
交付内定から研究成果報告までの手続き
の概要について≪基盤研究等≫ 

第二部 
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 応募から研究成果報告書提出までの流れ 
 交付内定後の手続きについて 
 交付決定後の手続きについて 
 各年度終了後の手続き 
 その他 
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応募から研究成果報告書提出までの流れ 

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

基金
補助金部分 基金部分

前年度

１年度目

補助金
一部基金

公募要領の内容の周知・応募書類の確認及び提出

内定通知受理・交付申請手続き

交付決定通知受理・科研費の受領

前倒し支払請求（第１回）

２年度目の支払請求

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）

応募書類を基に書面審査及び合議審査

（調整金）前倒し使用申請（第１回）

（調整金）前倒し使用申請（第２回）

繰越手続
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４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

４月

５月

６月

最終年度
終了後

補助金
一部基金

基金
補助金部分 基金部分

２年度目

３年度目

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

交付決定通知受理・科研費の受領（補助金分）

実績報告書の提出

科研費の受領（基金分）

研究成果報告書の提出

科研費の受領（分割請求の場合のみ）

最終年度終了まで同様の手続

３年度目の支払請求

科研費の受領（分割請求の場合のみ）

前倒し支払請求（第３回）

前倒し支払請求（第４回）

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）

交付決定通知受理・科研費の受領（補助金分）

（調整金）次年度使用申請

（調整金）次年度使用申請

繰越手続き

（調整金）前倒し使用申請（第1回）

（調整金）前倒し使用申請（第2回）
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交付内定後の手続きについて 

27 



• 採否の結果及び交付内定の通知は研究機関宛に文書で行われます。また、電子申請システ
ム上で確認することも可能です。 

 
• 補助金分については、毎年度交付内定を通知します。基金分については初年度に複数年に

わたる研究期間全体の研究費について交付内定を通知しますので、２年度目以降について
は、交付内定の通知を行いませんが、各研究課題の支払予定額を通知する予定です。 

 
• 一部基金分については、初年度は補助金及び助成金の交付内定を通知し、２年度目以降は

補助金のみの交付内定を通知します。 
 
• 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

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」に対して行われます。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、これを「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してください。 

交付内定通知の受理及び研究者への通知 
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• 研究機関は交付申請時に、補助事業者の応募資格について確認を行ってください。 
 

• 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、毎年度交付申請の手続
きを行う必要があります。 

 
• 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間全体の交付決定を

行いますので、補助事業期間の初年度に、全研究期間分の交付申請の手続きを行ってく
ださい。ただし、基金分であっても支払請求の手続きは毎年度行うことになります。 

 
• 一部基金分については、毎年度交付申請の手続きを行う必要があります。補助金は単年

度毎、助成金は複数年度にわたる研究期間が補助事業期間となることを踏まえて適切に
手続きを行ってください。 

交付申請書類の取りまとめ及び提出 
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交付申請書類の取りまとめ及び提出 
（所属している研究者の異動があった場合） 

• 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、交付内定通知は「変更前の研究機関」に対して行われます。 

   変更前の研究機関：その研究代表者について、「研究代表者の転出報告書」を提出すること 
   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提出すること 
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交付決定後の手続きについて 
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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してください。 

   
• 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」を周知してくださ
い。 

交付決定通知の受理及び研究者への伝達 
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• 科研費は、日本学術振興会から研究代表者の所属研究機関に送金されます。科研費の交付を受
けた場合であっても、所得税は課税されません。 
 

• 科研費を受領するための専用口座と、科研費を保管・管理する口座は別の口座でも構いません
が、補助金と助成金の直接経費については、保管・管理する科研費専用の口座を設け、適切に
保管・管理してください。なお、補助金と助成金を同一の口座で保管・管理しても構いません。 

 
• 研究代表者が、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る場合には、研究機関

は、科研費を受領後速やかに、当該研究分担者の所属研究機関に分担金を送金してください。間
接経費が措置されている研究種目の場合は、分担金の直接経費の３０％分の間接経費も送金し
てください。研究機関間の取り決めにより、直接経費の３０％以外の額を配分しても構いません。 

科研費の受領 
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【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 

 

