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 応募から研究成果報告書提出までの流れ応募から研究成果報告書提出までの流れ

 公募要領の内容の周知・応募書類の確認及び提出公募要領の内容の周知・応募書類の確認及び提出

・・・・・・・・ ４４

・・ ７７

 交付内定通知の受理等・交付申請手続き交付内定通知の受理等・交付申請手続き

 交付決定通知の受理等・科研費の受領交付決定通知の受理等・科研費の受領

・・・・・・・・ １０１０

・・・・・・・・・・ １４１４

 交付申請書記載内容の変更等手続き交付申請書記載内容の変更等手続き

 直接経費の管理直接経費の管理

・・・・・・・・・・・・ １６１６

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １７１７

 間接経費に係る事務における留意点間接経費に係る事務における留意点

 研究の進捗状況に応じた柔軟な研究費の使用研究の進捗状況に応じた柔軟な研究費の使用

 設備等に係る事務設備等に係る事務

・・・・・・・・・・・・ ２２２２

・・・・ ２５２５

３５３５ 設備等に係る事務設備等に係る事務

 実施状況報告書の提出に係る手続き実施状況報告書の提出に係る手続き

 実績報告書の提出に係る手続き実績報告書の提出に係る手続き

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５３５

・・・・・・・・・・・・・・ ４０４０

４２４２ 実績報告書の提出に係る手続き実績報告書の提出に係る手続き

 額の確定に係る手続き額の確定に係る手続き

 関係書類の整理・保管等関係書類の整理・保管等

・・・・・・・・・・・・・・・・ ４２４２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４４４４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４６４６ 3 関係書類の整理・保管等関係書類の整理・保管等

 研究成果報告書等の提出に係る手続き研究成果報告書等の提出に係る手続き

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４６４６

・・・・・・・・・・ ４７４７
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９月

補助金
一部基金

基金
補助金部分 基金部分

公募要領の内容の周知・応募書類の確認及び提出
１０月

１１月

１２月

１月

前年度

公募要領の内容の周知・応募書類の確認及び提出

応募書類を基に書面審査及び合議審査
２月

３月

４月

５月

内定通知受理・交付申請手続き

募 類 及 議

６月

７月

８月

９月
年度

交付決定通知受理・科研費の受領

前倒し支払請求（第１回）

１０月

１１月

１２月

１月

１年度目
科研費の受領（分割請求の場合のみ） 科研費の受領（分割請求の場合のみ）

前倒し支払請求（第２回）

月

２月

３月

２年度目の支払請求

44

４月

５月

一部基金
基金

補助金部分 基金部分
補助金

内定通知受理・交付申請手続き

実績報告書・実施状況報告書の提出

科研費の受領（基金分）

６月

７月

８月

９月
２年度目

実績報告書 実施状況報告書 提

交付決定通知受理・科研費の受領（補助金分）

前倒し支払請求（第３回）

１０月

１１月

１２月

１月

２年度目
科研費の受領（分割請求の場合のみ） 科研費の受領（分割請求の場合のみ）

前倒し支払請求（第４回）

２月

３月

４月

５月３年度目

３年度目の支払請求

内定通知受理・交付申請手続き

実績報告書・実施状況報告書の提出

科研費の受領（基金分）

６月

４月

最終年度終了まで同様の手続

交付決定通知受理・科研費の受領（補助金分）

４月

５月

６月

最終年度
終了後

実績報告書の提出

研究成果報告書の提出

55
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66

・公募要領は、・公募要領は、例年９月上旬、１０月上旬又は３月上旬例年９月上旬、１０月上旬又は３月上旬に、文部科学省・に、文部科学省・
日本学術振興会から研究機関に送付されます日本学術振興会から研究機関に送付されます

((詳細な内容 応募 際 な 続き 募 領を詳細な内容 応募 際 な 続き 募 領を((詳細な内容や応募の際に必要となる手続きについては、公募要領を詳細な内容や応募の際に必要となる手続きについては、公募要領を
参照してください）参照してください）

公募要領の内容は 文部科学省 日本学術振興会のホ ムペ ジでも公募要領の内容は 文部科学省 日本学術振興会のホ ムペ ジでも・公募要領の内容は、文部科学省・日本学術振興会のホームページでも・公募要領の内容は、文部科学省・日本学術振興会のホームページでも
公開しています公開しています

77
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・・応募書類の提出にあたっては、応募書類の提出にあたっては、ee--RadRadにログインし、電子申請システにログインし、電子申請システ
ムにアクセスして手続きムにアクセスして手続きを行いますが、詳細な応募手続きに関してはを行いますが、詳細な応募手続きに関しては
公募要領を確認してください公募要領を確認してください

・電子申請システムの使用方法については、日本学術振興会科学研究費・電子申請システムの使用方法については、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」より電子申請システム助成事業ホームページの「電子申請のご案内」より電子申請システム
の「操作手引」をダウンロードし参照してくださいの「操作手引」をダウンロードし参照してください

・・応募書類の提出時期は、応募書類の提出時期は、例年１１月中旬例年１１月中旬ですが、研究種目によって、ですが、研究種目によって、
な す 体的 募 領を確 さな す 体的 募 領を確 さ

8
異なりますので、具体的には公募要領を確認してください異なりますので、具体的には公募要領を確認してください

8
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応募から交付内定までの間に 所属する研究機関を変更した場合には応募から交付内定までの間に 所属する研究機関を変更した場合には・・応募から交付内定までの間に、所属する研究機関を変更した場合には、応募から交付内定までの間に、所属する研究機関を変更した場合には、
採否の結果及び交付内定の通知は、「変更前の研究機関」に対して行採否の結果及び交付内定の通知は、「変更前の研究機関」に対して行
いますいます

・採否の結果及び交付内定の通知を受けた「変更前の研究機関」は、・採否の結果及び交付内定の通知を受けた「変更前の研究機関」は、ここ
れをれを「「変更後の研究機関」に送付し、研究代表者に伝達変更後の研究機関」に送付し、研究代表者に伝達されるようにされるように
してくださいしてください

≪≪交付内定スケジュール交付内定スケジュール≫≫

補助金分：毎年度交付内定補助金分：毎年度交付内定
基金分 初年度に１回のみ（研究期間全体で交付内定）基金分 初年度に１回のみ（研究期間全体で交付内定） 10基金分：初年度に１回のみ（研究期間全体で交付内定）基金分：初年度に１回のみ（研究期間全体で交付内定）

一部基金分：初年度に補助金及び助成金の交付内定一部基金分：初年度に補助金及び助成金の交付内定
２年度目以降は補助金のみの交付内定２年度目以降は補助金のみの交付内定

10

・・補助金分補助金分については、「補助事業期間＝単年度」となりますので、については、「補助事業期間＝単年度」となりますので、毎毎
年度交付申請の手続き年度交付申請の手続きを行いますを行います年度交付申請 手続年度交付申請 手続 行 す行 す

・・基金分基金分は「補助事業期間＝研究期間」となり、複数年にわたる研究期は「補助事業期間＝研究期間」となり、複数年にわたる研究期
間全体の交付決定を行いますので、間全体の交付決定を行いますので、初年度に全研究期間分の交付申請初年度に全研究期間分の交付申請
の手続きの手続きを行うことになります ただしを行うことになります ただし 支払請求の手続きは毎年度支払請求の手続きは毎年度の手続きの手続きを行うことになります。ただし、を行うことになります。ただし、支払請求の手続きは毎年度支払請求の手続きは毎年度
行います行います

・・一部基金分一部基金分については、については、毎年度交付申請の手続き毎年度交付申請の手続きを行います。さらに、を行います。さらに、
助成金 支払請求 手続きも毎年度助成金 支払請求 手続きも毎年度行 ます行 ます 11助成金の支払請求の手続きも毎年度助成金の支払請求の手続きも毎年度行います行います 11
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・応募した研究代表者が、応募から交付内定までの間に、所属する研究・応募した研究代表者が、応募から交付内定までの間に、所属する研究
機関を変更した場合であっても、機関を変更した場合であっても、交付内定通知は「変更前の研究機交付内定通知は「変更前の研究機
関」に対して行われます関」に対して行われます

変更前の研究機関変更前の研究機関：その研究代表者について、「研究代表者の転出：その研究代表者について、「研究代表者の転出
報告書」を提出すること報告書」を提出すること

変更後の研究機関変更後の研究機関：その研究代表者について 交付申請手続書類を：その研究代表者について 交付申請手続書類を 12変更後の研究機関変更後の研究機関：その研究代表者について、交付申請手続書類を：その研究代表者について、交付申請手続書類を
提出すること提出すること

12
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・研究機関は 研究代表者に交付決定通知書を伝達する際に 研究代表・研究機関は 研究代表者に交付決定通知書を伝達する際に 研究代表研究機関は、研究代表者に交付決定通知書を伝達する際に、研究代表研究機関は、研究代表者に交付決定通知書を伝達する際に、研究代表
者及び研究分担者は補助事業者として交付決定通知書に記載された者及び研究分担者は補助事業者として交付決定通知書に記載された
「補助条件」又は「交付条件」に従わなければならないことを周知「補助条件」又は「交付条件」に従わなければならないことを周知しし
てくださいてくださいてくださいてください

・特に、補助条件又は交付条件において、「研究代表者及び研究分担者・特に、補助条件又は交付条件において、「研究代表者及び研究分担者
は直接経費を公正かつ効率的に使用することに努めなければならないは直接経費を公正かつ効率的に使用することに努めなければならない
こと」とされているので 「科研費を不正に使用した場合には 科研こと」とされているので 「科研費を不正に使用した場合には 科研こと」とされているので、「科研費を不正に使用した場合には、科研こと」とされているので、「科研費を不正に使用した場合には、科研
費の返還を命じられ、一定期間応募資格が停止されること」を周知し費の返還を命じられ、一定期間応募資格が停止されること」を周知し
てくださいてください

科研費により研究成果を発表する場合には 科研費により助成を受け科研費により研究成果を発表する場合には 科研費により助成を受け 14・科研費により研究成果を発表する場合には、科研費により助成を受け・科研費により研究成果を発表する場合には、科研費により助成を受け
たことを必ず表示し、たことを必ず表示し、論文の謝辞に科研費により助成を受けた旨を必論文の謝辞に科研費により助成を受けた旨を必
ず記載ず記載することも周知してくださいすることも周知してください

14

・科研費を受領した口座と科研費を保管・管理する口座は別の口座でも・科研費を受領した口座と科研費を保管・管理する口座は別の口座でも
構いません構いません構いません構いません

・研究代表者と異なる研究機関に所属する研究分担者に分担金を・研究代表者と異なる研究機関に所属する研究分担者に分担金を配分す配分す
る場合には、受領後速やかに当該研究分担者が所属する研究機関に分る場合には、受領後速やかに当該研究分担者が所属する研究機関に分る場合には、受領後速やかに当該研究分担者が所属する研究機関に分る場合には、受領後速やかに当該研究分担者が所属する研究機関に分
担金を送金してください担金を送金してください

・直接経費の３０％分の間接経費も送金してください・直接経費の３０％分の間接経費も送金してください 15直接経費 ％分 間接経費も送金 く直接経費 ％分 間接経費も送金 く 15
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【【変更後に届出が必要な手続変更後に届出が必要な手続】】
・研究代表者所属研究機関変更届・研究代表者所属研究機関変更届

【【変更前に事前に申請が必要な手続変更前に事前に申請が必要な手続】】
・直接経費使用内訳変更承認申請・直接経費使用内訳変更承認申請

・補助事業廃止承認申請・補助事業廃止承認申請

補助事業者変更承認申請補助事業者変更承認申請・補助事業者変更承認申請・補助事業者変更承認申請

（基金分・一部基金分は「研究分担者変更承認申請」）（基金分・一部基金分は「研究分担者変更承認申請」）

・研究中断承認申請（育休）（基金分は「研究中断届」）・研究中断承認申請（育休）（基金分は「研究中断届」）研究中断承認申請（育休）（基金分は「研究中断届」）研究中断承認申請（育休）（基金分は「研究中断届」）

・寄付延期承認申請・寄付延期承認申請

・間接経費交付決定額変更申請・間接経費交付決定額変更申請

・前倒し支払請求（基金分・一部基金分）・前倒し支払請求（基金分・一部基金分）

・補助事業期間延長承認申請（基金分・一部基金分）・補助事業期間延長承認申請（基金分・一部基金分）
1616

・契約・使用の開始・契約・使用の開始
補助金分：新規課題は内定通知日から補助金分：新規課題は内定通知日から

継続課題は４月１ から継続課題は４月１ から継続課題は４月１日から継続課題は４月１日から
基金分：新規課題は内定通知日から基金分：新規課題は内定通知日から

交付決定後は前年度から契約可交付決定後は前年度から契約可交付決定後は前年度から契約可交付決定後は前年度から契約可
一部基金分：補助金分と基金分の取扱いに従う一部基金分：補助金分と基金分の取扱いに従う

