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平成２６年度科学研究費助成事業における補助条件等の主な変更点について 

 

１.「科学研究費助成事業－科研費－科学研究費補助金研究者使用ルール（補助条件）＜｢特別研究

員奨励費｣（特別研究員）＞」の主な変更点 

（下線部分が改正部分） 

平成２５年度 平成２６年度 

＜「特別研究員奨励費」（特別研究員）＞ 
 
 独立行政法人日本学術振興会（以下、「日本学
術振興会」という。）から科学研究費助成事業（科
学研究費補助金（「特別研究員奨励費」））（以
下「補助金」という。）の交付を受ける補助事業
者（日本学術振興会が実施する特別研究員事業に
より採用されている特別研究員）が、補助金等に
係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０
年法律第１７９号。以下「適正化法」という。）
及び独立行政法人日本学術振興会科学研究費助成
事業（科学研究費補助金）取扱要領（平成１５年
規程第１７号。以下「取扱要領」という。）の規
定により従うべき補助条件は、次のとおりとする。 
 
 
１ 総則 
 

（略） 

 
【研究機関による補助金の管理等】 
1-3 研究代表者は、在学し（大学院博士課程に在

学する者の場合）、又は研究に従事する（大学
院博士課程を修了した者の場合）取扱規程第２
条に規定する研究機関（以下「研究機関」とい
う。）に、日本学術振興会が別に定める「科学
研究費助成事業（科学研究費補助金）の使用に
ついて各研究機関が行うべき事務等」に従って
補助金の管理を行わせるとともに、この補助条
件に定める諸手続を当該研究機関を通じて行
わなければならない。 

 
 
 
２ 直接経費の使用 
 

（略） 

 
【翌年度にわたる直接経費の使用】 
2-5 研究代表者は、当該年度の補助事業が、交付

決定時には予想し得なかった要因による、研究
に際しての事前の調査、研究方式の決定の困
難、計画に関する諸条件、気象の関係、資材の
入手難その他のやむを得ない事由に基づき、補
助事業が予定の期間内に完了しない見込みと
なった場合に、補助事業の期間を延長するとと
もに、補助金の全部又は一部を翌年度に使用す
ることを希望する場合には、平成２６年３月１
日までに、様式Ｃ－２６「繰越（翌債）を必要
とする理由書」により日本学術振興会に対し申

＜「特別研究員奨励費」（特別研究員）＞ 
 
 独立行政法人日本学術振興会（以下、「日本学
術振興会」という。）から科学研究費助成事業（科
学研究費補助金（「特別研究員奨励費」））（以
下「補助金」という。）の交付を受ける補助事業
者（研究代表者（日本学術振興会が実施する特別
研究員事業により採用されている特別研究員））
が、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する
法律（昭和３０年法律第１７９号。以下「適正化
法」という。）及び独立行政法人日本学術振興会
科学研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要
領（平成１５年規程第１７号。以下「取扱要領」
という。）の規定により従うべき補助条件は、次
のとおりとする。 
 
１ 総則 
 

（略） 

 
【研究機関による補助金の管理等】 
1-3 研究代表者は、在学し（大学院博士課程に在

学する者の場合）、又は研究に従事する（大学
院博士課程を修了した者の場合）取扱規程第２
条に規定する研究機関（以下「研究機関」とい
う。）に、日本学術振興会が別に定める「科学
研究費助成事業－科研費－科学研究費補助金
の使用について各研究機関が行うべき事務等」
に従って補助金の管理を行わせるとともに、こ
の補助条件に定める諸手続を当該研究機関を
通じて行わなければならない。研究代表者が当
該研究機関を変更した場合も同様とする。 

 
 
２ 直接経費の使用 
 

（略） 

 
【翌年度にわたる直接経費の使用】 
2-5 研究代表者は、当該年度の補助事業が、交付

決定時には予想し得なかった要因による、相手
国の事情、研究に際しての事前の調査の困難、
研究方式の決定の困難、計画に関する諸条件、
気象の関係、資材の入手難その他のやむを得な
い事由に基づき、補助事業が予定の期間内に完
了しない見込みとなった場合に、補助事業の期
間を延長するとともに、補助金の全部又は一部
を翌年度に使用することを希望する場合には、
平成２７年３月１日までに、様式Ｃ－２６「繰
越（翌債）を必要とする理由書」により日本学
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請を行い、必要な手続を経なければならない。 
 
 

（略） 

 
 
３ 補助事業を変更する上で必要な手続（交付申
請書の記載内容の変更に当たっての遵守事項
等） 

 

（略） 

 
【研究代表者の応募資格の喪失】 
3-4 研究代表者が、日本学術振興会の特別研究員

という研究代表者としての応募資格を有しな
くなる場合には、「3-2」に規定する手続によ
り、補助事業を廃止しなければならない。ただ
し、応募資格を有しなくなる研究代表者が、そ
れまで在学又は研究に従事していた研究機関
において、「平成２５年度科学研究費助成事業
－科研費－公募要領（特別推進研究、基盤研究
（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）、挑戦的萌芽研究、若手研
究（Ａ・Ｂ））」及び「平成２５年度科学研究
費助成事業－科研費－公募要領（研究活動スタ
ート支援）」に定める応募資格を有する研究者
となる場合であって、当該年度の直接経費の使
用を希望する場合は、この限りでない。 

 
 
 
3-5 応募資格を有しなくなる研究代表者が、それ

まで在学又は研究に従事していた研究機関以
外の研究機関において、「平成２５年度科学研
究費助成事業－科研費－公募要領（特別推進研
究、基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）、挑戦的萌芽
研究、若手研究（Ａ・Ｂ））」及び「平成２５
年度科学研究費助成事業－科研費－公募要領
（研究活動スタート支援）」に定める応募資格
を有する研究者となる場合であって、当該年度
の直接経費の使用を希望する場合は、様式Ｃ－
１０－１「研究代表者所属研究機関変更届」に
より、日本学術振興会に届け出なければならな
い。 