【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 

 ・補助事業廃止承認申請 

 ・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」）  

 ・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 

 ・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） 

 ・補助事業期間延長承認申請（基金分・一部基金分） 

交付申請書記載内容の変更等手続き 
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直接経費の管理① 

• 契約・使用の開始 
 ・補助金分：新規課題は内定通知日から、継続課題は４月１日から契約可能。 
 ・基金分：新規課題は内定通知日から、継続課題は補助事業期間中であれば、年度にとらわれ

ず契約可能。 
 ・一部基金分：補助金は補助金分、助成金は基金分の取扱いに従います。 
 ※ ただし、「研究成果報告書」を提出していないことなどにより内定通知を留保された場合に

は、内定通知日以降でなければ、研究を開始することはできません。 
 

• 保管 
 ・直接経費は専用の口座で保管・管理してください。 
 ・複数の研究者に交付される場合は、補助事業ごとに口座を設けて管理しても一つの口座でま
とめて管理しても差し支えありません。一つの口座でまとめて管理する場合には、収支簿等に
おいて、各補助事業の収支を明確に区分してください。 
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直接経費の管理 ② 

• 費目別の収支管理 
 ・４つの費目（物品費、旅費、人件費・謝金、その他）ごとに管理してください。 
 
 ・科研費の執行に当たっては、研究機関が定める会計規程等に従って適切に行ってください。
また、直接経費の使途については、研究代表者及び研究分担者にその説明責任があります。
各研究機関は、研究代表者及び研究分担者が直接経費を柔軟かつ適正に使用できるよう、
その収支管理を行ってください。 

 
 ・各費目の額について、直接経費の総額（※）の５０％（ただし、直接経費の総額（※）の５０％
の額が３００万円以下の場合は、３００万円）を超える変更を行う場合には、事前に「直接経費
の使用内訳の変更」の手続を行ってください。 

 ※補助金分：毎年度の交付決定額 
   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 
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直接経費の管理 ③ 

• 使用の制限 
以下の費用は直接経費で使用できません。 
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 
④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 
ひと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。 
≪例外≫ 
①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 
②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 
③直接経費に同一研究機関における他の科研費や合算が可能な他の競争的資金制度によ
る補助事業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 

37 



直接経費の管理 ④ 

• 納品検査の徹底 
 補助事業に係る物品費の支出は、納品の検収を確実に行ってください。 
 

• 旅費及び人件費・謝金の支出等 
 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
実確認を行った上、執行してください。 
 
• 支出の期限 
 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 
    基金分：最終年度の３月３１日まで 
  一部基金分：補助金は補助金分、助成金は基金分の取扱いに従ってください。 
 なお、支出については、各実績報告書の提出期限（翌年度の５月３１日）までに行ってください。 
 

• 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。 
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間接経費に係る事務 ① 

• 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、これを受け入れてください。 
 

• 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。 
 
• 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。 
   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 
  一部基金分：補助金は補助金分、助成金は基金分の取扱いに従ってください。 
 ※ 支出については、各実績報告書の提出期限（翌年度の５月３１日）までに行ってください。 
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間接経費に係る事務 ② 

• 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、翌年度の６月３０日までに日本学術振興
会に報告してください。 
 
• 研究代表者・研究分担者が所属研究機関を変更する場合 
 ≪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≫ 
  ・異動前の研究機関は、「間接経費交付決定額変更申請書」を提出し、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≫ 
  ・異動後の研究機関は、「間接経費交付決定額変更申請書」を提出し、間接経費の送金を

受けてください。 
 

• 補助事業の廃止 
 補助事業を廃止した場合は、未使用の直接経費とともに間接経費を返還してください。 
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【補助金分・一部基金分】 
・翌年度にわたる直接経費・間接経費の使用（繰越） 

 
【基金分・一部基金分】 
・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） 
・研究費の前倒し使用 
・２年度目以降の支払請求 
 

【補助金分】 
・調整金を利用した「次年度使用」、「前倒し使用」 
 

研究の進捗状況に応じた柔軟な研究費の使用 

第三部を参照してください 

第一部を参照してください 
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翌年度にわたる直接経費・間接経費の使用 
≪補助金分・一部基金分≫繰越 