・保管・保管
直接経費は専用の口座で保管・管理してください直接経費は専用の口座で保管・管理してください

・費目別の収支管理・費目別の収支管理
費 （物 費 旅費 件費 謝金 他）費 （物 費 旅費 件費 謝金 他）４つの費目（物品費、旅費、人件費・謝金、その他）４つの費目（物品費、旅費、人件費・謝金、その他）

の額を直接経費の５０％（直接経費のの額を直接経費の５０％（直接経費の※※総額総額の５０％の５０％
の額が３００万円以下の場合は、３００万円まで）をの額が３００万円以下の場合は、３００万円まで）をの額が３００万円以下の場合は、３００万円まで）をの額が３００万円以下の場合は、３００万円まで）を
超える変更は事前に手続きが必要超える変更は事前に手続きが必要

※ ※ 補助金分：年度毎の交付決定額補助金分：年度毎の交付決定額
基金分 複数年 わた 研究期間全体 交付決定額基金分 複数年 わた 研究期間全体 交付決定額 17基金分：複数年にわたる研究期間全体の交付決定額基金分：複数年にわたる研究期間全体の交付決定額

一部基金分：各年度の補助事業に要する経費一部基金分：各年度の補助事業に要する経費

17
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・使用の制限・使用の制限

以下の費用は直接経費で使用できません以下の費用は直接経費で使用できません
➢➢ 建物等の施設に関する経費建物等の施設に関する経費

➢➢ 補助事業遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費補助事業遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費

➢➢ 研究代表者又は研究分担者の人件費・謝金研究代表者又は研究分担者の人件費・謝金➢➢ 研究代表者又は研究分担者の人件費・謝金研究代表者又は研究分担者の人件費・謝金

➢➢ その他、間接経費を使用することが適切な経費その他、間接経費を使用することが適切な経費

・合算使用の制限・合算使用の制限合算使用の制限合算使用の制限
一つの契約に係る支払において、直接経費と他の経費一つの契約に係る支払において、直接経費と他の経費
を合わせて使用することは原則出来ませんを合わせて使用することは原則出来ません

≪≪例外例外≫≫

①① 直接経費と他の経費との使用区分を明らかに出来る場合直接経費と他の経費との使用区分を明らかに出来る場合

②② 直接経費に使途 制限 な 他 経費を加え 補助事業に直接経費に使途 制限 な 他 経費を加え 補助事業に②② 直接経費に使途の制限のない他の経費を加えて、補助事業に直接経費に使途の制限のない他の経費を加えて、補助事業に
使用する場合使用する場合

③③ 直接経費に同一研究機関における他の科研費による補助事業直接経費に同一研究機関における他の科研費による補助事業
18

の直接経費を加えて、複数の補助事業において共同して利用の直接経費を加えて、複数の補助事業において共同して利用
する設備を購入する場合する設備を購入する場合

18

【【複数の科研費による共用設備の購入について複数の科研費による共用設備の購入について】】

研究費の効率的な使用及び設備の共用を促進するため、各研究課題の直接経費を合算して購入研究費の効率的な使用及び設備の共用を促進するため、各研究課題の直接経費を合算して購入
することが出来るようになりましたが、購入にあたっては、以下の点に留意してくださいすることが出来るようになりましたが、購入にあたっては、以下の点に留意してください

➢➢ 合算使用を可能とするためには、以下の要件を満たすこと合算使用を可能とするためには、以下の要件を満たすこと

１．購入経費を支出する補助事業者が同一の研究機関に所属していること１．購入経費を支出する補助事業者が同一の研究機関に所属していること
２．各補助事業者の負担額の割合及びその根拠等について、書面により明らかにしておくこと２．各補助事業者の負担額の割合及びその根拠等について、書面により明らかにしておくこと

➢➢ 各補助事業者の負担額の割合及びその根拠等の考え方について その合理性を十分に説明でき各補助事業者の負担額の割合及びその根拠等の考え方について その合理性を十分に説明でき➢➢ 各補助事業者の負担額の割合及びその根拠等の考え方について、その合理性を十分に説明でき各補助事業者の負担額の割合及びその根拠等の考え方について、その合理性を十分に説明でき
るようにるようにしてくださいしてください

➢➢ 使途の制限のない経費を加えて、複数の科研費による合算額以上の設備を購入することも可能使途の制限のない経費を加えて、複数の科研費による合算額以上の設備を購入することも可能

➢➢ 当初予定していた設備よりも高額でハイスペックな設備を購入することも可能当初予定していた設備よりも高額でハイスペックな設備を購入することも可能

➢➢ 実績報告等にあたって、支出額は共用設備を購入した時点の総額と負担額を報告してください実績報告等にあたって、支出額は共用設備を購入した時点の総額と負担額を報告してください
（その際、共用設備の使用実績は問いません）（その際、共用設備の使用実績は問いません）

➢➢ 各研究課題の研究遂行に支障を来さない範囲で、別の研究にも使用できますので、設備の有効各研究課題の研究遂行に支障を来さない範囲で、別の研究にも使用できますので、設備の有効
活用が図られるよう努めてください活用が図られるよう努めてください活用が図られるよう努めてください活用が図られるよう努めてください

➢➢ 必要に応じ、共用設備に係る研究支援人材を配置することが望まれます必要に応じ、共用設備に係る研究支援人材を配置することが望まれます

➢➢ 他の単独で設備を購入する場合と同様、購入後、直ちに補助事業者から寄附を受けてください他の単独で設備を購入する場合と同様、購入後、直ちに補助事業者から寄附を受けてください

➢➢ 共用設備を購入するための負担額を支出した補助事業者が他の研究機関に異動する場合には共用設備を購入するための負担額を支出した補助事業者が他の研究機関に異動する場合には➢➢ 共用設備を購入するための負担額を支出した補助事業者が他の研究機関に異動する場合には、共用設備を購入するための負担額を支出した補助事業者が他の研究機関に異動する場合には、
原則として異動前の研究機関が引き続き管理することになります原則として異動前の研究機関が引き続き管理することになります
（異動により、他の研究機関に所属することとなった補助事業者が共用設備を円滑に利用（異動により、他の研究機関に所属することとなった補助事業者が共用設備を円滑に利用
出来るよう、必要に応じて関連規程を整備してください）出来るよう、必要に応じて関連規程を整備してください）

共用設備を購入するための負担額を支出した補助事業者全員が同意した場合には 研究機関共用設備を購入するための負担額を支出した補助事業者全員が同意した場合には 研究機関 19➢➢ 共用設備を購入するための負担額を支出した補助事業者全員が同意した場合には、研究機関共用設備を購入するための負担額を支出した補助事業者全員が同意した場合には、研究機関
が定める「定め」に基づき、共用設備の返還を行うことで、異動先研究機関へ移設も可能が定める「定め」に基づき、共用設備の返還を行うことで、異動先研究機関へ移設も可能

※※ 負担額の割合及びその根拠等の考え方等について、負担額の割合及びその根拠等の考え方等について、不明な点があれば、文部科学省へ相談不明な点があれば、文部科学省へ相談してくださいしてください

19
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・納品検査の徹底・納品検査の徹底
補助事業に係る物品の支出は、納品の検収を確実に補助事業に係る物品の支出は、納品の検収を確実に
行ってください行ってください

・旅費及び人件費・謝金の支出等・旅費及び人件費・謝金の支出等
支出 あた は 単価や支払方法など各研究機関支出 あた は 単価や支払方法など各研究機関支出にあたっては、単価や支払方法など各研究機関で支出にあたっては、単価や支払方法など各研究機関で
定められた規程等に基づき、必要な事実確認を行った定められた規程等に基づき、必要な事実確認を行った
上、執行してください上、執行してください上、執行してください上、執行してください

・使用の期限・使用の期限
物品の納品、役務の提供期限は以下のとおりです物品の納品、役務の提供期限は以下のとおりです

補助金分：補助事業を行う年度の３月３１日まで補助金分：補助事業を行う年度の３月３１日まで
基金分：最終年度の３月３１日まで基金分：最終年度の３月３１日まで

部 金 補 金 金 扱部 金 補 金 金 扱一部基金分：補助金分、基金分の取扱いに従う一部基金分：補助金分、基金分の取扱いに従う

※ ※ 支出については、各実績報告書の提出期限までに行う支出については、各実績報告書の提出期限までに行う
2020

・研究代表者・研究分担者に関する変更・研究代表者・研究分担者に関する変更研究代表者 研究分担者に関する変更研究代表者 研究分担者に関する変更

所属研究機関を変更する場合、応募資格を喪失する場所属研究機関を変更する場合、応募資格を喪失する場
合、分担者を追加・削除する場合等には、交付決定後合、分担者を追加・削除する場合等には、交付決定後
の各種変更手続きを行うとともに、未使用の直接経費の各種変更手続きを行うとともに、未使用の直接経費
についても、変更後の機関に送金、日本学術振興会にについても、変更後の機関に送金、日本学術振興会に
返還する等の必要な手続きを行ってください返還する等の必要な手続きを行ってください返還する等の必要な手続きを行ってください返還する等の必要な手続きを行ってください

2121
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・譲渡の受入・譲渡の受入
研究代表者及び研究分担者は、補助金又は助成金を受研究代表者及び研究分担者は、補助金又は助成金を受
領後 速やか 間接経費を所属する研究機関 譲渡領後 速やか 間接経費を所属する研究機関 譲渡領後、速やかに、間接経費を所属する研究機関に譲渡領後、速やかに、間接経費を所属する研究機関に譲渡
しなければならないこととしているので、これを受けしなければならないこととしているので、これを受け
入れてください入れてください入れてください入れてください

・使途・使途
補助事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費補助事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費
として、研究代表者及び研究分担者の研究環境の改善として、研究代表者及び研究分担者の研究環境の改善
や研究機関全体の機能の向上に活用してくださいや研究機関全体の機能の向上に活用してください

使 期使 期・使用の期限・使用の期限
物品の納品、役務の提供期限は以下のとおりです物品の納品、役務の提供期限は以下のとおりです

補助金分：補助事業を行う年度の３月３１日まで補助金分：補助事業を行う年度の３月３１日まで補助金分：補助事業を行う年度の３月３１日まで補助金分：補助事業を行う年度の３月３１日まで
基金分：最終年度の３月３１日まで基金分：最終年度の３月３１日まで

一部基金分：補助金分、基金分の取扱いに従う一部基金分：補助金分、基金分の取扱いに従う 22

※※ 支出については、各実績報告書の提出期限までに行う支出については、各実績報告書の提出期限までに行う

22

・間接経費執行実績報告書の提出・間接経費執行実績報告書の提出

研究機関における毎年度の間接経費使用実績を 翌年研究機関における毎年度の間接経費使用実績を 翌年研究機関における毎年度の間接経費使用実績を、翌年研究機関における毎年度の間接経費使用実績を、翌年
度の６月３０日までに文部科学省に報告してください度の６月３０日までに文部科学省に報告してください

・研究代表者・研究分担者が所属する研究機関の変更・研究代表者・研究分担者が所属する研究機関の変更研究代表者 研究分担者が所属する研究機関の変更研究代表者 研究分担者が所属する研究機関の変更

≪≪間接経費を受け入れる機関から受け入れる機関に異動する場合間接経費を受け入れる機関から受け入れる機関に異動する場合≫≫

➢➢ 直接経費の残額の３０％に相当する額を速やかに異動後直接経費の残額の３０％に相当する額を速やかに異動後➢➢ 直接経費の残額の３０％に相当する額を速やかに異動後直接経費の残額の３０％に相当する額を速やかに異動後
の研究機関に送金してくださいの研究機関に送金してください

≪≪間接経費を受け入れる機関から受け入れない機関に異動する場合間接経費を受け入れる機関から受け入れない機関に異動する場合≫≫

➢➢ 異動前の研究機関異動前の研究機関は、「間接経費交付決定額変更申請書」は、「間接経費交付決定額変更申請書」
を提を提出し、未使用の間接経費を返還してください出し、未使用の間接経費を返還してください

≪≪間接経費を受け入れない機関から受け入れる機関に異動する場合間接経費を受け入れない機関から受け入れる機関に異動する場合≫≫

➢➢ 異動後の研究機関異動後の研究機関は、「間接経費交付決定額変更申請書」は、「間接経費交付決定額変更申請書」
を提を提出し 間接経費の送金を受けてください出し 間接経費の送金を受けてください 23を提を提出し、間接経費の送金を受けてください出し、間接経費の送金を受けてください 23
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・補助事業の廃止・補助事業の廃止補助事業の廃止補助事業の廃止