 
 

（略） 

 
【設備等の取扱】 
3-8 研究代表者は、直接経費により購入した設備

備品又は図書を、購入後直ちに研究機関に寄付
しなければならない。ただし、直ちに寄付する
ことにより研究上の支障が生じる場合には、独
立行政法人日本学術振興会の特別研究員とい
う研究代表者としての応募資格を有しなくな
るまで、研究機関への寄付を行わないことがで
きる。 

 
 
 
 
 

術振興会に対し申請を行い、必要な手続を経な
ければならない。 

 

（略） 

 
 
３ 補助事業を変更する上で必要な手続（交付申
請書の記載内容の変更に当たっての遵守事項
等） 

 

（略） 

 
【研究代表者の応募資格の喪失等】 
3-4 研究代表者は、日本学術振興会の特別研究員

という研究代表者としての応募資格を有しな
くなる場合又は補助事業を継続できなくなる
場合には、「3-2」に規定する手続により、補
助事業を廃止しなければならない。ただし、日
本学術振興会の特別研究員という研究代表者
としての応募資格を有しなくなる研究代表者
が、それまで在学又は研究に従事していた研究
機関において、「平成２６年度科学研究費助成
事業－科研費－公募要領（特別推進研究、基盤
研究（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）、挑戦的萌芽研究、若
手研究（Ａ・Ｂ））」及び「平成２６年度科学
研究費助成事業－科研費－公募要領（研究活動
スタート支援）」に定める応募資格を有する研
究者となる場合であって、当該年度の直接経費
の使用を希望する場合は、この限りでない。 

 
3-5 日本学術振興会の特別研究員という研究代

表者としての応募資格を有しなくなる研究代
表者が、それまで在学又は研究に従事していた
研究機関以外の研究機関において、「平成２６
年度科学研究費助成事業－科研費－公募要領
（特別推進研究、基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）、
挑戦的萌芽研究、若手研究（Ａ・Ｂ））」及び
「平成２６年度科学研究費助成事業－科研費
－公募要領（研究活動スタート支援）」に定め
る応募資格を有する研究者となる場合であっ
て、当該年度の直接経費の使用を希望する場合
は、様式Ｃ－１０－１「研究代表者所属研究機
関変更届」により、日本学術振興会に届け出な
ければならない。 

 

（略） 

 
【設備等の取扱】 
3-8 研究代表者は、直接経費により購入した設備

備品又は図書等を、購入後直ちに（直ちに寄付
することにより研究上の支障が生じる５万円
未満の図書にあっては、研究上の支障がなくな
る時に）、所属研究機関に寄付しなければなら
ない。ただし、直ちに寄付することにより研究
上の支障が生じる場合には、研究代表者は、様
式Ｃ－１５「寄付延期承認申請書」により申請
を行い、日本学術振興会の承認を得て、寄付を
延期することができる（延期することができる
期間は、日本学術振興会の特別研究員という研
究代表者としての応募資格を有しなくなるま
でとする。）、研究機関への寄付を行わないこ
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【利子の取扱】 
3-9 研究代表者は、直接経費に関して生じた利子

を、補助事業の遂行に使用し、又は在学若しく
は研究に従事する研究機関に譲渡しなければ
ならない。 

 

（略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４ 実績の報告 
 
【実績報告書の提出期限】 
4-1 研究代表者は、平成２６年５月３１日まで

（補助事業を廃止した場合には、当該廃止の承
認を受けた後３０日以内）に、様式Ｃ－６「実
績報告書（収支決算報告書）」及び様式Ｃ－７
－１「実績報告書（研究実績報告書）」により、
日本学術振興会に実績報告を行わなければな
らない（研究実績報告書の内容は、国立情報学
研究所のホームページにより公開される。）。 

 
 
 
 

（略） 

 

とができる。 
 
【利子の取扱】 
3-9 研究代表者は、直接経費に関して生じた利子

を、原則、補助事業の遂行に使用し、又は在学
又は若しくは研究に従事する研究機関に譲渡
しなければならない。 

 

（略） 

 
 
４ 間接経費の譲渡等 
 
【間接経費の譲渡】 
4-1 研究代表者は、間接経費が交付された場合に

は、速やかに間接経費を研究に従事する研究機
関に譲渡しなければならない。研究代表者が、
研究に従事する研究機関を変更した場合も同
様とする。 

 
【間接経費の返還】 
4-2 研究代表者が、研究に従事する研究機関を変

更しようとする場合において、新たに研究に従
事することとなる研究機関が間接経費を受け
入れない場合には、研究代表者は、様式Ｃ－１
６「間接経費交付決定額変更申請書」により申
請を行い、日本学術振興会の承認を得るととも
に、未使用の間接経費を返還しなければならな
い。 

 
【間接経費の追加】 
4-3 間接経費を受け入れない研究機関で研究に

従事する研究代表者が、研究に従事する研究機
関を変更した場合において、新たに間接経費の
交付を受けようとする場合には、研究代表者
は、様式Ｃ－１６「間接経費交付決定額変更申
請書」により申請を行い、日本学術振興会の承
認を得なければならない。 

 
 
５ 実績の報告 
 
【実績報告書の提出期限】 
5-1 研究代表者は、平成２７年５月３１日まで

（補助事業を廃止した場合には、当該廃止の承
認を受けた後３０日以内）に、様式Ｃ－６「実
績報告書（収支決算報告書）」及び様式Ｃ－７
－１「実績報告書（研究実績報告書）」により、
日本学術振興会に実績報告を行わなければな
らない（研究実績報告書の内容は、国立情報学
研究所のホームページにより公開される。）。
また、実績報告時に未使用の補助金が生じた場
合には、日本学術振興会に返還しなければなら
ない。 