 
• 補助金分・一部基金分による研究のうち、交付決定時には予想し得なかったや
むを得ない事由により年度内に完了することが困難となった補助事業について
は、所定の手続きを経た上で、当該補助金の全部又は一部を翌年度に繰越して
使用することができます。 
 

• 研究機関は、研究代表者が、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、直接経費の
みを繰越すことができます。 

 
 
 繰越の申請手続きについては、電子申請システムへの対応も含め、検討中です。
詳細については、別途、文部科学省又は日本学術振興会より通知する予定です。 
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次年度における研究費の使用（最終年度以外）≪基金分・一部基金分≫ 

• 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なく、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です。 

  ➢ 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。 

 
• 一部基金分の助成金についても、基金分と同様、最終年度を除き、補助事業期間内
であれば、年度末に発生した未使用額を、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。 

 
• 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」
（一部基金分の場合は「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。 
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• 「設備等」とは、「研究者使用ルール」、「機関使用ルール」における「設備」、「備
品」及び「図書」を意味します。なお「設備」、「備品」及び「図書」の定義や取扱いに
ついては、各研究機関の定めに準じた取扱いとなります。 
 

• 研究代表者及び研究分担者が、直接経費により設備等を購入した場合、購入後
直ちに当該研究代表者又は研究分担者が補助事業を遂行する研究機関に寄付し
なければならないこととされていますので、研究機関はこれを受け入れて適切に管
理してください。 

設備等に係る事務 ～寄付の受入～ 
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• 研究代表者又は研究分担者が、補助事業期間中に他の研究機関に異動する場
合であって、当該研究代表者又は研究分担者が寄付した設備等を、新たに所属す
ることとなる研究機関において使用することを希望する場合には、研究機関は研
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当該設備等を返
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ば、返
還を行い、異動先研究機関に移すこともできます。 

 
• 補助事業期間終了後に当該研究者が他の研究機関に異動する場合の設備等の
取扱いについては、研究機関の定めに基づいて適切に取扱ってください。 

設備等に係る事務 ～所属研究機関変更時の返還～ 
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• 利子は、補助事業の遂行に使用するか、所属する研究機関に譲渡することができ
ます。 
 

• 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の遂行
に使用する場合には、実績報告書の実支出額に含めて記載してください。また、当
該利子が当該研究課題の直接経費から生じた利子であることを収支簿等の書類
上で特定できるようにしておいてください。 

設備等に係る事務 ～利子の譲渡の受入～ 
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各年度終了後の手続き 
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【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） 
・実績報告書の提出（最終年度終了後） 
 

【補助金分・一部基金分】 
・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）】 
・研究成果報告書の提出（最終年度終了後） 
 

各年度終了後に必要な手続き 
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• 基金分は、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（現在ま
での達成度等）を記載する「実施状況報告書」を提出する必要があります。なお、本
報告書は、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。）に基づいて報告してください。 
 

• 毎年度の年度末に未使用額がある場合には、「実施状況報告書」により、当該未使
用額及び当該未使用額が生じた状況、次年度における未使用額の使用計画（翌年
度に請求する研究費と合わせた使用計画）を報告してください。 
 

• 提出期限は翌年度の５月３１日です。 

実施状況報告書の提出に係る手続き ≪基金分≫  
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• 各研究機関は、研究代表者が補助事業期間全体の収支状況と当該補助事業の研究の成果等に
ついて記載した「実績報告書」を提出する必要があります。 
 

• 提出期限は以下のとおりです。 
    基金分：補助事業期間終了年度の翌年度の５月３１日 
    補助金分・一部基金分：毎年度終了年度の翌年度の５月３１日 
 
• 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、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及び次年度事業の
交付申請を辞退する研究課題、最終年度前年度応募課題が採択された場合の基となった継続課
題については、「本研究課題は平成２５年度が最終年度のため、記入しない。」などの理由を記入
してください。 
 

• 一部基金分については、実績報告書の中で、助成金部分の実施状況についても報告してください。 
 
 