補助事業を廃止した場合は、未使用の直接補助事業を廃止した場合は、未使用の直接経費ととも経費ととも
に間接経費を返還してくださいに間接経費を返還してください

補助金分：直接経費の残額の３０％に相当する額補助金分：直接経費の残額の３０％に相当する額
基金分：直接経費の残額（「既受領額」－「支出済額」）基金分：直接経費の残額（「既受領額」－「支出済額」）

の３０％に相当する額の３０％に相当する額の３０％に相当する額の３０％に相当する額
一部基金分：補助金分、基金分の取扱いに従う一部基金分：補助金分、基金分の取扱いに従う

2424

【【補助金分補助金分】】

・翌年度における直接経費・間接経費の使用・翌年度における直接経費・間接経費の使用

【【基金分・一部基金分基金分・一部基金分】】

・研究費の前倒し使用・研究費の前倒し使用・研究費の前倒し使用・研究費の前倒し使用

・次年度における研究費の使用（最終年度以外の各年度）・次年度における研究費の使用（最終年度以外の各年度）

・次年度における研究費の使用（最終年度）・次年度における研究費の使用（最終年度）

・２年度目以降の支払請求・２年度目以降の支払請求・２年度目以降の支払請求・２年度目以降の支払請求

2525
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2626

・研究機関において 研究代表者からの相談内容が繰越要件に合致するか判・研究機関において 研究代表者からの相談内容が繰越要件に合致するか判研究機関において、研究代表者からの相談内容が繰越要件に合致するか判研究機関において、研究代表者からの相談内容が繰越要件に合致するか判
断が困難な場合は、随時、断が困難な場合は、随時、文部科学省へ事前相談文部科学省へ事前相談を行ってくださいを行ってください

・研究機関において、研究代表者が、・研究機関において、研究代表者が、繰越の承認を受け翌年度に使用する直繰越の承認を受け翌年度に使用する直
接経費と当該年度 継続 究課題 交付され 直接経費を合わ 使接経費と当該年度 継続 究課題 交付され 直接経費を合わ 使接経費と当該年度の継続の研究課題に交付される直接経費を合わせて使用接経費と当該年度の継続の研究課題に交付される直接経費を合わせて使用
しないよう注意しないよう注意してくださいしてください

・間接経費の執行計画が年度内に適正に定まっている場合等には、直接経費・間接経費の執行計画が年度内に適正に定まっている場合等には、直接経費間接経費の執行計画が年度内に適正に定まっている場合等には、直接経費間接経費の執行計画が年度内に適正に定まっている場合等には、直接経費
のみを繰越すことができますのみを繰越すことができます

・研究機関の事務担当者は、補助条件で定められた申請期限までに、必要書・研究機関の事務担当者は、補助条件で定められた申請期限までに、必要書
類を提出してください類を提出してください類を提出してください類を提出してください

申請期限：平成２５年３月１日申請期限：平成２５年３月１日

・・一部基金分一部基金分の補助金の繰越手続きについては 別途 文部科学省から送付の補助金の繰越手続きについては 別途 文部科学省から送付部基金分部基金分の補助金の繰越手続きについては、別途、文部科学省から送付の補助金の繰越手続きについては、別途、文部科学省から送付
する通知文の指示に従ってくださいする通知文の指示に従ってください

2727
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・繰越申請が承認された場合は、当該補助事業の実施年度の終了時に、会・繰越申請が承認された場合は、当該補助事業の実施年度の終了時に、会
計年度終了実績報告書「実績報告書（２）」を提出してください計年度終了実績報告書「実績報告書（２）」を提出してください計年度終了実績報告書「実績報告書（２）」を提出してください計年度終了実績報告書「実績報告書（２）」を提出してください

※※「実績報告書（２）」提出期限については、繰越の承認の際の通知に「実績報告書（２）」提出期限については、繰越の承認の際の通知におお
いてお知らせしますので、提出期限までに提出してくださいいてお知らせしますので、提出期限までに提出してください

・・繰越しの承認のあった補助事業の完了後には、繰越しの承認のあった補助事業の完了後には、改めて改めて、、「交付決定を受「交付決定を受
けた年度に使用しけた年度に使用した分」と「繰越して使用した分」を合わせた実績報告た分」と「繰越して使用した分」を合わせた実績報告
書を作成書を作成の上の上 別途指示する期日別途指示する期日までに提出する必要がありますまでに提出する必要があります 28書を作成書を作成の上、の上、別途指示する期日別途指示する期日までに提出する必要がありますまでに提出する必要があります 28

・・基金分基金分は、年度にとらわれずに複数年度にわたる研究費として使用するは、年度にとらわれずに複数年度にわたる研究費として使用する
ことができるため、補助事業期間全体を通じた交付決定額の範囲内でことができるため、補助事業期間全体を通じた交付決定額の範囲内でああ
れば 研究の必要に応じてれば 研究の必要に応じて次年度以降に予定していた研究費を前倒して次年度以降に予定していた研究費を前倒してれば、研究の必要に応じてれば、研究の必要に応じて次年度以降に予定していた研究費を前倒して次年度以降に予定していた研究費を前倒して
使用することが可能使用することが可能ですです

・・補助金分補助金分においては 研究費の前倒し使用はできませんにおいては 研究費の前倒し使用はできません・・補助金分補助金分においては、研究費の前倒し使用はできませんにおいては、研究費の前倒し使用はできません

・・一部基金分の助成金一部基金分の助成金も、補助事業期間全体を通じた助成金の交付決定額も、補助事業期間全体を通じた助成金の交付決定額
の範囲内であれば 研究の必要に応じての範囲内であれば 研究の必要に応じて次年度以降に予定していた研究次年度以降に予定していた研究 29の範囲内であれば、研究の必要に応じての範囲内であれば、研究の必要に応じて次年度以降に予定していた研究次年度以降に予定していた研究
費を前倒して使用することが可能費を前倒して使用することが可能ですです

29
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・・補助金分補助金分においては 研究費の前倒し使用はできませんにおいては 研究費の前倒し使用はできません補助金分補助金分においては、研究費の前倒し使用はできませんにおいては、研究費の前倒し使用はできません

・前倒し支払請求書の提出時期・前倒し支払請求書の提出時期

１回目１回目 請求書提出時期請求書提出時期 ９月１日まで 助成金送金時期 １０月頃９月１日まで 助成金送金時期 １０月頃１回目１回目 請求書提出時期：請求書提出時期： ９月１日まで、助成金送金時期：１０月頃９月１日まで、助成金送金時期：１０月頃
２回目２回目 請求書提出時期：１２月１日まで、助成金送金時期：請求書提出時期：１２月１日まで、助成金送金時期： １月頃１月頃

補助事業期間を短縮することはできません補助事業期間を短縮することはできません・・補助事業期間を短縮することはできません補助事業期間を短縮することはできません

・追加配分（交付決定額の増額）は行いませんので、次年度以降の研究計・追加配分（交付決定額の増額）は行いませんので、次年度以降の研究計
画が遂行できなくなるような画が遂行できなくなるような多額の前倒し支払請求を行うことは避けて多額の前倒し支払請求を行うことは避けて画が遂行できなくなるような画が遂行できなくなるような多額の前倒し支払請求を行うことは避けて多額の前倒し支払請求を行うことは避けて
くださいください

・海外の研究機関への採用などにより応募資格の喪失等に伴う研究の廃止・海外の研究機関への採用などにより応募資格の喪失等に伴う研究の廃止海外の研究機関への採用などにより応募資格の喪失等に伴う研究の廃止海外の研究機関への採用などにより応募資格の喪失等に伴う研究の廃止
が見込まれる場合に、が見込まれる場合に、応募資格の喪失等を理由として研究費を前倒す応募資格の喪失等を理由として研究費を前倒すここ
とはできませんとはできません

3030

・・基金分基金分においては 最終年度を除き 補助事業期間内であれば 年度末ににおいては 最終年度を除き 補助事業期間内であれば 年度末に基金分基金分においては、最終年度を除き、補助事業期間内であれば、年度末ににおいては、最終年度を除き、補助事業期間内であれば、年度末に
未使用額が発生した場合には、未使用額が発生した場合には、繰越の手続きや研究費の返還を行うこと繰越の手続きや研究費の返還を行うことなな
く、次年度に使用することができますく、次年度に使用することができます

➢➢ 理由は限定しませんので 介護休暇等の研究者の自己都合による場理由は限定しませんので 介護休暇等の研究者の自己都合による場➢➢ 理由は限定しませんので、介護休暇等の研究者の自己都合による場理由は限定しませんので、介護休暇等の研究者の自己都合による場
合や、研究費を効率的に使用したことにより残額が発生した場合も、合や、研究費を効率的に使用したことにより残額が発生した場合も、
次年度の研究計画の遂行に使用することが可能次年度の研究計画の遂行に使用することが可能

➢➢ 次年度に使用する研究費と当該年度に使用予定となっている研究費次年度に使用する研究費と当該年度に使用予定となっている研究費
を合わせて使用することもできますを合わせて使用することもできます

・・一部基金分の助成金部分一部基金分の助成金部分についても、基金分と同様、補助事業期間内でについても、基金分と同様、補助事業期間内でああ
れば、最終年度を除き、年度末に発生した未使用額を、れば、最終年度を除き、年度末に発生した未使用額を、繰越の手続きや研繰越の手続きや研
究費の返還を行うことなく、次年度に使用することができます究費の返還を行うことなく、次年度に使用することができます

※※補助金分及び一部基金分の補助金部分補助金分及び一部基金分の補助金部分においては、翌年度に直接経費を使においては、翌年度に直接経費を使
用する場合、事前に繰越の手続きを行う必要があります用する場合、事前に繰越の手続きを行う必要があります

3131
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・次年度に使用する研究費については、毎年度終了後に提出する「実施状況・次年度に使用する研究費については、毎年度終了後に提出する「実施状況
報告書」（報告書」（一部基金分一部基金分の場合は「実績報告書」）により、の場合は「実績報告書」）により、

次年度に使用する額及び当該研究費が生じた経緯次年度に使用する額及び当該研究費が生じた経緯➢➢次年度に使用する額及び当該研究費が生じた経緯次年度に使用する額及び当該研究費が生じた経緯

➢➢次年度における使用計画（次年度に請求する研究費と合わせた使用計画）次年度における使用計画（次年度に請求する研究費と合わせた使用計画）

について報告してくださいについて報告してください

3232

・・基金分及び一部基金分の助成金部分基金分及び一部基金分の助成金部分においては、最終年度に未使用額がにおいては、最終年度に未使用額が
発生する場合には、事前発生する場合には、事前((補助事業期間内）に補助事業期間延長承認申補助事業期間内）に補助事業期間延長承認申発 す 場合 、事前発 す 場合 、事前((補助事業期間内） 補助事業期間延長承認申補助事業期間内） 補助事業期間延長承認申
請手続を行い、日本学術振興会の承認を得ることで請手続を行い、日本学術振興会の承認を得ることで１年度に限り補助事１年度に限り補助事
業期間を延長して次年度に使用することができます業期間を延長して次年度に使用することができます

・・産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴い 補助事業期間を延長して産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴い 補助事業期間を延長していい・・産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴い、補助事業期間を延長して産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴い、補助事業期間を延長していい
る場合る場合でも、延長後の最終年度にさらに、事前（補助事業期間内）に補でも、延長後の最終年度にさらに、事前（補助事業期間内）に補
助事業期間延長承認申請手続を行い、承認を得ることで助事業期間延長承認申請手続を行い、承認を得ることで補助事業期間を補助事業期間を
延長することができます延長することができます 33延長することができます延長することができます

※ ※ 提出期日は別途連絡します提出期日は別途連絡します

33
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・２年度目以降分の支払請求を前年度中（・２年度目以降分の支払請求を前年度中（※※毎年２月頃）に行うことに毎年２月頃）に行うことによよ
り、毎年、り、毎年、年度当初に送金年度当初に送金される予定ですされる予定ですり、毎年、り、毎年、年度当初 送金年度当初 送金 予定 す予定 す

※ ※ 具体的な提出期日は別途連絡します具体的な提出期日は別途連絡します

・支払請求を行うにあたっては、その年度の研究活動の遂行に必要な研究・支払請求を行うにあたっては、その年度の研究活動の遂行に必要な研究
費（所要見込額）を算出し 前年度 未使用となる見込 額と 差額費（所要見込額）を算出し 前年度 未使用となる見込 額と 差額費（所要見込額）を算出し、前年度に未使用となる見込の額との差額費（所要見込額）を算出し、前年度に未使用となる見込の額との差額
（次年度に送金を希望する額）を請求してください（次年度に送金を希望する額）を請求してください

