製版代

※ ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ－ＲＯＭ作成経費については、公開目的のものを対

象とします。

（ただし、以下のものに限られます）⑦ その他

(1) 複写費 (2) 現像・焼付費 (3) 通信費 (4) 運搬費

とは、データベース化する対象「研究成果データベースの作成に直接必要となる経費」

である個々のデータについて、既に収集、分析、整理が終了しているものを、単に入力す

るために必要となる経費となります。

したがって、対象となるデータそのものを研究目的で収集するために係る経費（研究目

的の国内連絡旅費も含まれます ）やパソコン等の設備備品費、データベースの公開に係。

る経費（サーバレンタル費用、ホームページ作成費用等。ただし、ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶ

Ｄ－ＲＯＭの作成に係る公募要領に掲げる特定の経費を除きます ）等は、上記に含まれ。

ません。

なお 「④ 国内連絡旅費」については、上限は「100」千円となっています。１００、

千円を超える金額を応募書類に記入した場合は、 となりますのでご留意くだ審査の対象外

さい。

また、平成１９年度に「入力作業委託費」を必要とする場合は、 、「入力作業委託費見積書」

「 」 、応募する事業期間中に ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ－ＲＯＭ作成経費 を必要とする場合は

及び「ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ－ＲＯＭ作成経費見積書」

も提出する必要があります。「ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ－ＲＯＭ配布先一覧」

（公募要領１４頁参照）

〔学術誌データベース〕

学術誌データベースにおいて、対象となる経費は 及、「編集委員会の開催に係る経費」

び のうち、以下の経費です。「学術誌データベースの作成に直接必要となる経費」

ア 編集委員会の開催に係る経費

① 委員会出席謝金

② 委員会出席旅費
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イ 学術誌データベースの作成に直接必要となる経費

（入力作業への協力をする者に係る謝金、報酬、① 入力作業協力に対する謝金等

賃金、労働者派遣業者への支払いのための経費に限る）

② 入力作業委託費

③ 著作権使用料

④ 消耗品費

⑤ ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ－ＲＯＭ作成経費のうち以下のもの

(1) マスター作成代 (2) ディスク代 (3) 製版代

※ ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ－ＲＯＭ作成経費については、公開目的のものを対

象とします。

（ただし、以下のものに限られます）⑥ その他

(1) 複写費 (2) 現像・焼付費 (3) 通信費 (4) 運搬費

とは、データベース化する対象で「学術誌データベースの作成に直接必要となる経費」

ある学術誌の掲載論文等を、入力し、データ化するために必要となる経費となります。

例えば、システムを構築するための経費や、インターネット上での公開に係る経費（サ

ーバレンタル費用等）は、上記に含まれません。

また、平成１９年度に「入力作業委託費」を必要とする場合は、 、「入力作業委託費見積書」

「 」 、応募する事業期間中に ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ－ＲＯＭ作成経費 を必要とする場合は

