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第一部 

本年度の主な変更点について 



第一部目次 

• 調整金について 
• 特別推進研究の国庫債務負担行為について 
• 科研費と他の競争的資金を合算して購入する共用
設備について 

• 不正使用を行った研究者に対する応募資格制限の
改正について 

• その他 
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 平成25年度から、科学研究費補助金の使い勝手を更に向上させるため、

補助金に新たに「調整金」の枠を設け、研究費の前倒し使用や一定要件を
満たす場合の次年度使用を可能としました。 
  「調整金」によって可能となる前倒し使用や次年度使用は、補助金のみに

よって研究費が交付されている研究課題が対象となります。具体的には、以
下の研究課題が対象となります。 
 
  ・特別推進研究、新学術領域研究、基盤研究（S・A）、研究活動スタート支 
  援の研究課題 
  ・平成22年度以前に採択された基盤研究（C）、挑戦的萌芽研究、若手研 
  究（S、B）の研究課題 
  ・平成23年度以前に採択された基盤研究（B）、若手研究（A）の研究課題 
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調整金について 
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◆前倒し使用について 
 
 当該年度の研究が加速するなど、次年度以降の研究費を前倒しして使用する
ことを希望する場合には、当該年度の調整金から前倒し使用分の追加配分を受
けて、研究の進展に合わせた研究費の使用を可能としました。 
 
 

◆次年度使用について 
 
 研究費を次年度に持ち越して使用する場合、まずは繰越によって対応すること
が基本ですが、繰越制度の要件に合致しない場合や繰越申請期限を過ぎた後
に繰越事由が発生した場合において、当該未使用額を次年度使用することで、
より研究が進展すると見込まれる場合には、これを一旦不要として国庫に返納し
た上で、次年度の調整金から返納額の９割相当を上限として配分を受け、使用
することを可能としました。 
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調整金のイメージ 
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◆前倒し使用の手続きの流れについて 

前倒し使用に係る留意事項 
① 「前倒し使用」できる研究費は、原則として１０万円単位です。また、直接経費の３０％に相当す

る間接経費も併せて交付します。 
②  平成２５年度が研究期間最終年度の研究課題は「前倒し使用」の対象外です。 
③ 次年度以降の研究費をすべて「前倒し使用」の申請に計上することや、「前倒し使用」することに

より研究期間の短縮を行うことはできません。 
④ 次年度以降、所属研究機関を退職する等により補助事業を辞退または廃止することを理由とし

て、前倒し使用を申請することはできません。 
⑤ 前倒し使用にかかる研究費の使用は交付内定日以降となります。交付内定日より前に発注した

物品等については、前倒し使用の研究費から支出することはできません。  

※ 
基金の前倒し支払
請求と異なる点 
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◆次年度使用の手続きの流れについて 

次年度使用に係る留意事項 
① 誠実に補助事業を遂行しなかった結果、年度内に執行できなかったことが明らかである場合に

は、「次年度使用」は認められません。 
② 「次年度使用」により研究期間を延長することはできないため、研究期間最終年度の研究費の

「次年度使用」は認められません。 
③ 「次年度使用」を申請する際の未使用額が１０万円未満となる場合は対象外とします。 
④ 「次年度使用」は直接経費のみを対象とします。 
⑤ 次年度使用にかかる研究費の使用は交付内定日以降となります。次年度使用の交付内定より

前に契約した物品等については、次年度使用の研究費から支出することはできません。 
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次年度使用の申請にあたっては、フロー
図を参考に、次年度使用に該当するかし
ないか、研究機関の事務担当者でチェッ
クしたうえで、日本学術振興会に申請して
ください。 
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前頁のフローチャートに基づき記入 

未使用額の9割以下で、次年度の研

究計画に必要となる直接経費の額を
記入 

提出済みの実績報告書や繰越承認
申請書の記載内容と一致していること 
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特別推進研究における国庫債務負担行為の導入について 

○国庫債務負担行為が導入された理由 
 特別推進研究は科研費の中で最も多額の研究費を交付するものであり、
大型の設備の購入や研究支援者の安定的・継続的な雇用への配慮が他の
研究種目よりも求められるものです。     
 このため、国庫債務負担行為を導入することにより、多額の研究費を更に
安定的かつ効果的・効率的に使用できるようにしたものです。 
 
○期待される効果について 
 国が翌年度以降、研究期間最終年度までの交付予定額（債務）を負担する
ことになりますので、初年度に研究期間最終年度までの交付決定を行えるよ
うになります。 
 これにより、例えば、複数年度で研究装置の製作を契約し、その製作の進
捗状況（出来高）に応じた年度ごとの支出が可能になったり、研究支援者を
複数年度にわたって安定的・継続的に雇用することが可能になるなどのメ
リットがあります。 
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※初年度に最終年度分まで一括して交付申請・交付決定を行います。