 

（略） 
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２.「科学研究費助成事業－科研費－科学研究費補助金研究者使用ルール（補助条件）＜｢特別研究

員奨励費｣（外国人特別研究員）＞」の主な変更点 

（下線部分が改正部分） 

平成２５年度 平成２６年度 

＜「特別研究員奨励費」（外国人特別研究員）＞ 
 
 独立行政法人日本学術振興会（以下、「日本学
術振興会」という。）から科学研究費助成事業（科
学研究費補助金（「特別研究員奨励費」））（以
下「補助金」という。）の交付を受ける補助事業
者（研究代表者（日本学術振興会が実施する外国
人特別研究員事業により採用されている外国人特
別研究員の「受入研究者」）及び研究分担者（当
該外国人特別研究員））が、補助金等に係る予算
の執行の適正化に関する法律(昭和３０年法律第
１７９号。以下「適正化法｣という。）及び独立行
政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学
研究費補助金）取扱要領（平成１５年規程第１７
号。以下「取扱要領」という。）の規定により従
うべき補助条件は、次のとおりとする。 
 

（略） 

 
 
２ 直接経費の使用 
 

（略） 

 
【直接経費の各費目に対象となる経費】 
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。 
物品費  物品を購入するための経費 
旅費   研究代表者、研究分担者及び研

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) 

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 

その他   上記のほか当該研究を遂行す
るための経費（例：印刷費､複
写費､現像・焼付費､通信費（切
手、電話等）、運搬費､研究実
施場所借り上げ費（研究機関の
施設において補助事業の遂行
が困難な場合に限る）、会議費
（会場借料、食事（アルコール
類を除く）費用等）､レンタル
費用（コンピュータ、自動車、
実験機器・器具等）､機器修理
費用､旅費以外の交通費､研究
成果発表費用（学会誌投稿料、

＜「特別研究員奨励費」（外国人特別研究員）＞ 
 
 独立行政法人日本学術振興会（以下、「日本学
術振興会」という。）から科学研究費助成事業（科
学研究費補助金（「特別研究員奨励費」））（以
下「補助金」という。）の交付を受ける補助事業
者（研究代表者（日本学術振興会が実施する外国
人特別研究員事業により採用されている外国人特
別研究員の「受入研究者」）及び研究分担者（当
該外国人特別研究員））が、補助金等に係る予算
の執行の適正化に関する法律(昭和３０年法律第
１７９号。以下「適正化法｣という。）及び独立行
政法人日本学術振興会科学研究費助成事業（科学
研究費補助金）取扱要領（平成１５年規程第１７
号。以下「取扱要領」という。）の規定により従
うべき補助条件は、次のとおりとする。 
 

（略） 

 
 
２ 直接経費の使用 
 

（略） 

 
【直接経費の各費目に対象となる経費】 
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。 
物品費  物品を購入するための経費 
旅費   研究代表者、研究分担者及び研

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)
（ただし、外国人特別研究員に
対し日当を支払うことはでき
ない。） 

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 

その他   上記のほか当該研究を遂行す
るための経費（例：印刷費､複
写費､現像・焼付費､通信費（切
手、電話等）、運搬費､研究実施
場所借り上げ費（研究機関の施
設において補助事業の遂行が
困難な場合に限る）、会議費（会
場借料、食事（アルコール類を
除く）費用等）､レンタル費用
（コンピュータ、自動車、実験
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ホームページ作成費用、研究成
果広報費用パンフレット作成
費用、一般市民を対象とした研
究成果広報活動費用等）、実験
廃棄物処理費） 

 
 
 
 

（略） 

 
【翌年度にわたる直接経費の使用】 
2-5 研究代表者は、当該年度の補助事業が、交付

決定時には予想し得なかった要因による、研究
に際しての事前の調査、研究方式の決定の困
難、計画に関する諸条件、気象の関係、資材の
入手難その他のやむを得ない事由に基づき、補
助事業が予定の期間内に完了しない見込みと
なった場合に、補助事業の期間を延長するとと
もに、補助金の全部又は一部を翌年度に使用す
ることを希望する場合には、平成２６年３月１
日までに、様式Ｃ－２６「繰越（翌債）を必要
とする理由書」により日本学術振興会に対し申
請を行い、必要な手続を経なければならない。 

 
 

（略） 

 
 
３ 補助事業を変更する上で必要な手続（交付申
請書の記載内容の変更に当たっての遵守事項
等） 

 

（略） 

 
【研究代表者の応募資格の喪失】 
3-4 研究代表者は、日本学術振興会の外国人特別

研究員の「受入研究者」という研究代表者とし
ての応募資格を有しなくなる場合には、「3-2」
に規定する手続により、補助事業を廃止しなけ
ればならない。 

 
 
3-5 応募資格を有しなくなる研究代表者が、研究

代表者の交替により補助事業の継続を希望す
る場合には、様式Ｃ－９「補助事業者変更承認
申請書」により申請を行い、日本学術振興会の
承認を得なければならない。 

 
 
 
 
 
 
 
3-6 研究代表者が欠けた場合に、研究分担者が、

研究代表者を交替して補助事業の継続を希望
する場合には、様式Ｃ－９「補助事業者変更承
認申請書」により申請を行い、日本学術振興会
の承認を得なければならない。 

 

機器・器具等）､機器修理費用､
旅費以外の交通費､研究成果発
表費用（学会誌投稿料、ホーム
ページ作成費用、研究成果広報
費用パンフレット作成費用、一
般市民を対象とした研究成果
広報活動費用等）、実験廃棄物
処理費） 

 