及び「ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ－ＲＯＭ作成経費見積書」

も提出する必要があります。「ＣＤ－ＲＯＭ又はＤＶＤ－ＲＯＭ配布先一覧」

（公募要領１４頁参照）

Ｑ17 謝金の積算に当たって、単価はいくらにすべきでしょうか。

Ａ 研究成果公開促進費（データベース）では、入力作業への協力者に対する謝礼又は学術

誌データベースで編集委員会を開催した際の出席者への謝礼として、謝金を使用すること

ができます。

この積算に当たっては、謝金はあくまでも役務等に対する対価として支払われるもので

あるという点に注意し、説明責任の果たせるような妥当な金額、内容としてください。

例えば、研究機関等に所属している場合は、所属している研究機関等の定める謝金規定

を参考にする等して、適正な単価として積算してください。

Ｑ18 平成１９年度より作成を開始するデータベースであるため、まだ利用規程を整備して

いないため「その他の審査資料」として提出できません。応募は可能でしょうか。

Ａ 応募に当たっては、計画調書、応募カードの他に、提出しなければならない「その他の

審査資料」があります （公募要領１３、１４頁参照）。

原則として、全ての審査資料を提出する必要がありますが、本ケースのように、やむを

得ない事情により提出できない場合もあります。

その場合は、計画調書５頁（研究成果データベース 、６頁（学術誌データベース）の）

一番下欄の「＊「その他の審査資料」の未提出理由」欄に、必要事項を必ず記入してくだ

さい。本欄の記入なく 「その他の審査資料」の提出がなかった場合は、 と、 審査の対象外

なることもあります。
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計画調書等応募書類の作成について

Ｑ19 応募書類の作成は、応募(代表)者が行う必要があるのでしょうか。

Ａ 直接の書類の作成については、応募の内容を把握している方であれば、どなたでも構い

ませんが、最終的に、応募(代表)者は、応募書類等の内容を把握し、責任を持っていただ

く必要がありますので、ご留意ください。

Ｑ20 記入欄が不足しており書ききれないのですが、様式に手を入れて、記入枠を広げても

よいでしょうか。

Ａ 応募書類は、 （公募要領７頁、１４頁等参照）所定の様式どおりに作成してください。

ホームページからダウンロードした様式について、応募者の判断で枠を広げたり、枠を

追加したりすることは認められませんので、ご留意ください。

なお、記入欄に書ききれない場合に、別紙として、新たに用紙を追加することも認めら

れません。

Ｑ21 計画調書の提出後に、応募代表者となっている当会の会長が交替することが既に決定

している場合、応募代表者はどちらにすべきでしょうか。

Ａ 応募時点（計画調書等応募書類の提出時）において、応募代表者となるべき者の氏名に

より応募を行ってください。本ケースの場合は、交替前の会長が応募代表者となります。

Ｑ22 連絡・照会先には、どのような役職の者を記入すればよいでしょうか。

Ａ 応募内容を把握しており、 回答できる方を記入してください。随時 責任をもって、

なお、単なる連絡先で内容を把握していない方、長期間外国出張する等、随時連絡をと

ることが困難な方を記入するのは避けてください。

Ｑ23 応募カードについて、枠の数が足りない場合はどうしたらよいでしょうか。

Ａ 記入可能な範囲内で記入してください。枠が足りない場合は、足りない部分は記入しな

くても結構です （記入に当たって疑問点等が生じた場合は、日本学術振興会に相談して。

ください ）。

Ｑ24 計画調書は、必ず両面印刷（コピー）し、左側を「のり付け」の状態で、提出しない

といけないのですか。

、 、 「 」Ａ は し はがれないように左側を のり付け計画調書 正本・副本共に 必ず両面に複写、

で提出してください。

例えば、片面に印刷したものを張り合わせたり、片面のみに印刷したものでは、提出さ

れた膨大な量の応募書類を綴じて審査用の冊子にした際、その分だけ厚くなり審査に支障

を来すこととなります。
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また、同様に 「のり付け」ではなく、ホチキスどめでの提出を認めた場合、提出され、

