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年間総ページ中の欧文ページが占める割合（欧文の率）による区分

特 定 欧 文 総 合 誌 欧 文 誌 欧文抄録を有する和文誌
欧 文 率

人文科学系 理工系 人文科学系 理工系 人文科学系 理工系
社会科学系 生物系 社会科学系 生物系 社会科学系 生物系

100％ ① ① 対象外 対象外

② ②
対象外 対象外 対象外 対象外

50％
原 則

対象外 対象外 対象外 対象外 ③
対象外

0％ 対 象 外

※ 【欧文の率】＝ 欧文頁数 ×１００（少数第２位を切り捨て）

欧文頁数 ＋ 和文頁数

＊上記で算出した結果

・１００％の場合＝「特定欧文総合誌」又は「欧文誌」

・５０％以上（５０％ちょうどを含みます）の場合＝「欧文誌」

・５０％未満の場合＝「欧文抄録を有する和文誌」

（３）事業期間 １～４年間（公募要領７頁Ⅱ３①参照）

１－３

平成２２年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）

学術定期刊行物の応募に当たっての留意事項について

（１）応募の前に行っていただくべきこと（公募要領９頁Ⅲ１(1)参照）

応募資格の確認をしてください。

学術定期刊行物の応募資格

刊行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

ただし、当該学術団体等において、経理管理事務・監査体制の整備がなされていな

ければなりません。

（２）応募書類の作成・応募方法等について（公募要領９～１１頁Ⅲ２(1)参照）

① 応募に必要な書類及び提出部数

計画調書、応募カード等応募書類の提出部数については、必ず確認し、誤りがな

いようにしてください。
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応募に必要な書類 提 出 部 数

学術定期刊行物計画調書 ５部（正１部、副４部）
※副のうち１部はｸﾘｯﾌﾟでとめる

「広領域」での審査を希望する場合
審査希望分野が２つの場合 10部（正１部、副９部）
審査希望分野が３つの場合 15部（正１部、副14部）

※副のうち１部はｸﾘｯﾌﾟでとめる

「経理管理及び監査体制」についての添付資料（経理管理関係規則） ５部

「広領域」での審査を希望する場合
審査希望分野が２つの場合 10部
審査希望分野が３つの場合 15部

応募カード １部

見積書 ５部（正１部、副４部）

「広領域」での審査を希望する場合
審査希望分野が２つの場合 10部（正１部、副９部）
審査希望分野が３つの場合 15部（正１部、副14部）

その他の審査資料
(1)最新刊行物

(2)学会等会則 ○Ａ
(3)投稿規程 ○Ｂ
(4)最新年度決算書 ○Ｃ 各１部

（会費収入や出版に係る経費が記載されてい
るもの。）

(5)レフェリー制等の規程 ○Ｄ
（閲読審査等について定めた規程、基準、
指針等。）

※ 応募書類に含まれる個人情報は、科学研究費補助金の業務のために

利用（データの電算処理及び管理を外部の民間企業に委託して行わせ

るための個人情報の提供を含む。）する他、採択された課題について

は、刊行物名、氏名、配分額等を公開します。

② 応募書類作成に当たって留意していただくべきこと

1) 公募の対象とならない事業でないことを確認してください。（公募要領６頁参照）。

2) 経費について次の要件を満たしていること

対象となる経費は、学術誌の刊行に必要となる経費のうち次に該当する
経費のみとなります。

① 直接出版費のうち以下のａ）～ｆ）の経費（電子媒体はａの経費が該当）

ａ）組版代 ｂ）製版代 ｃ）刷版代 ｄ）印刷代

ｅ）用紙代 ｆ）製本代

② 欧文校閲費（ただし、当該事業の主体となる応募者本人及び応募

団体に参加している者への支出は対象となりません。）

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

3) 応募に際して、審査希望分野を選定すること

「(4)審査希望分野の選定」（公募要領１７頁）を参照してください。



7

4) 刊行物の名称は、原則として変更できません。

5) 出版社等の選定に際しては、事前に競争入札を行うか(注)又は複数の出版

社等から見積書を徴した上で選定してください。

(注)平成２２年度の事業を遂行する上で、下記に示した契約の締結を要するも

のについては、競争入札により契約の相手方を選定する必要がありますので、採

択後の当該事業を開始しようとする時までに、競争入札に係る事務手続きを行わ

なければなりません。

【競争入札を要する契約】

・「直接出版費」に係る契約が、１件につき２５０万円を超える場合。

・「欧文校閲費」に係る契約が、１件につき１００万円を超える場合。

学会等の定めるルールにおいて、一般競争入札を要する契約に関する独自の

定めがある場合でも、当該公募要領で示した金額を超える場合は、一般競争

入札により契約の相手方を選定する必要があります。

※ 一般競争入札により契約の相手方を選定する際の契約期間について

契約期間は、単年度・複数年度のいずれも「可」とします。

＜「一般競争入札」及び「契約期間」の例示＞

「学術定期刊行物」の場合

H21年度 H22 H23 H24 H25 H26

①

入札 契約期間（１年間：H22年度のみ） ※平成23年度以降、改めて入札

②

入札 契約期間（４年間：H22～25年度まで） ※平成26年度以降、改めて入札

③

入札 契約期間（２年間：H21～22年度まで） ※平成23年度以降、改めて入札

④

入札 契約期間（４年間：H21～24年度まで） ※平成25年度以降、改めて入札

⑤

随意契約 ×（不可） ※随意契約により複数年度の契約を既に締結している

場合は、平成22年度以降、改めて「一般競争入札」

により契約の相手方を選定する必要がある

随意契約 「一般競争入札」による契約に切り替える
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※ 一般競争入札の実施期限について