（略） 

 
【翌年度にわたる直接経費の使用】 
2-5 研究代表者は、当該年度の補助事業が、交付

決定時には予想し得なかった要因による、相手
国の事情、研究に際しての事前の調査の困難、
研究方式の決定の困難、計画に関する諸条件、
気象の関係、資材の入手難その他のやむを得な
い事由に基づき、補助事業が予定の期間内に完
了しない見込みとなった場合に、補助事業の期
間を延長するとともに、補助金の全部又は一部
を翌年度に使用することを希望する場合には、
平成２７年３月１日までに、様式Ｃ－２６「繰
越（翌債）を必要とする理由書」により日本学
術振興会に対し申請を行い、必要な手続を経な
ければならない。 

 

（略） 

 
 
３ 補助事業を変更する上で必要な手続（交付申
請書の記載内容の変更に当たっての遵守事項
等） 

 

（略） 

 
【研究代表者の応募資格の喪失等】 
3-4 研究代表者は、日本学術振興会の外国人特別

研究員の「受入研究者」という研究代表者とし
ての応募資格を有しなくなる場合又は補助事
業を継続できなくなる場合には、「3-2」に規定
する手続により、補助事業を廃止しなければな
らない。 

 
3-5 日本学術振興会の外国人特別研究員の「受入

研究者」という研究代表者としての応募資格を
有しなくなる研究代表者が、研究代表者の交替
により補助事業の継続を希望する場合には、様
式Ｃ－９「補助事業者変更承認申請書」により
申請を行い、日本学術振興会の承認を得なけれ
ばならない。他の研究機関に所属する研究者に
研究代表者を交替した場合には、新たな研究代
表者は、様式Ｃ－１０－２「研究代表者交替に
伴う所属研究機関変更届」により、日本学術振
興会に届け出なければならない。 

 
3-6 研究代表者が欠けた場合に、研究分担者が、

研究代表者を交替して補助事業の継続を希望
する場合には、様式Ｃ－９「補助事業者変更承
認申請書」により申請を行い、日本学術振興会
の承認を得なければならない。他の研究機関に
所属する研究者に研究代表者を交替した場合

- 5/15 -



 
 
 
 
 
【研究代表者の交替】 
3-7 研究代表者が、応募資格の喪失以外の事由に

より、研究代表者を交替しようとする場合に
は、様式Ｃ－９「補助事業者変更承認申請書」
により申請を行い、日本学術振興会の承認を得
なければならない。 

 
【研究分担者の応募資格の喪失】 
3-8 研究代表者は、研究分担者が日本学術振興会

の外国人特別研究員という研究分担者として
の応募資格を有しなくなる場合には、「3-2」
に規定する手続により、補助事業を廃止しなけ
ればならない。 

 
 
3-9 応募資格を有しなくなる研究分担者が、それ

まで研究に従事していた研究機関において「平
成２５年度科学研究費助成事業－科研費－公
募要領（特別推進研究、基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ・
Ｃ）、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ａ・Ｂ））」
及び「平成２５年度科学研究費助成事業－科研
費－公募要領（研究活動スタート支援）」に定
める応募資格を有する研究者となる場合であ
って、当該研究分担者が当該年度の補助金の使
用を希望する場合には、研究代表者は、様式Ｃ
－９「補助事業者変更承認申請書」により申請
を行い、日本学術振興会の承認を得なければな
らない。 

 
 
3-10 応募資格を有しなくなる研究分担者が、そ

れまで研究に従事していた研究機関以外の研
究機関において「平成２５年度科学研究費助成
事業－科研費－公募要領（特別推進研究、基盤
研究（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）、挑戦的萌芽研究、若
手研究（Ａ・Ｂ））」及び「平成２５年度科学
研究費助成事業－科研費－公募要領（研究活動
スタート支援）」に定める応募資格を有する研
究者となる場合であって、当該研究分担者が当
該年度の補助金の使用を希望する場合には、研
究代表者は、様式Ｃ－９「補助事業者変更承認
申請書」により申請を行い、日本学術振興会の
承認を得なければならない。 

 
 
 
 
 
 

（略） 

 
【設備等の取扱】 
3-13 研究代表者及び研究分担者は、直接経費に

より購入した設備備品又は図書を、購入後直ち
に研究機関に寄付しなければならない。ただ
し、直ちに寄付することにより研究上の支障が
生じる場合には、研究分担者が、独立行政法人

には、新たな研究代表者は、様式Ｃ－１０－２
「研究代表者交替に伴う所属研究機関変更届」
により、日本学術振興会に届け出なければなら
ない。 

 
【研究代表者の交替】 
3-7 研究代表者が、応募資格の喪失以外の事由に

より、研究代表者を交替しようとする場合に
は、様式Ｃ－９「補助事業者変更承認申請書」
により申請を行い、日本学術振興会の承認を得
なければならない。 

 
【研究分担者の応募資格の喪失】 
3-7 研究代表者は、研究分担者が日本学術振興会

の外国人特別研究員という研究分担者として
の応募資格を有しなくなる場合又は補助事業
を継続できなくなる場合には、「3-2」に規定す
る手続により、補助事業を廃止しなければなら
ない。 

 
3-8 日本学術振興会の外国人特別研究員という

研究分担者としての応募資格を有しなくなる
研究分担者が、それまで研究に従事していた研
究機関において「平成２６年度科学研究費助成
事業－科研費－公募要領（特別推進研究、基盤
研究（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）、挑戦的萌芽研究、若
手研究（Ａ・Ｂ））」及び「平成２６年度科学研
究費助成事業－科研費－公募要領（研究活動ス
タート支援）」に定める応募資格を有する研究
者となる場合であって、当該研究分担者が当該
年度の補助金の使用を希望する場合には、研究
代表者は、様式Ｃ－９「補助事業者変更承認申
請書」により申請を行い、日本学術振興会の承
認を得なければならない。 