た膨大な量の応募書類を綴じて審査用の冊子にすると、ホチキスどめの部分だけが厚くな

ってしまい、審査に支障を来すこととなってしまいますので、ご協力をお願いします。

＊ なお、 、このまま外部の民間企業に委託して電算処理するための様式応募カードは

です。したがって、業者に委託した際に誰の応募書類か分からなくならないように左

側をしっかりと「のり付け」し、また、電算入力処理の便宜に供すため、 で片面のみ

の提出をお願いしております。

Ｑ25 公募要領及び作成・記入要領に 「計画調書及び応募カードに誤記入、記入漏れ、ある、

いは不明瞭な点がある場合には、審査の対象外となる」旨記載されていますが、審査の

対象外となる具体的なケースについて教えてください。

Ａ 審査の対象外となるケースとは、提出された応募書類を基にして実際に審査に付すこと

が極めて困難である場合や採択されたとしても補助金を交付することができないような場

合のことであり、具体的には、

① 審査希望分野の未記入、誤記入がある場合

（ 。）② 公募要領に示す公募の条件に反する場合 補助要求額が０円である場合を含む

③ 応募カードへの転記ミスにより、①又は②の状態となっている場合（審査資料は

応募カードに基づいて作成する（公募要領７、１４頁参照）ため、計画調書と応募

カードの記載内容が異なる場合は、応募カードの記載内容により判断されます ）。

④ 必要な提出書類が提出されていない場合

が該当します。例としては、以下のようなものがあります。

＊ 例１：同一の系（人文科学系、社会科学系、理工系、生物系）に属する審査希望

、 。分野から２つ以上の審査希望分野が選択され その番号が記入されている

＊ 例２：学術定期刊行物について、 を、応募カード補助要求額「２，０００千円」

に転記する際に、単位を勘違いして「２００千円」と記入。

→ たとえ、計画調書に「２，０００千円」と記入されていても、応募

カードの記載が「２００千円」となっていた場合、学術定期刊行物の

補助要求額の下限額１，０００千円（１００万円 （公募要領５頁(1)）

参照）以下となってしまうため、 になる。審査の対象外

なお、審査の対象外とはならなかったとしても、誤った状態で審査に付されることもあ

りますので、誤記入、未記入、転記ミスや単位換算の誤り等がないように十分にご留意い

ただくと共に、公募要領等についても十分お目通し願います。

また、電算処理等の結果、審査の対象外となるような事項が発見されたとしても、個別

に日本学術振興会から確認をとることはありません。公平かつ迅速な審査を行い、審査結

果を早期にお知らせするために必要な措置ですので、ご理解願います。

Ｑ26 応募(代表)者職名・氏名欄への押印は、学会等の団体印（公印）を使用した方がよい

のでしょうか。

Ａ 本補助金は、学会等という団体に対してではなく、応募(代表)者個人に対して交付する

ものですので、押印についても、 してください。応募(代表)者の個人印を使用
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計画調書等応募書類の提出について

Ｑ27 事務局が受付場所より遠方のため、郵送で応募書類を送っても構いませんか。

Ａ 構いません。

ただし、配達記録、小包、簡易書留、宅配便等、 で送付してくだ配達が証明できる方法

さい （日本学術振興会にて、応募書類の到達状況を個別に確認することはできませんの。

で、あらかじめご了承ください ）。

また、 する提出期間内（平成１８年１１月１３日（月）～１１月１６日（木 ）に到着）

ように送付してください。提出期間前及び期間後に到着したものについては、受理しませ

平成１８年１１月１５日（水）までに発送しん （ただし、送付された応募書類のうち、。

、１１月１７日（金）に到着したものまで受理します ）たことが証明できる場合に限り 。

（公募要領２頁参照）

Ｑ28 計画調書等提出後、計画調書等応募書類に一部誤記入があったため、修正したものに

差し替えをしたいのですが、どうすればよいでしょうか。

。Ａ 日本学術振興会に提出し、受付が行われた後に差し替え等を行うことは一切できません

（公募要領２頁参照）

提出いただく前に、十分確認を行っていただきますようお願いいたします。

また、必要な提出書類についても、公募要領別冊の巻末についている『提出確認票』を

活用する等して、提出漏れ等のないようにしてください。

審 査 に つ い て

Ｑ29 審査はどのような組織で行われているのでしょうか。またどのような構成（人数）に

なっているのでしょうか。

Ａ 研究成果公開促進費のうち、日本学術振興会で公募、審査、交付業務を行っている「学

術定期刊行物 「学術図書 「データベース」の３種目については、日本学術振興会科」、 」、

学研究費委員会成果公開部会において審査が行われます。

（平成１８年度審査委員：７５人）

詳細については、評価ルール（ 科学研究費補助金（基盤研究等）の審査及び評価に関「

する規程 ）も参考にしてください （公募要領１５頁参照）」 。

Ｑ30 審査結果はいつ頃通知されるのでしょうか。

Ａ 例年、４月頃に、採択・不採択（審査の対象外となったものを含む ）の結果を書面に。

てお知らせします （採択・不採択についての電話でのお問い合わせに対しては回答でき。

ません ）。

また、審査の結果、不採択となった課題に対しては、日本学術振興会科学研究費委員会

成果公開部会による応募課題に対する意見を、ご参考までにお知らせすることとしており

ます。