・その際、直接経費の・その際、直接経費の所要見込額が３００万円以上所要見込額が３００万円以上になる場合には、前期になる場合には、前期 34その際、直接経費のその際、直接経費の所要見込額が３００万円以上所要見込額が３００万円以上になる場合には、前期になる場合には、前期
分（４～９月）と後期分（１０月～３月）に分けて請求してください分（４～９月）と後期分（１０月～３月）に分けて請求してください

・・一部基金分の助成金部分一部基金分の助成金部分についても、同様の手続きとなりますについても、同様の手続きとなります

34

・研究代表者及び研究分担者は、直接経費により購入した設備等を、購入後・研究代表者及び研究分担者は、直接経費により購入した設備等を、購入後
直ちに所属する研究機関に寄付し、研究機関はこれを受け入れて、適切に直ちに所属する研究機関に寄付し、研究機関はこれを受け入れて、適切に直 所属す 研究機関 寄付 、研究機関 受け入 、適切直 所属す 研究機関 寄付 、研究機関 受け入 、適切
管理する必要があります管理する必要があります

・科研費の複数の研究課題において共同して利用する設備（共用設備）に・科研費の複数の研究課題において共同して利用する設備（共用設備）につつ
いても、購入後直ちに研究機関に寄付しなければならないこととされていても、購入後直ちに研究機関に寄付しなければならないこととされていい
ますので、研究機関はこれを受け入れて適切に管理してくださいますので、研究機関はこれを受け入れて適切に管理してください

3535
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・設備（共用設備を除く）等の寄付を行った研究代表者又は研究分担者が、・設備（共用設備を除く）等の寄付を行った研究代表者又は研究分担者が、
補助事業遂行期間中に他の研究機関に所属することとなる場合であって、補助事業遂行期間中に他の研究機関に所属することとなる場合であって、
当該研究代表者又は研究分担者が新たに所属することとなる研究機関に当該研究代表者又は研究分担者が新たに所属することとなる研究機関に当該研究代表者又は研究分担者が新たに所属することとなる研究機関に当該研究代表者又は研究分担者が新たに所属することとなる研究機関に
おいて、当該設備等を使用することを希望する場合には、研究機関は当おいて、当該設備等を使用することを希望する場合には、研究機関は当
該設備等を研究機関が定める「定め」に基づき、研究代表者又は研究分該設備等を研究機関が定める「定め」に基づき、研究代表者又は研究分
担者に返還してください担者に返還してください担者に返還してください担者に返還してください

・・共用設備については、購入経費を支出した補助事業者全員の同意があれ共用設備については、購入経費を支出した補助事業者全員の同意があれ
ばば、返還を行い、異動先研究機関に移すこともできます、返還を行い、異動先研究機関に移すこともできます

3636

・・利子利子は、は、補助事業の遂行に使用補助事業の遂行に使用するか、もしくはするか、もしくは研究機関に譲渡研究機関に譲渡するするここ
とがとができますできます

利 譲渡 受 係 究機関ごと 体的な利 譲渡 受 係 究機関ごと 体的な・利子の譲渡の受入に係る研究機関ごとの具体的なルールについては、研・利子の譲渡の受入に係る研究機関ごとの具体的なルールについては、研
究者との関係に関する定めの中に規定しておく等の方法により、所有権究者との関係に関する定めの中に規定しておく等の方法により、所有権
を有する研究者との間で問題が生じないよう配慮してくださいを有する研究者との間で問題が生じないよう配慮してください

・研究代表者及び研究分担者が、直接経費に関して生じた利子を補助事業・研究代表者及び研究分担者が、直接経費に関して生じた利子を補助事業
の遂行に使用する場合には、当該利子が当該補助事業の直接経費から生の遂行に使用する場合には、当該利子が当該補助事業の直接経費から生
じたじた利子であることを書類上で特定できるようにしておいてください利子であることを書類上で特定できるようにしておいてください 37じたじた利子であることを書類上で特定できるようにしておいてください利子であることを書類上で特定できるようにしておいてください 37
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3838

【【基金分基金分】】【【基金分基金分】】

・実施状況報告書の提出（最終年度以外の各年度終了後）・実施状況報告書の提出（最終年度以外の各年度終了後）

・実績報告書の提出（最終年度終了後）・実績報告書の提出（最終年度終了後）

【【補助金分・一部基金分補助金分・一部基金分】】【【補助金分 部基金分補助金分 部基金分】】

・実績報告書の提出（各年度終了後）・実績報告書の提出（各年度終了後）

【【補助金分・基金分・一部基金分（共通）補助金分・基金分・一部基金分（共通）】】

・研究成果報告書の提出（最終年度終了後）・研究成果報告書の提出（最終年度終了後）・研究成果報告書の提出（最終年度終了後）・研究成果報告書の提出（最終年度終了後）

3939
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・・基金分基金分は、は、最終年度を除く毎年度最終年度を除く毎年度、当該年度の研究実績や研究の進捗状況、当該年度の研究実績や研究の進捗状況
を記載する「実施状況報告書」を提出する必要がありますを記載する「実施状況報告書」を提出する必要があります

毎年度３月末時点 支出状況（当該年度中 納品等が完了し 支毎年度３月末時点 支出状況（当該年度中 納品等が完了し 支➢➢ 毎年度３月末時点での支出状況（当該年度中に納品等が完了し、支毎年度３月末時点での支出状況（当該年度中に納品等が完了し、支
出が確定している額について含めても構いません）に基づいて報告出が確定している額について含めても構いません）に基づいて報告

➢➢ 研究機関は、研究代表者が研究機関は、研究代表者が電子申請システムにより作成電子申請システムにより作成した「実施した「実施研 、研 表研 、研 表 申請申請 実実
状況報告書」に、研究機関が作成する関係書類を併せて提出状況報告書」に、研究機関が作成する関係書類を併せて提出

・提出期限は翌年度の５月３１日です・提出期限は翌年度の５月３１日です
4040

・年度途中に所属する研究機関を変更する場合には、変更後の研究機関は、・年度途中に所属する研究機関を変更する場合には、変更後の研究機関は、年 中 所属 研 更 場 、 更後 研 、年 中 所属 研 更 場 、 更後 研 、
当該研究代表者に実施状況報告書の提出をどちらの機関から行うかについ当該研究代表者に実施状況報告書の提出をどちらの機関から行うかについ
て確認してくださいて確認してください

・当該年度の補助事業の支出が完了しており、実施状況報告書を当該研究代・当該年度の補助事業の支出が完了しており、実施状況報告書を当該研究代
表者から変更前の研究機関に提出している場合には、変更前の研究機関が表者から変更前の研究機関に提出している場合には、変更前の研究機関が
提出してください提出してください

・４月１日付けで所属する研究機関を変更した場合は、・４月１日付けで所属する研究機関を変更した場合は、前年度の「実施状況前年度の「実施状況
報告書」の提出は変更前の研究機関報告書」の提出は変更前の研究機関が行ってくださいが行ってください

4141
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・提出期限は以下のとおりです・提出期限は以下のとおりです

基金分：補助事業期間終了後翌年度の５月３１日基金分：補助事業期間終了後翌年度の５月３１日
補助金分・ 部基金分：毎年度終了後翌年度の５月３１日補助金分・ 部基金分：毎年度終了後翌年度の５月３１日補助金分・一部基金分：毎年度終了後翌年度の５月３１日補助金分・一部基金分：毎年度終了後翌年度の５月３１日

・研究代表者が科研費の使用を終了した後、所属する研究機関を変更して・研究代表者が科研費の使用を終了した後、所属する研究機関を変更して
いる場合には 変更後の研究機関は 当該研究代表者に実績報告書の提いる場合には 変更後の研究機関は 当該研究代表者に実績報告書の提いる場合には、変更後の研究機関は、当該研究代表者に実績報告書の提いる場合には、変更後の研究機関は、当該研究代表者に実績報告書の提
出をどちらの機関から行うかについて確認してください出をどちらの機関から行うかについて確認してください

・補助事業の完了に伴い実績報告書が当該研究代表者から変更前の研究機・補助事業の完了に伴い実績報告書が当該研究代表者から変更前の研究機 42補助事業の完了に伴い実績報告書が当該研究代表者から変更前の研究機補助事業の完了に伴い実績報告書が当該研究代表者から変更前の研究機
関に提出されている場合には、関に提出されている場合には、変更前の研究機関は、提出された当該実変更前の研究機関は、提出された当該実
績報告書を文部科学省又は日本学術振興会に提出績報告書を文部科学省又は日本学術振興会に提出してくださいしてください

42

・・補助金分及び一部基金分補助金分及び一部基金分については 毎年度提出する実績報告書に 当該については 毎年度提出する実績報告書に 当該補助金分及び 部基金分補助金分及び 部基金分については、毎年度提出する実績報告書に、当該については、毎年度提出する実績報告書に、当該
年度の研究実績等のほか、研究の進捗状況（「現在までの達成度」及び年度の研究実績等のほか、研究の進捗状況（「現在までの達成度」及び
「今後の推進方策」欄）を記載することとしていますが、以下の様な場合「今後の推進方策」欄）を記載することとしていますが、以下の様な場合
は、記載が不要ですので、その理由を当該欄に記入してくださいは、記載が不要ですので、その理由を当該欄に記入してくださいは、記載が不要ですので、その理由を当該欄に記入してくださいは、記載が不要ですので、その理由を当該欄に記入してください

➢➢ 年度途中に廃止する研究課題年度途中に廃止する研究課題

➢➢ 研究期間が最終年度の研究課題研究期間が最終年度の研究課題 などなど研究期間 最終年度 研究課題研究期間 最終年度 研究課題

※※ 実績報告書の提出は必要ですので、注意してください実績報告書の提出は必要ですので、注意してください

・・一部基金分一部基金分については、については、実績報告書の中で、助成金部分の実施状況も報告実績報告書の中で、助成金部分の実施状況も報告

4343
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・額の確定は実績報告書の提出を受けて行われます・額の確定は実績報告書の提出を受けて行われます

・未使用の科研費がある場合には、・未使用の科研費がある場合には、額の確定を通知する際に科研費の返還額の確定を通知する際に科研費の返還をを
命じますので、それまでの間、未使用の科研費を適切に保管してください命じますので、それまでの間、未使用の科研費を適切に保管してください

※※ 上記の様な場合 科研費の返還にあたって上記の様な場合 科研費の返還にあたって 「実績報告書」の提出以「実績報告書」の提出以※※ 上記の様な場合、科研費の返還にあたって、上記の様な場合、科研費の返還にあたって、「実績報告書」の提出以「実績報告書」の提出以
外の特別な手続きは必要ありません外の特別な手続きは必要ありません

4444

・・一部基金分一部基金分については、以下の通り額の確定が行われますについては、以下の通り額の確定が行われます

例例 基盤研究（Ｂ）基盤研究（Ｂ） 研究期間３年の課題研究期間３年の課題

4545
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・直接経費・間接経費の使用に関する書類のうち「収支簿」は様式Ｂ－１、・直接経費・間接経費の使用に関する書類のうち「収支簿」は様式Ｂ－１、
様式Ｅ－１ 様式Ｙ－１を用いますが その他については 様式の定めは様式Ｅ－１ 様式Ｙ－１を用いますが その他については 様式の定めは様式Ｅ １、様式Ｙ １を用いますが、その他については、様式の定めは様式Ｅ １、様式Ｙ １を用いますが、その他については、様式の定めは
ありません。研究機関において会計検査等に対応できるよう、適切な様式ありません。研究機関において会計検査等に対応できるよう、適切な様式
を定めてくださいを定めてください

・分担金の管理をしていた研究機関（研究分担者が所属する研究機関）は、・分担金の管理をしていた研究機関（研究分担者が所属する研究機関）は、
当該分担金に係る関係書類の写しを研究代表者の所属する研究機関に送付当該分担金に係る関係書類の写しを研究代表者の所属する研究機関に送付
してくださいしてください

・研究代表者及び研究分担者が所属する研究機関を変更する場合等において、・研究代表者及び研究分担者が所属する研究機関を変更する場合等において、
未使用の科研費がある場合には、「変更前の研究機関」は、管理していた未使用の科研費がある場合には、「変更前の研究機関」は、管理していた
科研費に係る関係書類の写しを「変更後の研究機関」に送付してください科研費に係る関係書類の写しを「変更後の研究機関」に送付してください

・・補助金分補助金分はは交付を受けた年度終了後の５年間交付を受けた年度終了後の５年間、、基金分基金分はは補助事業期間終了補助事業期間終了
後後 年間年間 部基金分部基金分 全 究期 終 後 ５年 保管す 必全 究期 終 後 ５年 保管す 必 があがあ後の後の５年間５年間、、一部基金分一部基金分はは全研究期間終了後の５年間保管する必要全研究期間終了後の５年間保管する必要がありがあり
ますます