 
3-9 日本学術振興会の外国人特別研究員という

研究分担者としての応募資格を有しなくなる
研究分担者が、それまで研究に従事していた研
究機関以外の研究機関において「平成２６年度
科学研究費助成事業－科研費－公募要領（特別
推進研究、基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）、挑戦
的萌芽研究、若手研究（Ａ・Ｂ））」及び「平成
２６年度科学研究費助成事業－科研費－公募
要領（研究活動スタート支援）」に定める応募
資格を有する研究者となる場合であって、当該
研究分担者が当該年度の補助金の使用を希望
する場合には、研究代表者は、様式Ｃ－９「補
助事業者変更承認申請書」により申請を行い、
日本学術振興会の承認を得なければならない。
また、新たな研究代表者は、様式Ｃ－１０－２
「研究代表者交替に伴う所属研究機関変更届」
により、日本学術振興会に届け出なければなら
ない。 

 

（略） 

 
【設備等の取扱】 
3-12 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備品又は図書を、購入後直
ちに（直ちに寄付することにより研究上の支障
が生じる５万円未満の図書にあっては、研究上
の支障がなくなる時に）、所属する研究機関に
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日本学術振興会の外国人特別研究員という研
究分担者としての資格を有しなくなるまで、研
究機関への寄付を行わないことができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
【利子の取扱】 
3-14 研究代表者及び研究分担者は、直接経費に

関して生じた利子を、補助事業の遂行に使用
し、又は所属する研究機関に譲渡しなければな
らない。 

 

（略） 

 
 
４ 実績の報告 
 
【実績報告書の提出期限】 
4-1 研究代表者は、平成２６年５月３１日まで

（補助事業を廃止した場合には、当該廃止の承
認を受けた後３０日以内）に、様式Ｃ－６「実
績報告書（収支決算報告書）」及び様式Ｃ－７
－１「実績報告書（研究実績報告書）」により、
日本学術振興会に実績報告を行わなければな
らない（研究実績報告書の内容は、国立情報学
研究所のホームページにより公開される。）。 

 
 
 
 

（略） 

 

寄付しなければならない。ただし、直ちに寄付
することにより研究上の支障が生じる場合に
は、研究代表者は、様式Ｃ－１５「寄付延期承
認申請書」により申請を行い、日本学術振興会
の承認を得て、寄付を延期することができる
（延期することができる期間は、研究分担者
が、日本学術振興会の外国人特別研究員という
研究分担者としての応募資格を有しなくなる
までとする。）、研究機関への寄付を行わないこ
とができる。 

 
【利子の取扱】 
3-13 研究代表者及び研究分担者は、直接経費に

関して生じた利子を、原則、補助事業の遂行に
使用し、又は所属する研究機関に譲渡しなけれ
ばならない。 

 

（略） 

 
 
４ 実績の報告 
 
【実績報告書の提出期限】 
4-1 研究代表者は、平成２７年５月３１日まで

（補助事業を廃止した場合には、当該廃止の承
認を受けた後３０日以内）に、様式Ｃ－６「実
績報告書（収支決算報告書）」及び様式Ｃ－７
－１「実績報告書（研究実績報告書）」により、
日本学術振興会に実績報告を行わなければな
らない（研究実績報告書の内容は、国立情報学
研究所のホームページにより公開される。）。ま
た、実績報告時に未使用の補助金が生じた場合
には、日本学術振興会に返還しなければならな
い。 

 

（略） 
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３.「科学研究費助成事業－科研費－科学研究費補助金の使用について各研究機関が行うべき事務等」

の主な変更点 

                          （下線部分が改正部分） 

平成２５年度 平成２６年度 

 独立行政法人日本学術振興会（以下、「日本学術
振興会」という。）が取り扱う平成２５年度科学研
究費助成事業（科学研究費補助金（「特別推進研
究」、「新学術領域研究（研究領域提案型）」、「基盤
研究」、「挑戦的萌芽研究」、「若手研究」、「研究活
動スタート支援」、「特別研究員奨励費」、「研究成
果公開促進費（学術図書）」及び「研究成果公開促
進費（データベース）」））の使用について各研究機
関が行うべき事務等は次のとおりとする。なお、
本規程に定めのない事項については、「研究機関に
おける公的研究資金の管理・監査のガイドライン」
等を踏まえ、各研究機関が定める規程等に従って
適切に行うものとする。 
 

（略） 
 

３ 研究機関が行う事務の内容 
 
 補助金に係る事務を、以下の各項に従い適切に
行うこと。 
 
（１） 直接経費の管理 
 

（略） 
 
【物品費の支出】 
3-10 補助事業に係る物品費の支出（購入物品の

納品検査）については、以下により、適切     
に行うこと。 

 
 
① 物品費の適正な執行を図るため、検収センタ
ーの設置など、納品検査を確実に実施 する事
務処理体制を整備すること。 

② 物品費を支出する際には、購入物品につい
て、会計事務職員が納品検査を行うか、適切な
研究職員等を検収担当職員に任命し、必ず納品
検査を行うこと。 

③ 補助金の不適正な執行に対する疑いが生じ
た際、適切な納品検査が行われていない こと
により、その公正性が明らかでない場合は、研
究機関が当該補助金に相当する額を日本学術
振興会に返還すること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 独立行政法人日本学術振興会（以下、「日本学術
振興会」という。）が取り扱う平成２６年度科学研
究費助成事業（科学研究費補助金（「特別推進研
究」、「新学術領域研究（研究領域提案型）」、「基盤
研究」、「挑戦的萌芽研究」、「若手研究」、「研究活
動スタート支援」、「特別研究促進費」、「特別研究
員奨励費」、「研究成果公開促進費（学術図書）」及
び「研究成果公開促進費（データベース）」））の使
用について各研究機関が行うべき事務等は次のと
おりとする。なお、本規程に定めのない事項につ
いては、「研究機関における公的研究資金の管理・
監査のガイドライン」等を踏まえ、各研究機関が
定める規程等に従って適切に行うものとする。 
 