一般競争入札による契約の相手方の選定は、採択後の当該事業を開始しよう

とする時までに、入札に係る事務手続きを行わなければなりません。

「学術定期刊行物」

事 業 期 間：平成２２年４月１日～平成２３年３月３１日

事業の開始時期：上記期間中で最初に刊行物を発行した日

事業の完了時期：上記期間中で最後に刊行物を発行した日

※ 入札公告について

入札公告は、掲示（掲示版、ホームページ等）で公表し、広く入札参加希望

者を募るものです。入札期日（開札）の前日から起算して少なくとも１０日以

前に行わなければなりません。

※ 一般競争入札を実施したが、不調となった場合の取扱いについて

一般競争入札を実施したが入札者がいなかった、又は再度の入札を行なって

も落札者がいなかった場合は、随意契約により契約の相手方の選定をすること

も可能です。

ただし、契約保証金及び契約の履行期限を除き、当該一般競争入札を実施す

るに当たり最初に定めた予定価格、及びその他の条件を変更することはできま

せん。

このような場合、計画調書の「競争入札に係る実施又は準備の状況」欄には、

入札公告日、入札説明会開催日及び競争入札実施日とともに、一般競争入札に

付したが不調により「随意契約」を行なうこととなった理由を具体的に記載し

てください。

なお、当初の一般競争入札を実施した際の入札公告、入札説明書及びその他

関係書類はきちんと保管しておかなければなりません。

6) 補助金の交付を受けて刊行した学術誌については、平成２２年度の事業完

了後に、一式を日本学術振興会に提出する必要があります。

7) 応募書類は「学術定期刊行物計画調書作成・記入要領」及び「学術定期刊

行物応募カード作成・記入要領」に従い作成してください。

また、計画調書の副は、正（記名押印又は署名したもの）の写しで構いま

せんが、両面印刷し、所定の様式どおりに作成してください。

見積書の副は、正（出版社等から徴したもの）の写しを提出してください。

※ 計画調書は概ね４ヶ月（１１月受付時から２～３月の審査会）以上の長期

にわたって使用されますので、副本のうち１部クリップ留めのものを除き、

正本、副本とも、左側をしっかりと糊付けしてください。（提出後に一部

分が剥がれて無くなってしまっても責任を負えません。）

※ 提出された計画調書に、裏面が白紙のものや、表と裏が逆に貼り付けてあ

るもの、ページが抜けているもの等があった場合でも、そのままの状態で審

査に付されますので、作成に当たっては十分注意してください。

※ 計画調書は審査資料ですので、極端に小さい字、行間・字間の狭いものな
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ど、読みづらいものは避けてください。

8) 「応募カード」に基づいて審査資料を作成しますので、応募カード作成の

際は、所定の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のうえ、

作成記入上の注意に従って作成することとし、計画調書に記載した内容と異

なったり、記入漏れ等が無いようにしてください。誤記入、記入漏れ等があ

った場合は、審査の対象とならない場合があります。

※ 平成２２年度公募について、日本学術振興会のホームページ上に公募要領

及び計画調書等の応募書類を掲載しています。

計画調書等の応募書類の作成にあたっては、ホームページから様式をダウ

ンロードして作成してください。

特に「応募カード」は審査資料の元となる重要な書類となるため、特に注

意を要する項目の説明が表示されるファイルを掲載していますので、必ずこ

ちらのファイルを用いて作成してください。

9) 「「経理管理及び監査体制」についての添付資料（経理管理関係規則）」及

び「その他の審査資料」でＡ４判サイズ以外のものは、Ａ４判に拡大・

縮小コピーを行うか、Ａ４判の大きさの台紙に貼り付けるなどして、Ａ

４判に統一してください。

10) 「その他の審査資料」の(2)～(5)については、複数枚ある場合は散逸しな

いように綴じ合わせ、資料の表紙（１ページ目）右上に丸囲みのアルファベ

ット（○Ａ ～○Ｄ ）を記載してください。

11) 「その他の審査資料」について、やむを得ない事情により提出できない資

料がある場合は、必ず計画調書の所定の記入欄に、提出できない資料とその

理由を記入してください。

12) 例年、「計画調書」及び「応募カード」の記入・作成の誤りが多く見受けられ、

審査に付すことができない課題、適正な審査を行えない課題があります。

そのため、応募書類の作成・提出に当たり特に注意が必要な項目についてまと

めた「事前確認シート」をホームページ上に掲載していますので、作成・提出に

当たっては、こちらを参照し確認をしてください。

13) 応募書類の提出・受付後に、計画調書等の訂正・再提出、及び応募書類の追加

提出等を行うことはできませんので、提出の前に十分確認してください。
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