4646
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・「研究成果報告書」については、研究機関が作成する「研究成果報告書提・「研究成果報告書」については、研究機関が作成する「研究成果報告書提
出一覧」を添付し 日本学術振興会に出一覧」を添付し 日本学術振興会にＣＤ－Ｒで提出してくださいＣＤ－Ｒで提出してください出 覧」を添付し、日本学術振興会に出 覧」を添付し、日本学術振興会にＣＤ Ｒで提出してくださいＣＤ Ｒで提出してください

・研究終了後、研究代表者として平成２４年度に提出しなければならない・研究終了後、研究代表者として平成２４年度に提出しなければならない
「研究成果報告書」又は「研究経過報告書」を提出期限までに提出して「研究成果報告書」又は「研究経過報告書」を提出期限までに提出していい研究成果報告書」又は 研究経過報告書」を提出期限までに提出して研究成果報告書」又は 研究経過報告書」を提出期限までに提出していい
ない場合、ない場合、当該研究成果報告書等を提出するまで、当該研究者が実施する当該研究成果報告書等を提出するまで、当該研究者が実施する
平成２４年度補助事業の執行を停止平成２４年度補助事業の執行を停止してくださいしてください

・この際、当該研究者が研究代表者である場合には、平成２４年度補助事業・この際、当該研究者が研究代表者である場合には、平成２４年度補助事業
の執行を全て、当該研究者が研究分担者である場合には、研究分担者に係の執行を全て、当該研究者が研究分担者である場合には、研究分担者に係
る平成２４年度補助事業の執行を停止してくださいる平成２４年度補助事業の執行を停止してください

・補助事業の執行を停止することで、研究目的の達成が困難と考えられる場・補助事業の執行を停止することで、研究目的の達成が困難と考えられる場
合には、補助事業を廃止しなければなりません合には、補助事業を廃止しなければなりません

4848

・研究経過報告書を提出した場合であっても 研究成果報告書を補助事業期・研究経過報告書を提出した場合であっても 研究成果報告書を補助事業期研究経過報告書を提出した場合であっても、研究成果報告書を補助事業期研究経過報告書を提出した場合であっても、研究成果報告書を補助事業期
間終了後翌年度（平成２４年度）中に提出しない場合には、間終了後翌年度（平成２４年度）中に提出しない場合には、翌年度（平成翌年度（平成
２５年度）の補助事業の交付等を行いません２５年度）の補助事業の交付等を行いません

・この際、翌年度の補助事業が・この際、翌年度の補助事業が補助金分補助金分の場合、当該補助事業が新規の研究の場合、当該補助事業が新規の研究
課題であっても継続の研究課題であっても交付内定を留保します課題であっても継続の研究課題であっても交付内定を留保します

・当該補助事業が・当該補助事業が基金分基金分の場合には、新規の研究課題にあっては交付内定をの場合には、新規の研究課題にあっては交付内定を
留保し、継続の研究課題にあたっては、研究費の支払を行いません留保し、継続の研究課題にあたっては、研究費の支払を行いません

・・一部基金分一部基金分については、補助金分、基金分の取扱いに従いますについては、補助金分、基金分の取扱いに従います

4949
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・・ 研究機関は、研究者が科研費により研究成果を発表する場合には、科研費に研究機関は、研究者が科研費により研究成果を発表する場合には、科研費に研究機関は、研究者が科研費により研究成果を発表する場合には、科研費に研究機関は、研究者が科研費により研究成果を発表する場合には、科研費に
より助成を受けたことをより助成を受けたことを必ず表示する必ず表示すること、また、論文のこと、また、論文のAcknowledgmentAcknowledgment
（謝辞）に、科研費により助成を受けた旨を記載する場合には（謝辞）に、科研費により助成を受けた旨を記載する場合には

「「MEXT/JSPSMEXT/JSPS KAKENHI Grant NumberKAKENHI Grant Number ８桁の課題番号８桁の課題番号」」「「MEXT/JSPSMEXT/JSPS KAKENHI  Grant  Number  KAKENHI  Grant  Number  ８桁の課題番号８桁の課題番号」」

をを必ず含めるよう十分周知必ず含めるよう十分周知してくださいしてください

5050

文部科学省から交付を受けた科研費の場合文部科学省から交付を受けた科研費の場合・文部科学省から交付を受けた科研費の場合・文部科学省から交付を受けた科研費の場合

MEXT KAKENHI Grant Number MEXT KAKENHI Grant Number ８桁の課題番号８桁の課題番号

・日本学術振興会から交付を受けた科研費の場合・日本学術振興会から交付を受けた科研費の場合日本学術振興会から交付を受けた科研費の場合日本学術振興会から交付を受けた科研費の場合

JSPS KAKENHI Grant Number JSPS KAKENHI Grant Number ８桁の課題番号８桁の課題番号

○○A k l d tA k l d t（謝辞）の記載例は次のとおりです（謝辞）の記載例は次のとおりです○○AcknowledgmentAcknowledgment（謝辞）の記載例は次のとおりです（謝辞）の記載例は次のとおりです

・論文に関する科研費が一つの場合（課題番号「・論文に関する科研費が一つの場合（課題番号「1234567812345678」）」）

【【英文英文】】：：This work was supported by This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number 12345678.JSPS KAKENHI Grant Number 12345678.

【【和文和文】】：本研究は：本研究はJSPSJSPS科研費科研費 1234567812345678の助成を受けたものです。の助成を受けたものです。

※※ AcknowledgmentAcknowledgment（謝辞）に科研費により助成を受けた旨を記載する場合に、（謝辞）に科研費により助成を受けた旨を記載する場合に、
補助金分、基金分及び一部基金分を区別する必要はありません補助金分、基金分及び一部基金分を区別する必要はありません
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交付決定後の各種変更手続きについて交付決定後の各種変更手続きについて交付決定後の各種変更手続きについて交付決定後の各種変更手続きについて

5252

第二部目次第二部目次

1.1. 研究代表者が所属研究機関を変更した場合研究代表者が所属研究機関を変更した場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５４５４

22 補助事業者を変更する場合補助事業者を変更する場合 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ５７５７2.2. 補助事業者を変更する場合補助事業者を変更する場合 ５７５７

3.3. 補助補助事業を廃止する事業を廃止する場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ６３６３

4.4. 産前産後の休暇又は育児休業の取得により産前産後の休暇又は育児休業の取得により

補助事業を中断する場合補助事業を中断する場合 ・・・・・・・・ ６７６７

5.5. 助成金を前倒し請求する場合（基金、一部基金のみ）助成金を前倒し請求する場合（基金、一部基金のみ） ・・・・・・・・・・ ７８７８

66 ２年度目以降の助成金の請求について（基金 一部基金のみ）２年度目以降の助成金の請求について（基金 一部基金のみ） ・・ ８０８０6.6. ２年度目以降の助成金の請求について（基金、一部基金のみ）２年度目以降の助成金の請求について（基金、一部基金のみ） ・・ ８０８０

7.7. 補助補助事業事業期間を延長期間を延長する場合（基金、一部する場合（基金、一部基金のみ）基金のみ） ・・・・・・・・・・ ８２８２

8.8. 補助金、基金、一部基金における直接経費使用内訳変更の補助金、基金、一部基金における直接経費使用内訳変更の

考え方について考え方について ・・・・ ８４８４
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１．研究代表者が所属機関を変更した場合１．研究代表者が所属機関を変更した場合 補助金、基金、
一部基金共通

事後届出が必要な手続き

部基金共通

 研究代表者所属研究機関変更届は、変更後速やかに「変更後の研究機関」が提出し
てください。

 研究代表者所属研究機関変更届の提出にあたっては、該当する補助事業の交付申請
書の写しを必ず添付してください。なお、交付申請書の記載内容をすでに変更して 54
いる場合は、その変更承認申請書等の写しも添付してください。

54

【研究代表者所属研究機関変更にあたっての注意事項①】

① 研究機関内での連携、例えば人事担当者との情報共有をはかるなどし、研究代
表者の異動について速やかに対応できるよう体制の整備につとめてください。

② 変更前の機関においては、変更後の所属研究機関が科研費指定機関かどうか、
また、当該研究者は変更後の所属研究機関で応募資格を有しているのか確認し
てくださいてください。
なお、異動先で応募資格がない場合は補助事業廃止の手続きが必要です。

③ 補助金又は助成金に未使用額がある場合には、変更前、変更後の研究機関は、③ 補助金又は助成金に未使用額がある場合には、変更前、変更後の研究機関は、
未使用額の送金及び受領に係る手続きについて確認してください。

④ 収支簿等関係書類の写しを変更前の機関から変更後の機関へ送付してください。④ 機 機
なお、原本は変更前の機関が保管しておいてください。

⑤ 補助金又は助成金に未使用額がある場合には、実績報告書又は実施状況報告書
の提出を変更後の機関が行ってください。
なお、研究者が４月１日付けで所属機関を変更した場合には、前年度の実績
報告書又は実施状況報告書の提出は変更前の機関が行ってください。

5555
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【研究代表者所属研究機関変更にあたっての注意事項②】

⑥ 間接経費を執行できる機関から執行できない機関へ異動する場合には、変更前
の機関において間接経費の変更交付決定を受ける手続きが必要となります。ま
た 間接経費を執行できない機関から執行できる機関へ異動する場合は 変更た、間接経費を執行できない機関から執行できる機関へ異動する場合は、変更
後の機関において間接経費の変更交付決定を受ける手続きが必要となります。

＜日本学術振興会交付分のみ＞＜日本学術振興会交付分のみ＞
⑦ 後期分の補助金または助成金を受領前に所属研究機関を変更し、変更後の研究

機関での受領を希望する場合には、研究代表者所属機関変更届とともに受領委
任の様式（研究代表者所属機関変更届別紙）を日本学術振興会に提出してくだ任の様式（研究代表者所属機関変更届別紙）を日本学術振興会に提出してくだ
さい。

5656

２．補助事業者を変更する場合２．補助事業者を変更する場合 補助金、基金、
一部基金共通

２－１．研究分担者を追加する場合

部基金共通

事前に承認が必要な手続き事前に承認が必要な手続き

 補助事業者変更承認申請書又は研究分担者変更承認申請書の提出にあたっては、該当する
補助事業の交付申請書の写しを必ず添付してください。なお、交付申請書の記載内容をす
でに変更している場合は、その変更承認申請書等の写しも添付してください。

 研究分担者を追加する場合には、事前に承認を得なければならないことを研究代表者に対
し、十分周知してください。

5757
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【研究分担者の追加にあたっての注意事項】

① 研究分担者となることで、当該研究者自身が研究代表者を務める科研費と重複
応募制限がかからないかどうか確認してください。

② 研究分担者として加わることについて、本人の承諾をとっているか、つまり、
研究分担者承諾書を研究代表者が受け取っているか確認してください。
なお、研究代表者と異なる研究機関に所属している研究分担者に係る研究分

担者 書 様 究 担者が担者承諾書（様式C‐11,F‐11,Z‐11）には、研究分担者が所属する機関の長
の押印が必要です。

③ 追加される研究分担者が分担金を使用できるのは 文部科学省または日本学術③ 追加される研究分担者が分担金を使用できるのは、文部科学省または日本学術
振興会承認後となるので、研究分担者、研究分担者が所属する研究機関に十分
に周知してください。

④ 研究分担者として追加することにより得られる効果、分担者としての適格性、
当該研究課題との関係について申請書に記載されているか確認してください。
分担者を追加する理由として 単に「科研費応募資格を得たため」 「研究代分担者を追加する理由として、単に「科研費応募資格を得たため」、「研究代
表者の所属する研究室に赴任してきたため」という内容では理由になりません。

5858

２．補助事業者を変更する場合２．補助事業者を変更する場合
補助金、基金、
一部基金共通

２－２．研究分担者を削除する場合

事前に承認が必要な手続き

 補助事業者変更承認申請書又は研究分担者変更承認申請書の提出にあたっては、該当する補
助事業の交付申請書の写しを必ず添付してください。なお、交付申請書の記載内容をすでに
変更している場合は、その変更承認申請書等の写しも添付してください。

59
 研究分担者を削除する場合には、事前に承認を得なければならないことを研究代表者に対し、

十分周知してください。

59
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【研究分担者の削除にあたっての注意事項等】

① 研究機関内での連携、例えば人事担当者との情報共有をはかるなどし、研究分
担者が異動等により応募資格を喪失する場合には、速やかに対応できるよう体
制の整備につとめてください なお 研究分担者と研究代表者の所属機関が異制の整備につとめてください。なお、研究分担者と研究代表者の所属機関が異
なる場合には、研究代表者の所属機関へ連絡してください。