（略） 
 
３ 研究機関が行う事務の内容 
 
 補助金に係る事務を、以下の各項に従い適切に
行うこと。 
 
（１） 直接経費の管理 
 

（略） 
 
【物品費の支出等】 
3-10 補助事業に係る物品費の支出にあたって

は、（購入物品の発注、納品検収検査、管理）
については、原則として、以下により、研究
機関が適切に行うこと。（役務契約に係る支
出にあたっても同様の取扱いとする。） 

① 物品費の適正な執行を図るため、検収センタ
ーの設置など、納品検収検査を確実に実施する
事務処理体制を整備すること。 

② 物品費を支出する際には、購入物品につい
て、会計事務職員が納品検収検査を行うか、適
切な研究職員等を検収担当職員に任命し、必ず
納品検収検査を行うこと。また、データベー
ス・プログラム・デジタルコンテンツ開発・作
成、機器の保守・点検など、特殊な役務に関す
る検収について、実効性のある明確なルールを
定めた上で運用すること。 

③ 研究機関が発注、納品検収を行わない例外的
な措置を講ずる場合は、必要最小限のものに限
定し、研究機関の責任の下で実質的に管理する
厳格な実施体制を整備すること。 

④ 取得価格 50万円以上かつ耐用年数１年以上
の物品及び換金性の高い物品については、研究
機関において設備等として受入れ、適切に管理
すること。 

⑤ 補助金の不適正な執行のに対する疑いが生
じた際、適切な発注、納品検収検査、管理が行
われていないことにより、その公正性が明らか
でない場合は、研究機関が当該補助金に相当す
る額を日本学術振興会に返還すること。 
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【旅費及び人件費・謝金の支出等】 
3-11 補助事業に係る旅費及び人件費・謝金の支

出にあたっては、以下により取り扱うこと。 
①  旅費及び人件費・謝金の支出は、事実確認を
行った上で適切におこなうこと。 

② 研究協力者の雇用に当たっては、雇用契約に
おいて勤務内容、勤務時間等について明確にし
た上で研究機関が当事者となって雇用契約を
締結するとともに、研究機関が研究協力者の勤
務内容、勤務時間等を適切に管理して給与等を
支給すること。 

③ 補助金により雇用された者（以下「科研費被
雇用者」という。）が、雇用元の補助金の業務(以
下「雇用元の業務」という。) 以外に、自ら主
体的に研究を実施しようとする場合は、研究機
関において次の点を確認すること。 
1）科研費被雇用者が、雇用元の業務以外に自
ら主体的に研究を行うことができる旨を雇
用契約等で定められていること。 

2）雇用元の業務と自ら主体的に行う研究に関
する業務について、勤務時間やエフォート等
によって明確に区分されていること。 

3）雇用元の業務以外の時間であって、自ら主
体的に行おうとする研究に充てることがで
きる時間が十分確保されていること。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

（略） 
 

（２） 間接経費の使用 
 
【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】 
3-21 「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究

領域提案型）」、「基盤研究」、「挑戦的萌芽研
究」、「若手研究」、「研究活動スタート支援」
及び「特別研究員奨励費」に係る次の手続を
行うこと。 

 
（略） 

 
④直接経費の使用内訳の変更 

研究代表者は、直接経費の使用内訳について、
各費目の額を、各年度に交付された直接経費の
総額の５０％未満（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）
の範囲内で変更できるため、各費目ごとの使用
状況及び直接経費全体の使用状況を常に把握す
ること。 
研究代表者が、上記の限度を超えて各費目の

額を変更しようとする場合に、当該研究代表者
が作成する様式Ｃ－４－１「直接経費使用内訳
変更承認申請書」により申請を行い、日本学術
振興会の承認を得ること。 

 
（略） 

【旅費及び人件費・謝金の支出等】 
3-11 補助事業に係る旅費及び人件費・謝金の支

出にあたっては、以下により取り扱うこと。 
①  旅費及び人件費・謝金の支出は、事実確認を
行った上で適切に行うおこなうこと。 

② 研究協力者の雇用に当たっては、研究機関が
採用時に面談や勤務条件の説明を行い、雇用契
約において勤務内容、勤務時間等について明確
にした上で研究機関が当事者となって雇用契
約を締結するとともに、研究機関が出勤簿や勤
務内容の確認を定期的に行うなど研究協力者
の勤務状況内容、勤務時間等を適切に管理して
給与等を支給すること。 

③ 補助金の不適正な執行の疑いが生じた際、用
務の目的や受給額の適切性の確認、勤務状況の
管理等が行われていないことにより、その公正
性が明らかでない場合は、研究機関が当該補助
金に相当する額を日本学術振興会に返還する
こと。 

④ 補助金により雇用された者（以下「科研費被
雇用者」という。）が、雇用元の補助金の業務(以
下「雇用元の業務」という。) 以外に、自ら主
体的に研究を実施しようとする場合は、研究機
関において次の点を確認すること。 
1）科研費被雇用者が、雇用元の業務以外に自
ら主体的に研究を行うことができる旨を雇用
契約等で定められていること。 

2）雇用元の業務と自ら主体的に行う研究に関
する業務について、勤務時間やエフォート等
によって明確に区分されていること。 

3）雇用元の業務以外の時間であって、自ら主
体的に行おうとする研究に充てることができ
る時間が十分確保されていること。 

 
（略） 
 

（２） 間接経費の使用 
 
【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】 
3-21 「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究

領域提案型）」、「基盤研究」、「挑戦的萌芽研
究」、「若手研究」、「研究活動スタート支援」、
「特別研究促進費」及び「特別研究員奨励費」
に係る次の手続を行うこと。 