※２年度目以降は毎年度当初に支払請求を行います。

【主な手続き上の違い等：研究期間５年間の研究課題の場合（イメージ）】

国
庫
債
務
負
担
行
為

初年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 最終年度翌年度

１億円 １億円　 １億円　 １億円　 １億円　

額の確認・確定 額の確認 額の確認 額の確認 額の確認 額の確定

実績報告書 初年度分 ２年度分 ３年度分 ４年度分

交付総額

５億円

交付申請・決定

補助金の送金 １億円 １億円 １億円 １億円 １億円

そ
の
他
の
補
助
金

初年度 ２年度 ３年度 ４年度 ５年度 最終年度翌年度

交付申請・決定 ※年度毎に交付申請・交付請求

補助金の送金 ２千万円 ２千万円 ２千万円 ２千万円 ２千万円

２千万円 ２千万円 ２千万円 ２千万円

額の確定

実績報告書 初年度分 ２年度分 ３年度分 ４年度分 ５年度分

５年度分

交付総額

１億円

前倒し使用、次年度使用については
変更交付手続を行うとともに「調整金」を活
用します。

実績報告に基づき毎年度（最終年度を除く）額の確認を行い、最終年度終了後には額の確定を行います。

他の補助金同様、繰越した場合を除き、各年度に交付された研究費を年度を越えて使用することはできません。

３年度 ４年度 ５年度

１００万円

２千万円

額の確定 額の確定 額の確定 額の確定 額の確定

実施状況報告書（４年度目分まで毎年度）実績報告書（最終年度翌年度に５年分を提出）

※前倒し支払請求および次年度使用を活用することで、各年度に交付された研究費を年度を越えて使用することが可能。
　　補助事業期間は一年に限り延長可能。

２年度分 ３年度分 ４年度分 ５年度分

額の確定 額の確定

基
　
金 ※２年度目以降は２月頃支払請求を行い、４月に送金。

実施状況報告書 初年度分

最終年度翌年度
500万円 交付総額

500万円

交付申請・決定 ※初年度に最終年度分まで一括して交付申請・交付決定

基金の送金 １００万円 １００万円 １００万円 １００万円

初年度 ２年度

年度毎の精算
手続きが必要

年度毎の精算
手続きが必要

年度毎の精算
手続きは不要
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＜ポイント＞ 
• 国庫債務負担行為に基づく補助金も、基本となるルールは他の補助金と同様であり、支出・管理は
各年度毎に行う必要があります。 

• 国庫債務負担行為分、調整金等交付分は別々に経費毎に管理する必要があります。 

＜国庫債務負担行為とその他の補助金等との比較＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
※国庫債務負担行為と基金の類似点は、補助事業期間内の研究費について初年度にすべて交付決定
するところです。 

 これにより、交付申請・交付請求・額の確定については、同様の取り扱いとなります。 

次年度使用 前倒し

国庫債務
負担行為

複数年度
ただし、予算措置

は単年度毎
１回 毎年度 － 毎年度 －

毎年度
（最終年度を

除く）
最終年度 可 可 可

その他の
補助金

単年度 毎年度 － 毎年度 毎年度 － － 毎年度 可 可 可

基金 複数年度 １回 毎年度 －
最終年度

のみ

毎年度
（最終年度を

除く）
－ 最終年度 可 － －

調整金による
区分 補助事業期間 交付申請 支払請求 交付請求 実績報告 実施状況報告 額の確認 額の確定 繰越
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＜次年度使用について＞ 
次年度の「調整金」により予算措置されます。 
 
＜前倒し使用について＞ 
後年度分について、減額変更交付申請を行います。 
前倒し分は「調整金」により予算措置されます。 
前倒し等による調整金等交付分は、単年度交付となるので、その都度、交付申請を行います。 
 
＜繰越しについて＞ 
国庫債務負担行為分についてのみ対象とします。（調整金等交付分についての繰越は対象としませ
ん。） 
 
＜その他＞ 
• 複数年度契約について 
 国庫債務負担行為分は、雇用、調達に際し、複数年度契約を行うことは差し支えありません。ただ
し、支払いは実績に基づき年度ごとに行う必要があります。 

 
• 合算使用について 
 国庫債務負担行為分と調整金等交付分の合算使用は可能ですが、調整金等単年度交付の補助
金については、複数年度契約の支払いに用いることはできません。 

 また、補助金と同様に前年度繰越された国庫債務負担行為分と今年度措置された国庫債務負担
行為分および調整金等交付分との合算使用はできません。 
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• 実績報告について 
 補助金同様、翌年度５月末に実績報告書を提出します。 
 最終年度前年度までに毎年度提出する様式と、最終年度に提出する様式は異なります。 
 （平成２４年度以前に採択された継続研究課題については、国庫債務負担行為分として交付申請を
行った年度以降を報告対象としています。） 

 
• 研究機関における内部監査時の取扱い 
 監査を行う場合、国庫債務負担行為分は、補助金分に含めて監査件数を計算してください。 
 
• 書類の保存年限について 
 国庫債務負担行為分の帳簿及び関係書類については、補助事業期間が複数年度にわたるため、
補助事業期間終了後から５年間保管が必要です。 