② 研究分担者を削除しても研究計画の進捗 目的達成について支障がない理由が② 研究分担者を削除しても研究計画の進捗、目的達成について支障がない理由が
申請書に記載されているかどうか確認してください。

③ 配分を受けた分担金に未使用額がある場合には、研究代表者が所属する研究機③ 配分を受けた分担金に未使用額がある場合には、研究代表者が所属する研究機
関は、研究分担者が所属する研究機関から未使用の分担金の返還を受けてくだ
さい。

6060

２．補助事業者を変更する場合２．補助事業者を変更する場合
補助金の一部の

種目のみ

２－３．研究代表者を交替する場合
事前に承認が必要な手続き

① 原則、研究代表者を交替することはできませんが、例外として以下の種目① 原則、研究代表者を交替する ま 、例外 以 種目
の課題の一部において研究代表者の交替を認めることがあります。
A) 特定領域研究の「総括班研究課題」、「支援班研究課題」、「調整班

研究課題」
B) 新学術領域研究（研究領域提案型）の「総括班研究課題」、「生命科

学系３分野支援活動」
C) 特別研究員奨励費の「外国人特別研究員の受入に係る研究課題」

② 研究代表者を交替する必要が生じた場合には、事前に文部科学省又は日本
学術振興会に連絡してください。

6161
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２．補助事業者を変更する場合２．補助事業者を変更する場合

① 研究分担者が所属機関を変更する場合の手続きについて

２－４．その他、研究分担者にかかる事項の変更について

変更後の研究機関において科研費応募資格を有し、引き続き研究分担者とし
て参画するのであれば、文部科学省又は日本学術振興会への手続きの必要は
ありません。変更前の研究機関から変更後の研究機関へ、未使用額の送金、
収支簿等関係書類の写しを送付してください。
ただし、所属機関の変更に伴い科研費応募資格を喪失する場合等、補助事業
に参加できない場合には、研究分担者を削除する手続きが必要です。

② 交付申請書又は支払請求書に記載の分担者への分担金の配分を見直す場合の
手続について
使用ル ル（補助条件 交付条件）に記載の「軽微な変更 にあたるため使用ルール（補助条件、交付条件）に記載の「軽微な変更」にあたるため、

文部科学省又は日本学術振興会への手続きは必要ありません。
ただし、分担者への配分額を見直すことにより、分担金の配分額が０円とな
る場合には 研究分担者から削除する手続きが必要でする場合には、研究分担者から削除する手続きが必要です。

6262

３．補助事業を廃止する場合３．補助事業を廃止する場合 補助金、基金、一部基金で
異なる部分があります。

事前に承認が必要な手続き

 補助事業廃止承認申請書は、応募資格の喪失等により、補助事業を廃止しなければならな
い場合、事前に申請し、承認を得なければならないことを研究代表者に十分周知してくだ
さい。

 補助事業廃止承認申請書の提出にあたっては、該当する補助事業の交付申請書の写しを必
ず添付してください。なお、交付申請書の記載内容をすでに変更している場合は、その変

63
更承認申請書等の写しも添付してください。

 研究代表者が死亡等により欠けた場合には、研究機関の代表者から速やかに研究代表者死
亡等報告書を提出してください。

63
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３．補助事業を廃止する場合３．補助事業を廃止する場合

① 研究代表者が応募資格を喪失する場合

３－１．補助事業を廃止する必要がある場合

① 研究代表者が応募資格を喪失する場合

② 研究代表者が1年を超えて補助事業を中断しなければならない場合

③ 研究代表者が体調不良等により、補助事業を遂行できない場合

④ 研究代表者が死亡等により欠けた場合④ 研究代表者 等 り欠け 場合

6464

【補助事業廃止にあたっての注意事項】

① 研究機関内での連携、例えば人事担当者との情報共有をはかるなどし、研究代
表者が異動等により応募資格を喪失する場合に、速やかに対応できるよう体制
の整備につとめてくださいの整備につとめてください。

② 補助金または助成金の執行がある場合、廃止承認日から３０日以内に実績報告
書を提出することとなっていますので 研究代表者に速やかに作成させてくだ書を提出することとなっていますので、研究代表者に速やかに作成させてくだ
さい。また、作成された実績報告書について、チェックリストや作成上の注意
に基づき内容を確認し、文部科学省又は日本学術振興会へ提出してください。

② 文部科学省または日本学術振興会から返還の通知にしたがい、期日までに未使
用額を返還する手続きを行ってください。なお、研究分担者に分担金を配分し
ている場合には、研究代表者の所属機関は、研究分担者の所属する機関から未る場合 、研究代表者 所属機関 、研究分担者 所属する機関 未
使用の分担金の返還を受け、研究代表者の未使用額とあわせて返還する手続を
行ってください。

※科研費管理口座の残高証明書や当該口座の通帳の写しを提出する必要はあり
ません。
※科研費の執行がない場合、実績報告書の作成は不要です。

6565
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３．補助事業を廃止する場合３．補助事業を廃止する場合

① 補助金の場合

３－２．補助金、基金、一部基金で異なる部分について

① 補助金の場合
補助事業期間の途中で補助事業を完了した研究課題については、実績報告書
の提出にかかる手続きのみ行い、補助事業を廃止する手続きを行う必要はあ
りません。

② 基金の場合
終年度の途中で、補助事業を完了した研究課題については、実績報告書の

提出にかかる手続きのみ行い、補助事業を廃止する手続きを行う必要はあり提出にかかる手続きのみ行い、補助事業を廃止する手続きを行う必要はあり
ません。

終年度以外の補助事業期間の途中で、受領済みの助成金をすべて執行した
場合で、応募資格の喪失等で翌年度の補助事業を継続できない研究課題につ
いては 補助事業を廃止する手続きを行ってくださいいては、補助事業を廃止する手続きを行ってください。

③ 一部基金の場合
終年度の途中で、補助事業を完了した研究課題については、実績報告書の

提出にかかる手続きのみ行 補助事業を廃止する手続きを行う必要はあり提出にかかる手続きのみ行い、補助事業を廃止する手続きを行う必要はあり
ません。

終年度以外の補助事業期間の途中で、受領済みの補助金と助成金をすべて
執行した場合で、応募資格の喪失等で翌年度の補助事業を継続できない研究 66執行した場合で、応募資格の喪失等で翌年度の補助事業を継続できな 研究
課題については、翌年度の交付内定時に補助事業を廃止する手続きと交付申
請を辞退する手続きを併せて行ってください。

66

４．産前産後の休暇又は育児休業の取得により補助事業を４．産前産後の休暇又は育児休業の取得により補助事業を
中断する場合中断する場合 補助金 基金 部基金で中断する場合中断する場合

４－１．補助金の場合
４－１－１．中断する際の手続き

事前に承認が必要な手続き

補助金、基金、一部基金で
異なる部分があります。

事前に承認が必要な手続き

 研究中断承認申請書の提出にあたっては、該当する補助事業の交付申請書の写しを必ず添
付してください。

 産前産後の休暇又は育児休業（以下、「育児休業等」という。）により研究を中断する場
合には 事前に申請書を提出し 承認を得なければならないことを研究代表者に十分周知 67合には、事前に申請書を提出し、承認を得なければならないことを研究代表者に十分周知
してください。

 補助金の返還、実績報告書提出に係る手続きは、補助事業の廃止と同じです。

67

－34－



４－１．補助金の場合

【補助事業中断にあたっての注意事項】

① 育児休業等取得期間 研究再開時期について確認してください① 育児休業等取得期間、研究再開時期について確認してください。
なお、育児休業等により中断した研究課題については翌年度に再開すること
としていましたが、平成２４年度より、育児休業等を取得する期間に応じて翌
年度以降であっても研究を再開することが可能になりました。年度以降であっても研究を再開することが可能になりました。

② 研究分担者に分担金を配分している場合には、研究代表者の所属機関は、研究
分担者の所属する機関から未使用の分担金の返還を受け、研究代表者の未使用分担者の所属する機関から未使用の分担金の返還を受け、研究代表者の未使用
額と合わせて文部科学省または日本学術振興会へ返還する手続を行ってくださ
い。

③ 複数年度にわたって研究を中断する場合には、各年度の交付内定時に様式A-10
「育児休業等に伴う交付申請留保届」を提出してください。

④ 「特定領域研究」及び「新学術領域研究（研究領域提案型）」の場合は、研究
代表者が研究の中断について事前に領域代表者の了解を得ていることを確認し
てください。

6868

４．産前産後の休暇又は育児休業の取得により補助事業を４．産前産後の休暇又は育児休業の取得により補助事業を
中断する場合中断する場合中断する場合中断する場合

４－１．補助金の場合
４－１－２ 再開する際の手続き４ １ ２．再開する際の手続き

 研究開始（再開）予定日の１ヶ月程度前に研究代表者に再開の意思を確認し、交付申請書
を提出してください。 69を提出してください。 69
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４－１．補助金の場合

【補助事業再開にあたっての注意事項】

① 研究代表者に研究再開の意思を確認した際、次に該当する場合には、文部科学
省または日本学術振興会に連絡の上、必要な手続きを行ってください。
A) 再開予定日を延期する場合

→様式A-10「育児休業等に伴う交付申請留保届」を提出
B) 研究を再開しない場合

→様式A-7「交付申請の辞退届」を提出
C) 交付内定時に交付申請書を提出したが、研究を開始しない場合

補助事業 廃止手続き→補助事業の廃止手続き

② 研究代表者が研究を開始（再開）するにあたり、研究実施計画（年次計画）を
変更した上で研究の開始（再開）を希望する場合は 様式A 14「産前産後の休変更した上で研究の開始（再開）を希望する場合は、様式A-14「産前産後の休
暇又は育児休業の取得に伴う研究実施計画の変更願」を提出し、文部科学省ま
たは日本学術振興会からの連絡後に様式A-2-1「交付申請書」等を提出してく
ださいださい。

7070

４．産前産後の休暇又は育児休業の取得により補助事業を４．産前産後の休暇又は育児休業の取得により補助事業を
中断する場合中断する場合中断する場合中断する場合

４－２．基金の場合
４ ２ １ １年を超えて研究を中断する場合４－２－１．１年を超えて研究を中断する場合

 育児休業等を取得し、１年を超えて研究を中断する場合に研究中断届を提出してください。

 研究中断届の提出にあたっては、該当する補助事業の交付申請書の写しを必ず添付してく
ださい。なお、交付申請書の記載内容をすでに変更している場合は、その変更承認申請書
等の写しも添付してください。

7171

－36－



①

４－２－１．１年を超えて研究を中断する場合

【研究中断にあたっての注意事項①】

① １年以内の中断であれば届け出は不要です① １年以内の中断であれば届け出は不要です。

② 育児休業等取得の理由以外で補助事業を１年を超えて中断する場合には補助事
業を廃止しなければなりません。業を廃止しなければなりません。

③ 未使用の助成金の返還は不要です。研究機関において適切に管理してください。

④ 研究中断中に、研究を再開する年度に係る支払請求書提出時期となった場合に
は、研究再開時に支障のないよう、支払請求書を提出してください。やむを得
ない理由により支払請求書を提出できない場合には、日本学術振興会に連絡し
てください。

⑤ 研究中断中であっても、実施状況報告書は提出しなければなりません。やむを
得ない理由により実施状況報告書が提出できない場合には、日本学術振興会に
連絡してください。

7272

②

４－２－１．１年を超えて研究を中断する場合

【研究中断にあたっての注意事項②】

⑥ 研究再開予定年月日の１か月程度前に研究再開の意思を研究代表者に確認して
ください。予定通り再開する場合には日本学術振興会への手続きは不要です。
なお、以下の場合には日本学術振興会に連絡の上、必要な手続きを取ってくだ
さい。
A) 中断期間を延長する場合

→様式F-13-1「研究中断届」の再提出
B) 中断期間を短縮する場合

本学術振興会 連絡→日本学術振興会への連絡のみ
C) 補助事業を廃止する場合

→補助事業の廃止手続き
D) 補助事業期間を延長する場合D) 補助事業期間を延長する場合

→様式F-13-2「産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴う補助事業期
間延長承認申請書」の提出
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４．産前産後の休暇又は育児休業の取得により補助事業４．産前産後の休暇又は育児休業の取得により補助事業
を中断する場合を中断する場合を中断する場合を中断する場合

４－２．基金の場合
４－２－２ 研究期間の延長を希望する場合４ ２ ２．研究期間の延長を希望する場合

 育児休業等の取得により研究を中断し、研究期間の延長を希望する場合には、研究再開時に
産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴う補助事業期間延長承認申請書を提出してください。