 
（略） 

 
④直接経費の使用内訳の変更 

研究代表者は、直接経費の使用内訳について、
各費目の額を、各年度に交付された直接経費の
総額の５０％未満（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）
の範囲内で変更できるため、各費目ごとの使用
状況及び直接経費全体の使用状況を常に把握す
ること。 
研究代表者が、上記の限度を超えて各費目の

額を変更しようとする場合に、当該研究代表者
が作成する様式Ｃ－４－１「直接経費使用内訳
変更承認申請書」により申請を行い、日本学術
振興会の承認を得ること。 

 
（略） 
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3-22 「研究成果公開促進費（学術図書）」に係る

次の手続を行うこと。 
 

（略） 
 

②事業計画の変更 
代表者は、事業計画を変更し、交付申請書の

記載事項について、以下の範囲内において変更
できるため、補助事業の実施状況を常に把握す
ること。 
ア 「直接出版費」及び「翻訳・校閲経費」に
ついて、各々５０％未満の増減内で変更す
ること 

イ 「ページ数」、「翻訳後の原稿予定枚数」及
び「校閲原稿予定枚数」について、各々５
０％未満の増減内で変更すること 

ウ 平成２５年度に刊行又は翻訳・校閲を行
う場合の「出版社等への原稿組入日」又は
「翻訳・校閲期間開始日」を予定より早め
ること又は平成２５年６月３０日を超えな
い範囲で遅らせること 

ただし、平成２５年度に翻訳・校閲の上、刊
行する場合の「出版社等への原稿組入日」
については、予定より早めること又は補助
事業の実施期間（平成２６年２月２８日）
を超えない範囲で６０日以内遅らせること 

エ 「発行予定年月日」及び「翻訳・校閲期
間完了日」について、予定より早めること
又は補助事業の実施期間を超えない範囲で
６０日以内遅らせること 

代表者が、上記の範囲を超えて交付申請書の
記載事項を変更しようとする場合、及び交付申
請書の記載事項のうち「刊行物の名称」、「著者・
著作権者」、「編者」、「発行部数」、「定価」又は
「卸売価格」を変更しようとする場合に、当該
代表者が作成する様式Ｃ－５４－２「事業計画
変更承認申請書（研究成果公開促進費「学術図
書」）」により申請を行い、日本学術振興会の承
認を得ること。 

 
（略） 

 
④所属する研究機関の変更 

代表者が、他の研究機関に所属することとな
る場合であって、補助事業を実施中である場合
に、当該代表者が新たに所属することとなる研
究機関に対して関係書類を引き継ぐこと。 
代表者が、研究機関に所属しないこととなる

場合であって、補助事業を実施中である場合は、
当該代表者に対して関係書類を引き継ぐこと。 
新たに所属することとなった研究者が、既に

開始されている補助事業の代表者である場合
に、当該代表者が作成する様式Ｃ－５９－１「代
表者所属機関等変更届（研究成果公開促進費）」
により、日本学術振興会への届出を行うこと。 

 
 
 
 
 
 

 
3-22 「研究成果公開促進費（学術図書）」に係る

次の手続を行うこと。 
 

（略） 
 

②事業計画の変更 
代表者は、事業計画を変更し、交付申請書の

記載事項について、以下の範囲内において変更
できるため、補助事業の実施状況を常に把握す
ること。 
ア 「直接出版費」及び「翻訳・校閲経費」に
ついて、各々５０％未満の増減内で変更す
ること 

イ 「ページ数」、「翻訳後の原稿予定枚数」及
び「校閲原稿予定枚数」について、各々５
０％未満の増減内で変更すること 

ウ 平成２６年度に刊行又は翻訳・校閲を行
う場合の「出版社等への原稿組入日」又は
「翻訳・校閲期間開始日」を予定より早め
ること又は平成２６年６月３０日を超えな
い範囲で遅らせること 

ただし、平成２６年度に翻訳・校閲の上、刊
行する場合の「出版社等への原稿組入日」
については、予定より早めること又は補助
事業の実施期間（平成２７年２月２８日）
を超えない範囲で６０日以内遅らせること 

エ 「発行予定年月日」及び「翻訳・校閲期
間完了日」について、予定より早めること
又は補助事業の実施期間を超えない範囲で
６０日以内遅らせること 

代表者が、上記の範囲を超えて交付申請書の
記載事項を変更しようとする場合、及び交付申
請書の記載事項のうち「刊行物の名称」、「著者・
著作権者」、「編者」、「発行部数」、「定価」又は
「卸売価格」を変更しようとする場合に、当該
代表者が作成する様式Ｃ－５４－２「事業計画
変更承認申請書（研究成果公開促進費「学術図
書」）」により申請を行い、日本学術振興会の承
認を得ること。 

 
（略） 

 
④代表者の応募資格の喪失 

代表者が、補助事業を遂行することができな
くなった場合には、③により補助事業の廃止の
手続きを行うこと。 

 
⑤所属する研究機関の変更 

代表者が、他の研究機関に所属することとな
る場合であって、補助事業を実施中である場合
に、当該代表者が新たに所属することとなる研
究機関に対して関係書類を引き継ぐこと。 
代表者が、研究機関に所属しないこととなる

場合であって、補助事業を実施中である場合は、
当該代表者に対して関係書類を引き継ぐこと。 
新たに所属することとなった研究者が、既に

開始されている補助事業の代表者である場合
に、当該代表者が作成する様式Ｃ－５９－１「代
表者所属機関等変更届（研究成果公開促進費）」
により、日本学術振興会への届出を行うこと。 
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3-23 「研究成果公開促進費（データベース）」に
係る次の手続を行うこと。 