 調整金等交付分については、単年度補助金となるため、当該調整金の交付を受けた各年度の終了
後から５年間保管が必要です。 

 ただし、国庫債務負担行為分と調整金等交付分の合算使用があった場合は、国庫債務負担行為
分の保存年限に合わせてください。 

＜問い合わせ先＞ 
独立行政法人日本学術振興会 研究事業部  
研究助成第二課 審査・評価第一係 
℡：０３－３２６３－４２５４ 



 平成２４年度から、複数の科研費を合算して共用設備を購入することを可能と
していますが、他の競争的資金制度とは設備の取扱が異なっています。他の競
争的資金制度で合算が認められ、また科研費による研究に支障が生じないよう
であれば可能です。 

 なお、文部科学省、独立行政法人科学技術振興機構（以下、「ＪＳＴ」という。）
及び日本学術振興会が所管する競争的資金制度のうち、次ページの表に記載
のある制度については、複数制度の研究費の合算による共用設備の購入が可
能です。ただし、ＪＳＴが「企業等」に区分する機関（「ア 国立大学法人、公立大
学、私立大学等の学校法人」、「イ 国公立研究機関、公設試験研究機関、独立
行政法人等の公的研究機関」、「ウ 公益法人等の公的性格を有する機関であ
って、ＪＳＴが認めるもの」に該当しない機関）は次ページの表のうち、ＪＳＴが所
管する制度から配分された研究費とそれ以外の制度から配分された研究費を合
算して共用設備を購入することはできません。 
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科研費と他の競争的資金を合算して購入する共用設備について 

複数制度の研究費の合算による共用設備の購入についての問い合わせ先 
文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室 
電話：０３－６７３４－４０１４ 
Ｅ-mail:kenkyuhi@mext.go.jp 
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制度名 配分機関名 
科学研究費助成事業（科研費） 文部科学省、日本学術振興会 
戦略的創造研究推進事業 
・新技術シーズ創出 
・先端的低炭素化技術開発 
・社会技術研究開発 

科学技術振興機構 

研究成果展開事業 
・研究成果最適展開支援プログラム 
・戦略的イノベーション創出推進プログラム 
・産学共創基礎基盤研究プログラム 
・先端計測分析技術・機器開発プログラム 

科学技術振興機構 

国際科学技術共同研究推進事業 
・地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム 
・戦略的国際共同研究プログラム 

科学技術振興機構 

最先端研究開発支援プログラム 
最先端・次世代研究開発支援プログラム 日本学術振興会 

国家課題対応型研究開発推進事業 
・再生医療実現拠点ネットワークプログラム 科学技術振興機構 



不正使用を行った研究者に対する応募資格制限の改正について 
「～科学研究費補助金取扱規程の改正について～」 

○ 研究機関における公的研究費の適切な管理・監査体制を求めてきた  
 にもかかわらず、依然として、悪質性の高い事案を含む、競争的資金 
 の不正使用が見られる。 
 
○ 研究費の不正使用や不正受給、研究上の不正行為への対応として、 
 応募資格を制限することとしているが、行為の内容にかかわらない硬 
 直的な運用となっている。 

１．改正の趣旨 

現在の社会情勢を踏まえ、特に悪質な不正使用の事案に対して
は厳しく対処するとともに、不正使用の内容に応じて応募資格を
制限できるように改正されました。 
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１．不正使用を行った者に対する応募資格の制限の厳罰化・適正化 

２．改正内容 

（１）私的流用を行った者に対する応募資格の制限を厳罰化 
 
 
（２）私的流用以外の不正使用を行った者に対する応募資格の制限の厳罰化・適正化 
 
 

【改正前】 ５年 【改正後】 １０年 

【改正前】 ２～４年 【改正後】 １～５年 

不正使用の用途により一律に判断 
 

例：虚偽の請求に基づく行為により 
  現金を支出した場合（預け金・ 
  プール金等）は、一律で４年間 

       応募資格を制限 
 

不正使用の内容に応じて判断 
 
 

不正使用を行った額や年数に応じ 
て応募資格の制限期間を判断 
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２．善管注意義務違反に対する応募資格の制限の適正化 
 
 
    
   ※「善管注意義務違反」：自ら不正使用に関与していない場合でも、研究費の管理責任者としての 
     責務を全うしなかった場合 
 

【改正前】 ２年 【改正後】 １～２年 

３．不正使用を行った者の共同研究者への応募資格を一律に１年制限
する取扱いを廃止 



３．施行日 

・ 平成２５年３月１３日、公布とともに施行。 
・ ただし、従前より応募資格の制限期間が長くなるものについては、平
成２５年度の事業以降（継続課題を含む）で不正使用を行った場合に
適用。 
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新学術領域研究の交付業務の移管について 

• 新学術領域研究（研究領域提案型）については、審査・評価・
交付業務を文部科学省で行ってきましたが、平成25年度から
交付業務のみ、日本学術振興会に移管しました。 

• 公募、審査、評価については文部科学省が行いますが、交付
業務（交付内定から研究成果報告書に係る手続き）は日本学
術振興会が行います。 

• なお、平成２４年度から平成２５年度へ繰越した研究課題の
交付業務は、引き続き文部科学省が行います。 
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