 産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴う補助事業期間延長承認申請書の提出にあたっては、
該当する補助事業の交付申請書の写しを必ず添付してください。なお、交付申請書の記載内
容をすでに変更している場合は、その変更承認申請書等の写しも添付してください。

7474

４－２－２．研究期間の延長を希望する場合

【研究期間延長にあたっての注意事項】

① 研究再開予定年月日が補助事業期間終了後の場合には 補助事業期間内に 研① 研究再開予定年月日が補助事業期間終了後の場合には、補助事業期間内に、研
究代表者の意思を確認し、補助事業期間を延長する手続きを行ってください。

② 補助事業を延長できる期間は研究中断期間によって異なります。② 補助事業を延長できる期間は研究中断期間によって異なります。

例）産前産後の休暇又は育児休業に伴う中断期間：３ヶ月 延長可能期間：１年度
産前産後の休暇又は育児休業に伴う中断期間 １年 延長可能期間 １年度産前産後の休暇又は育児休業に伴う中断期間：１年 延長可能期間：１年度
産前産後の休暇又は育児休業に伴う中断期間：１年６ヶ月 延長可能期間：２年度
産前産後の休暇又は育児休業に伴う中断期間：２年９ヶ月 延長可能期間：３年度

③ 補助事業期間を延長せず、当初の研究期間で研究を遂行することも可能ですの
で、研究代表者の意思を確認してください。

7575
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４．産前産後の休暇又は育児休業の取得により補助事業４．産前産後の休暇又は育児休業の取得により補助事業
を中断する場合を中断する場合

事前に承認が必要な手続き
を中断する場合を中断する場合

４－３．一部基金の場合
４－３－１．翌年度以降に補助金を使用することを希望する場合

事前に承認が必要な手続き

 育児休業等の取得により、当該年度の補助金を翌年度以降に使用することを希望する場合
には研究中断承認申請書を提出してください。

 研究中断承認申請書の提出にあたっては、該当する補助事業の交付申請書と交付請求書の
写しを必ず添付してください なお 交付申請書の記載内容をすでに変更している場合は 76写しを必ず添付してください。なお、交付申請書の記載内容をすでに変更している場合は、
その変更承認申請書等の写しも添付してください。
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４．産前産後の休暇又は育児休業の取得により補助事業を４．産前産後の休暇又は育児休業の取得により補助事業を
中断する場合中断する場合

事前に承認が必要な手続き
中断する場合中断する場合

４－３．一部基金の場合
４－３－２．翌年度以降に当該年度の補助金を使用することを希望しないが、

研究期間の延長を希望する場合

事前に承認が必要な手続き

研究期間の延長を希望する場合

 当該年度の補助金が執行済である場合など、当該年度の補助金を翌年度以降に使用することを希
望しないが、産前産後の休暇又は育児休業の取得により、研究期間の延長を希望する場合には、
様式Z-13-2「産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴う補助事業期間延長承認申請書」を提出し
てください 77てください。

 産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴う補助事業期間延長承認申請書の提出にあたっては、該
当する補助事業の交付申請書と交付請求書の写しを必ず添付してください。なお、交付申請書の
記載内容をすでに変更している場合は、その変更承認申請書等の写しも添付してください。
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５．助成金を前倒し請求する場合５．助成金を前倒し請求する場合 基金、一部基金のみ

 基金 部基金の助成金については 研究の進捗状況により 補助事業期間全体を通じた 基金、一部基金の助成金については、研究の進捗状況により、補助事業期間全体を通じた
助成金の交付決定額の範囲内であれば、次年度以降に予定していた研究費を前倒して使用
することが可能です。

 前倒し支払請求書提出にあたっては、該当する補助事業の交付申請書を写しを必ず添付し
てください なお 交付申請書の記載内容をすでに変更している場合は その変更承認申てください。なお、交付申請書の記載内容をすでに変更している場合は、その変更承認申
請書等の写しも添付してください。

 前倒し請求の時期
１回目 請求書提出時期： ９月１日まで、助成金送金時期：１０月頃
２回目 請求書提出時期：１２月１日まで 助成金送金時期： １月頃 78２回目 請求書提出時期：１２月１日まで、助成金送金時期： １月頃 78

【前倒し請求にあたっての注意事項】

① 前倒し請求することによって、補助事業期間を短縮することはできません。ま
た、追加配分（交付決定額の増額）は行いませんので、次年度以降の研究計画
が遂行できなくなるような多額の前倒し支払請求を行うことは避けること、応
募資格 喪失等 伴う 究 廃止が見込まれる場合 応募資格 喪失等を理募資格の喪失等に伴う研究の廃止が見込まれる場合に、応募資格の喪失等を理
由として助成金を前倒すことができないことを、研究代表者に周知してくださ
い。
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６６．２年度目以降の助成金の請求について．２年度目以降の助成金の請求について 基金、一部基金のみ

 基金、一部基金の助成金の２年度目以降の請求については、支払請求書により行ってく
ださい。

 支払請求書提出時期は、毎年２月頃、助成金の送金時期は、４月初旬を予定しています。

8080

【支払請求にあたっての注意事項等】

① 支払請求書においても、助成金の前倒し請求が可能です。助成金を前倒して請
求する場合には、前倒し請求書提出の際の注意事項を参照してください。

② 支払請求書提出後、研究代表者が所属研究機関を変更した場合には、変更前の
機関は、当該研究課題に係る助成金を受領後、速やかに変更後の機関に送金し
てください。
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７７．補助事業期間を延長する場合．補助事業期間を延長する場合 基金、一部基金のみ

事前に承認が必要な手続き

 基金、一部基金の助成金において、 終年度に未使用額が発生する場合には、事前に補助事
業期間延長承認申請書を提出することで１年度に限り、補助事業期間を延長して、助成金を業期間延長承認申請書を提出することで１年度に限り、補助事業期間を延長して、助成金を
次年度に使用することが可能です。

 補助事業期間延長承認申請書の提出にあたっては、該当する補助事業の交付申請書の写しを
必ず添付してください。なお、交付申請書の記載内容をすでに変更している場合は、その変
更承認申請書等の写しも添付してください。 82更承認申請書等の写しも添付してください。

 提出時期については、日本学術振興会よりお知らせします。なお、平成２３年度については、
平成２４年２月上旬にお知らせしております。

82

【補助事業期間延長にあたっての注意事項等】

① 補助事業期間延長承認申請書の作成にあたっては、単に助成金が余ったという
理由ではなく、「未使用額が発生した状況」及び「次年度における未使用額の
使途内容」を必ず網羅した上で具体的に記入するよう研究代表者に周知してく
ださい。

② 産前産後の休暇又は育児休業の取得に伴う補助事業期間延長が承認されている
課題であっても、本手続きにより、補助事業期間を延長することが可能です。
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８．補助金、基金、一部基金における直接経費使用内訳８．補助金、基金、一部基金における直接経費使用内訳
変更の考え方について変更の考え方について変更の考え方について変更の考え方について

① 補助金、基金、一部基金の直接経費の費目間流用制限
・補助金においては、交付決定された直接経費の総額（単年度）の５０％未満補助金においては、交付決定された直接経費の総額（単年度）の５０％未満
・基金においては、交付決定された直接経費の総額（補助事業期間全体）の

５０％未満
・一部基金においては、各年度の補助事業に要する直接経費の総額の５０％未部基金においては、各年度の補助事業に要する直接経費の総額の５０％未

満（例えば、平成２４年度であれば、交付申請書に記載の平成２４年度の補
助金と助成金の直接経費の合計額の５０％未満となります。）

② 「直接経費の総額の５０％の額が３００万円以下の場合は、３００万円まで流
用可能」というところは共通です。

③ 一部基金において、助成金を前倒しまたは繰り越して使用することにより、流
用制限を超える場合には、直接経費使用内訳変更承認申請書を提出し、承認を
受けなければなりません。なお、次年度に繰り越して使用することで、前年度
分 補助事業に要する経費を再計算する必要はありません分の補助事業に要する経費を再計算する必要はありません。

8484

補足１：軽微な変更（補助事業の目的を変えない補足１：軽微な変更（補助事業の目的を変えない
範囲 変更 きる事項 ）範囲 変更 きる事項 ）範囲で変更できる事項について）範囲で変更できる事項について）

①補助金、基金、一部基金共通

・研究者（研究代表者、研究分担者、連携研究者、研究協力者）の役割分担

・直接経費の分担金の研究者別内訳（※１）

・研究実施計画

・主要な物品の内訳

②基金の場合のみ

・各年度における直接経費の額（※２）

・各年度における直接経費の費目別内訳

③一部基金の場合のみ

・各年度の助成金（基金部分）の額（※２）

・補助金交付予定額の費目別内訳

※１．分担金を配分しないこととする場合には事前に補助事業者変更承認申請の

手続きが必要です。
85

※２．変更することにより直接経費の費目間の流用制限を超える場合には、

事前に直接経費使用内訳変更承認申請が必要です。
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補足２：変更できない事項補足２：変更できない事項

・研究課題名

補足２：変更できない事項補足２：変更できない事項

研究課題名

・研究の目的

8686

科研費執行に関する事例研究科研費執行に関する事例研究科研費執行に関する事例研究科研費執行に関する事例研究
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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

・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

・○○大学研究費取扱規程
等

費
・レンタカー使用の条件
・外国での直接経費使用の注意事項 等

・申請資格の確認

【制度のルール①】

・研究機関使用ルール

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

【制度のルール②】

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【制度のル ル②】

・研究者使用ルール

・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

【法令による規制】
・財政法

・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 原則（補助金） 88財政法

・補助金適正化法 等
・予算単年度の原則（補助金）
・繰越明許費（補助金）

88

科研費は何に使えるのか？科研費は何に使えるのか？

○補助事業の遂行に必要な経費（研究
成果の取りまとめに必要な経費を含成果の取りまとめに必要な経費を含
む。）に使用することができます。

「何を買うか」ではなく 「どのような目的で使用するか」「何を買うか」ではなく、「どのような目的で使用するか」
により、直接経費、間接経費等のいずれの経費での支出が
妥当かを判断する必要があります。

8989
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直接経費執行の事例研究①直接経費執行の事例研究①

Ａ教授から、「科研費の研究のフィールド調査を実施している 中だが、
調査に必要な物品を新たに調達しなければならなくなった。現地ですぐに
購入しなければ調査活動に支障が出るので 自分のクレジットカ ドを使購入しなければ調査活動に支障が出るので、自分のクレジットカードを使
用して購入して良いか？」と出張先から電話で相談を受けた。
→この場合、研究者個人のカードを使用した購入は認められるものか？

－Ａ大学の考え方－
・原則として 研究遂行に支障が生じる場合を除き 研究者の立て替えによる購入・原則として、研究遂行に支障が生じる場合を除き、研究者の立て替えによる購入

は認めない。事後に、カードの利用明細など、引き落としが証明できる書類の提出
を義務付けて確認するなど、立て替え払いに関するルールを定めて運用する。

－Ｂ大学の考え方－
・合理的な理由の有無により、立て替え払いの可否を判断する。

ただし、カードの引き落とし年度が翌年度になる場合の購入は認めない。
9090

ポイント①ポイント①

＜科研費におけるルール＞＜科研費におけるル ル＞
立替払い、立替時のクレジットカードの使用に関する取扱いは科研費の制度の

ルールとしては特にありません。その取扱いは各研究機関のルールによります。

関係する使用ルール（補助金を例示）
＜補助条件＞
【納品等及び支出の期限】
2-10 補助事業に係る物品の納品、役務の提供等は、補助事業を行う年度の３月３１日までに終了しなければならず、これに係る支出は、実

績報告書の提出期限までに行わなければならない

＜ポイント＞

 発注権限と立替払いの範囲

 立替払い、支払いの際のクレ
ジットカードの使用による利便性、

績報告書の提出期限までに行わなければならない。

 発注権限と立替払いの範囲

 立替払いでの購入時の検収体制

 支払い方法と必要な証拠書類

迅速性や、管理面からの問題を考
慮して、研究遂行に支障がないよ
うにしてください。

 支払い方法と必要な証拠書類

 カードの請求と引落し時期の整理

 コ ポレ トカ ド

 説明責任をしっかりと果たせ
るように手続きや必要な書類を定
めてください。

91 コーポレートカード 91
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直接経費執行の事例研究②直接経費執行の事例研究②

Ｂ教授から、「科研費（補助金分）で研究に使用するソフトウェアの
ライセンス購入をしたい。ライセンス期間は１０月から翌年の９月まで
の１年間で 一括で購入時に支払う必要があるので今年度の科研費（補の１年間で、一括で購入時に支払う必要があるので今年度の科研費（補
助金分）から支払いたい。」と相談を受けた。
→この場合、今年度の科研費（補助金分）での購入は認められるか？