実績報告書の提出に係る手続き  
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額の確定に係る手続き 

• 補助金分は単年度ごとに補助金の交付決定が行われるため、単年度ごとに額の確定を行いま
す。基金分は複数年度分をまとめて交付決定するため、補助事業期間終了後に研究期間全体
の額の確定を行います。 
 

• 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、額の確定を通知する際に科研費の返還を命じますので、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。科研費の返還に当たって、「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。なお、未使用の科研費を返還しても、その後
の審査や交付に影響することはありません。 
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• 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。 
   例 基盤研究（Ｂ） 研究期間３年の課題 
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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、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、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。 
 

• 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。 
 

• 補助金分は交付を受けた年度終了後の５年間、基金分は補助事業期間終了後
の５年間、及び一部基金分は全ての研究期間終了後５年間保管する必要があり
ます。 

関係書類の整理・保管等 
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研究成果報告書等の提出に係る手続き 
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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。 
 

• 研究終了後、研究代表者として平成２５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いない場合、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平成２５年度補助事業の執行を停止してください。 
 

• この際、当該研究者が研究代表者として実施している場合には、平成２５年度補助事業の執
行を全て、当該研究者が研究分担者として実施している場合には、研究分担者に係る平成２５
年度補助事業の執行を停止してください。なお、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。 
 

• 研究経過報告書を提出すれば、平成２５年度補助事業を執行することができますが、研究成
果報告書を提出期限の属する年度に提出しない場合には、翌年度（平成２６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補助金分の場合、当該補助事業が
新規の研究課題でも継続の研究課題でも交付内定を留保します。また、当該補助事業が基金
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。 
 

• 一部基金分については、補助金は補助金分、助成金は基金分の取扱いに従います。 

研究成果報告書等の提出に係る手続き 
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その他 
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科研費電子申請システムのログイン方法について 

 平成２５年４月、e-Radのトラブルにより、科研費関係の業務に支障が出たことから、
現在、科研費電子申請システムとe-Radの連携を切り離し、データの同期のみを行っ
ています。 
 当面、科研費電子申請システムのログインは以下の方法により行ってください。な
お、研究者登録やログインＩＤ・パスワード発行手続きは、これまで通り、e-Radにより
行ってください。 

①日本学術振興会の科研費ホームページ 
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html 
の「電子申請のご案内」をクリックしてください。 
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②電子申請のご案内の「科学研
究費助成事業」をクリックしてくだ
さい。 

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ので、ロ
グインボタンをクリックし、e-Radか
ら発行されたログインＩＤ・パス
ワードによりログインし、必要な手
続きを行ってください。 
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科研費における手続きの電子申請システム対応状況と今後の
予定 

第Ⅰ期 応募手続き、審査手続きの電子申請システムへの対応 
 
2004（平成16）年度 応募手続き、審査手続きのシステム対応開始 
              （一部の研究種目から） 
 
 
2008（平成20）年度 応募手続きの全種目システム対応完了 
 
2009（平成21）年度 審査手続きの全種目システム対応完了 
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左：システム未対応の様式（不備多数） 
右：システム対応済みの様式（不備少数） 

第Ⅱ期 交付申請手続き、交付決定後の手続きの電子申請システ
ムへの対応 

2009（平成21）年度 交付申請手続きのシステム対応（若手研究（スタートアップ） 
              （現「研究活動スタート支援」）） 
2012（平成24）年度 交付申請手続きのシステム対応 
              （補助金分及び基金分の研究種目）  
2012（平成24）年度 交付決定後の手続きのシステム対応開始 
2014（平成26）年度以降 交付申請手続きのシステム対応（一部基金分） 
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・基金分の実施状況報告書で入力間違いが多い点について 

本欄は、発生した預貯金利息を当該補助事業のために使用した場合に、その金額を入
力する欄です。誤って、直接経費の実支出額の合計が入力されているケースが多々見
受けられます。 

実施状況報告書に係る留意点 

【うち預貯金利息欄】 
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本欄は、前年度からの戻入額がある場合（例えば、旅費の精算などにより、前年度に
支出した助成金が戻ってきた場合）にその金額を入力した場合に金額が表示される欄
です。 
誤って、前年度から繰越した助成金の額等が入力されているケースが多々見受けられ
ます。 

【前年度の実支出額からの戻入額】 
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