－Ａ大学の考え方－
・科研費（補助金分）での年度をまたがった執行は認められない。

割 から 年 分ま を補助金 支払 残 合算使 が 能月割りで１０月から翌年の３月分までを補助金で支払い、残りは合算使用が可能
な他の経費で支払う。

－Ｂ大学の考え方－
・ライセンスが一体不可分で１年間の使用権を購入するような場合、購入時点で検
収を行って、支払いが完結するのであれば支出を認める。

9292

ポイント②ポイント②

＜科研費におけるルール＞
科研費（補助金分）では年度をまたいだ執行は認められません。
科研費（基金分）では補助事業期間内であれば、年度をまたいだ執行も認めら

れます。

関係する使用ルール（補助金）
＜補助条件＞
【納品等及び支出の期限】
2-10 補助事業に係る物品の納品、役務の提供等は、補助事業を行

関係する使用ルール（基金）
＜交付条件＞
【納品等及び支出の期限】
2-11 補助事業に係る物品の納品、役務の提供等は、補助事業期間

＜ポイント＞  ライセンス契約において、「使

2 10 補助事業に係る物品の納品、役務の提供等は、補助事業を行

う年度の３月３１日までに終了しなければならず、これに係る支
出は、実績報告書の提出期限までに行わなければならない。

2 11 補助事業に係る物品の納品、役務の提供等は、補助事業期間

内に終了しなければならない。なお、これに係る支出は、実績報
告書の提出期限までに行わなければならない。

＜ポイン ＞

 ライセンス購入の性質

 補助金か基金か

用する権利」の購入として、購入時
点で納品まで済んでいる場合は、当
該年度の補助金で執行も可能です。

補助

 補助事業期間・研究期間との関係

 合算使用する場合の経費

 上記の場合でも補助事業期間・
研究期間とライセンス契約の期間と
の整合性は別に考える必要がありま
す 93合算使用す 場合 経費
す。 93
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直接経費執行の事例研究③直接経費執行の事例研究③

教授から 「科研費の研究の情報収集が必要となり 海外で開催されＣ教授から、「科研費の研究の情報収集が必要となり、海外で開催され
る学会に参加するため航空券を事前に購入したが、出発直前に渡航先が
「危険地域」に指定されたことから学会の開催が延期された。航空券の取
り消しに伴いキャンセル料が発生したので、科研費から支出したい。」と
の申し出があった。
→この場合、キャンセル料を直接経費から支出することについて場 費

どう考えるべきか？

－Ａ大学の考え方－
・購入した航空券の取り消し理由が、上記のように研究者の責めに帰さない事情の
ものに限って、直接経費からキャンセル料の支出を認める。

－Ｂ大学の考え方－
・キャンセル料は、事由に関わらず個人負担とし、直接経費からの支出を認めない。

9494

ポイント③ポイント③

＜科研費におけるルール＞
航空券等のキャンセル料は府省共通経費取扱区分（※）に掲載のようにやむえ

ない事情がある場合には旅費として直接経費から支出できます。
※ 科研費ハンドブック２０１１年版（研究機関用）１０１頁参照

関係する使用ルール（補助金を例示）
＜補助条件＞
【直接経費の各費目の対象となる経費】
2-2 直接経費の各費目の対象となる経費は、以下のとおりとする。

＜ポイント＞  旅行の本来の目的 経費に加え

2 2 直接経費の各費目の対象となる経費は、以下のとおりとする。
旅費 研究代表者、研究分担者、連携研究者及び研究協力者の海外・国内出張（資料収集、各種調査、研究の打合せ、研究の成

果発表等）のための経費(交通費、宿泊費、日当)

＜ポイント＞

 機関ルールにおける取扱い

 旅行の目的 経費

 旅行の本来の目的・経費に加え
て、キャンセルに至った事情やキャ
ンセル料が発生した経緯を含めて総
合的に判断する必要があります。 旅行の目的・経費

 キャンセルに至った事情

 キャンセル料が発生した経緯

合的に判断する必要があります。

 機関ルールにおいてキャンセル
料の取扱いを適切に定めておいてく
ださい 95 キャンセル料が発生した経緯 ださい。 95
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直接経費執行の事例研究④直接経費執行の事例研究④

Ｄ教授から、「Ａ県○○地方でのフィールドワーク（科研費による用
務）と、Ｂ県○○大学での研究打ち合わせ（他の用務）が連続する日程の
出張計画を予定しているが、旅費は科研費から支払いたい」との相談を受出張計画を予定 る 、旅費 科研費 ら支払 」 相談を受
けた。
→この場合、科研費からの支出が可能な旅費の範囲はどこまでと考える

べきか？べきか？

－Ａ大学の考え方－
・一連の出張計画のうち、主たる用務が科研費の研究課題遂行によるものと認め
られる場合は 往復の交通費とも支出を認めるられる場合は、往復の交通費とも支出を認める。
ただし、他の用務に関連する日当・宿泊料の支出は認めない。

－Ｂ大学の考え方－
・出張計画を往路と復路に区分し、交通費については、実際の出張日程と照らし合
わせ、科研費用務に該当する旅程の費用のみ支出を認める。

9696

ポイント④ポイント④

＜科研費におけるルール＞
合算使用は一部の例外を除いて認められていません。
旅費の場合は、科研費での用務と他の用務との区分を明らかにして、その区分

にそって直接経費を使用する場合は、合算使用が可能です。

関係する使用ルール（補助金を例示）
＜補助条件＞【合算使用の制限】
2-9 直接経費は、次の場合を除き、他の経費と合算して使用してはならない。
① 補助事業に係る用務と他の用務とを合わせて１回の出張をする場合に

おいて、直接経費と他の経費との使用区分を明らかにした上で直接経費
を使用する場合

＜ポイント＞

 科研費での用務と他の用務との区分 科研費での用務と他の用務との区分

 用務の区分に応じた経費の区分

9797
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直接経費執行の事例研究⑤直接経費執行の事例研究⑤

Ｅ教授から、「科研費の研究課題の遂行に協力してもらう学生・一般人
に対し、お礼として物品を渡したい」と相談を受けた。

うした費用を 直接経費から支出する とはできるものか→こうした費用を、直接経費から支出することはできるものか？

－Ａ大学の考え方－
・例えば、聞き取り調査に対する情報提供や、各種調査の集計等を手伝って貰った
協力者に対し 高額ではない物品（ボールペン ノート等）を進呈する場合は協力者に対し、高額ではない物品（ボールペン、ノート等）を進呈する場合は、
支出を認める。

－Ｂ大学の考え方－
・物品での謝礼に関する規程が無いため、謝金（金銭）以外の支出を認めない。

9898

ポイント⑤ポイント⑤

＜科研費におけるルール＞
科研費の執行では、謝礼の方法についてのルールは特段の定めはありません。
社会通念上の妥当な範囲であれば、物品による謝礼を妨げていません。

関係する使用ルール（補助金を例示）
＜補助条件＞
【直接経費の各費目の対象となる経費】
人件費・謝金 資料整理、実験補助、翻訳・校閲、専門的知識の提供、アンケートの配付・回収、研究資料の収集等を行う研究協力者（ポス

トドクタ リサ シ タ ト（ ） 外国 機関に所属する研究者等）に係る謝金 報酬 賃金 給与 労働者派遣

＜ポイント＞  物品を事前に購入する場合

トドクター・リサーチアシスタント（ＲＡ）・外国の機関に所属する研究者等）に係る謝金、報酬、賃金、給与、労働者派遣
業者へ の支払いのための経費

＜ポイント＞

 対価としての妥当性

 物品の数量とその管理

 物品を事前に購入する場合、
余った場合の処理方法を事前に確認
しておく必要があります。

 物品の数量とその管理

 検収方法

 手土産は科研費からは支出でき
ません。

9999
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直接経費執行 事例 究⑥直接経費執行の事例研究⑥

Ｆ教授から、「フィールドワーク（科研費の研究課題遂行に係る）の
ため海外へ出張したいが、海外傷害保険への加入、ビザ申請及び予防接
種を受けたい 」という相談を受けた種を受けたい。」という相談を受けた。

→こうした費用を、直接経費で支出することはできるものか？

－Ａ大学の考え方－
・海外傷害保険の加入費用に対する支出は認めない。 ビザの申請、予防接種に
ついては、渡航先において入国の際の必須事項である場合は支出を認める。

－Ｂ大学の考え方－
・海外傷害保険の加入費用に対する支出は原則として認めないが、渡航先が海外
傷害保険への加入を入国の際の必須条件としている場合は、例外として認める。傷害保険 の加入を入国の際の必須条件として る場合は、例外として認める。
ビザの申請、予防接種に要する費用は、旅費規程において旅行雑費に含め、旅費
として整理する。

100100

ポイント⑥ポイント⑥

＜科研費におけるルール＞
科研費で特段の定めはありませんが、任意での傷害保険、予防接種は受益者負

担となることから科研費で負担すべきものではないと考えられます。
ただし、入国の際に義務付けられている等、それが無いと目的が達成できない

場合まで否定するものではありません。

関係する使用ルール（補助金を例示）
＜補助条件＞＜補助条件＞
【使用の制限】
2-8 直接経費は、次の経費として使用してはならない。
① 建物等の施設に関する経費（直接経費により購入した物品を導入することにより必要となる軽微な据付等のための経費を除く。）
② 補助事業遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費
③ 研究代表者又は研究分担者の人件費・謝金

＜ポイント＞  認められないと思われる支出
でも 状況によ ては認められる場

③ 研究代表者又 研究分担者 件費 謝
④ その他、間接経費を使用することが適切な経費

 目的達成のための必要性

 支払う経費の性質

でも、状況によっては認められる場
合もあります。個別の事情を勘案し
てご判断ください。

101101
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研究機関における直接経費の管理①

科研費は、○○大学といった“研究機関”を補助するものではなく、研究者や
研究者グループの自由な発想に基づく学術研究を補助するものである。

・ 従って、
①科研費の交付を受けた研究者（研究者グループ）が、
②“補助事業”として実施しようとする研究活動のために、
③使いたい（○○を買う必要がある、△△に出張する必要がある、□□に関
する研究協力者を雇用する必要がある等）という要請に応じて、
執行されるべきものである。

・ 科研費の場合、交付の対象となった補助事業（研究課題）の研究のために必
要な経費であれば、一定のルールのもとに研究費の交付を受けた研究者（研
究者グループ）の判断で執行できる経費である。

・ 一方、研究機関（事務担当者）にあっては、「研究費を受けた研究者に代わり
研究費を管理すること」が求められており、「研究者使用ルール」や研究機関
で独自に定めているルールに照らして経費の執行等を行っていただく必要 102で独自に定めて るル ルに照らして経費の執行等を行 て ただく必要
がある。

102

研究機関における直接経費の管理②
研究者から聞こえてくること～研究者から聞こえてくること～

◆「研究者使用ルール」に特に記載がないことを事務担当者に尋ねると、前例がないので購入を止めて下
さいと言われる。 「前例がない」という回答だけでは、研究者の理解を得られないのでは？さ 言わ る。 前例 な 」 う回答 け 、研究者 解を得 な

◆ 「研究者使用ルール」に特に記載がないことを「学内ルール」として決めていて、それが大変厳しい。
学内ルールの内容に無理はないか？

◆ 「○○（品名）を買いたい」と言っても、あまり一般的なものでないせいか「何故それが必要なのか理
由書が欲しい」とまで言われる。説明しても堂々巡りで結局は購入を諦めた。

「何を買うか」ではなく「どの様な目的でどのように使うのか」ではないか？

・いずれも、背景にどのような事情があるか分からないので、文部科学省や日本学術振興会
では、各研究機関にご判断いただいています。

・一部の研究機関では、補助条件等を厳格に捉え過ぎた結果、研究者が使いにくいと感じて
いる例が見受けられます。

・大前提として、科研費の「補助事業（研究課題）の遂行のために必要な経費」であれば、
直接経費から支払えないものは殆どないと考えています。もちろん、研究者が「学内ルー

直接経費の管理が無責任で良いわけではありませんが 補助事業（研究課題）

直接経費 ら支払えな ものは殆 な 考えて ます。もちろ 、研究者 学内ル
ル」を無視した経費の執行を要請する場合は論外ですが、多くの場合はそのようなことでは
ないと思われます。

103直接経費の管理が無責任で良いわけではありませんが、補助事業（研究課題）
の遂行のために必要な経費であるにも関わらず、本来使えるはずの直接経費が使
えないということでは本末転倒になってしまいます。

103
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後に

 科研費の執行に際しては、補助条件等の
ルール以外は各研究機関におけるルール
によります。

 科研費による研究活動が円滑に進められ
るよう、各研究機関の現場の環境に適した

ルールの設定と体制の整備が求められます。

104104
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