 
（略） 

  
②事業計画の変更 

代表者は、事業計画を変更し、交付申請書の
記載事項について、以下の範囲内において変更
できるため、各費目ごとの使用状況、その他補
助事業の実施状況を常に把握すること。 
ア 「入力レコード数」及び「データ容量」に
ついて、各々５０％未満の増減内で変更す
ること 

イ 「所要経費」の使用内訳について、補助金
の交付決定額に影響を及ぼすことなく、各
費目の額を、交付された補助金の総額の５
０％未満（補助金の総額の５０％の額が３
００万円以下の場合は、３００万円まで）
を限度として変更すること 
ただし、旅費（「国内連絡旅費」）につい

ては、当該費目の５０％を上限として変更
すること 

代表者が、上記の範囲を超えて交付申請書の
記載事項を変更しようとする場合、及び交付申
請書の記載事項のうち「データベースの名称」
又は「データベースの種類・性格」を変更しよ
うとする場合に、当該代表者が作成する様式Ｃ
－５４－３「事業計画変更承認申請書（研究成
果公開促進費「データベース（研究成果データ
ベース）」）」により申請を行い、日本学術振興会
の承認を得ること。 

 
（略） 

 
④所属する研究機関の変更 

代表者が、他の研究機関に所属することとな
る場合であって、直接経費に残額がある場合に、
当該代表者が新たに所属することとなる研究機
関に対してこれを送金すること。 
代表者が、研究機関に所属しないこととなる

場合であって、直接経費に残額がある場合は、
当該代表者の専用口座に対してこれを送金する
こと。 
新たに所属することとなった研究者が、既に

開始されている補助事業の代表者である場合
に、当該代表者が作成する様式Ｃ－５９－１「代
表者所属機関等変更届（研究成果公開促進費）」
により、日本学術振興会への届出を行うこと。 

 
 
 
 
 
 

【実績報告等に係る手続】 
3-24 「新学術領域研究（研究領域提案型）」、「基

盤研究」、「挑戦的萌芽研究」、「若手研究」、「研
究活動スタート支援」及び「特別研究員奨励
費」に係る次の手続を行うこと。 

 
 ①実績報告書の提出 

各補助事業について、平成２６年５月３１日

3-23 「研究成果公開促進費（データベース）」に
係る次の手続を行うこと。 

 
（略） 

  
②事業計画の変更 

代表者は、事業計画を変更し、交付申請書の
記載事項について、以下の範囲内において変更
できるため、各費目ごとの使用状況、その他補
助事業の実施状況を常に把握すること。 
ア 「入力レコード数」及び「データ容量」に
ついて、各々５０％未満の増減内で変更す
ること 

イ 「所要経費」の使用内訳について、補助金
の交付決定額に影響を及ぼすことなく、各
費目の額を、交付された補助金の総額の５
０％未満（補助金の総額の５０％の額が３
００万円以下の場合は、３００万円まで）
を限度として変更すること 
ただし、旅費（「国内連絡旅費」）につい

ては、当該費目の５０％を上限として変更
すること 

代表者が、上記の範囲を超えて交付申請書の
記載事項を変更しようとする場合、及び交付申
請書の記載事項のうち「データベースの名称」
又は「データベースの種類・性格」を変更しよ
うとする場合に、当該代表者が作成する様式Ｃ
－５４－３「事業計画変更承認申請書（研究成
果公開促進費「データベース（研究成果データ
ベース）」）」により申請を行い、日本学術振興会
の承認を得ること。 

 
（略） 

 
④代表者の応募資格の喪失 

代表者が、補助事業を遂行することができな
くなった場合には、③により補助事業の廃止の
手続きを行うこと。 

 
⑤所属する研究機関の変更 

代表者が、他の研究機関に所属することとな
る場合であって、直接経費に残額がある場合に、
当該代表者が新たに所属することとなる研究機
関に対してこれを送金すること。 
代表者が、研究機関に所属しないこととなる

場合であって、直接経費に残額がある場合は、
当該代表者の専用口座に対してこれを送金する
こと。 
新たに所属することとなった研究者が、既に

開始されている補助事業の代表者である場合
に、当該代表者が作成する様式Ｃ－５９－１「代
表者所属機関等変更届（研究成果公開促進費）」
により、日本学術振興会への届出を行うこと。 

 
【実績報告等に係る手続】 
3-24 「新学術領域研究（研究領域提案型）」、「基

盤研究」、「挑戦的萌芽研究」、「若手研究」、「研
究活動スタート支援」、「特別研究促進費」及
び「特別研究員奨励費」に係る次の手続を行
うこと。 

①実績報告書の提出 
各補助事業について、平成２７年５月３１日
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まで（補助事業を廃止した場合には、当該廃止
の承認を受けた後３０日以内）に、各研究代表
者が作成する､様式Ｃ－６「実績報告書（収支決
算報告書）」（様式Ｂ－３「収支決算報告書（表
紙）」を添える。）及び様式Ｃ－７－１「実績報
告書（研究実績報告書）」（様式Ｂ－４「研究実
績報告書（表紙）」を添える。）を取りまとめ、
日本学術振興会に実績報告を行うこと。 

 
 
 

（略） 
 

3-25 「特別推進研究」に係る次の手続を行うこと。 
①国の会計年度終了に伴う実績報告書の提出  

各補助事業について、国の会計年度が終了し
た場合（研究計画最終年度の場合を除く）には、
翌年度の５月３１日までに、各研究代表者が当
該年度の終了時において作成する、様式ＣＫ－
６－１「実績報告書（収支決算報告書）」（様式
ＢＫ－３－１「収支決算報告書（表紙）」を添え
る。）及び様式ＣＫ－７－１「実績報告書（研究
実績報告書）」（様式ＢＫ－４－１「研究実績報
告書（表紙）を添える。」により日本学術振興会
に実績報告を行うこと。 

 
 
 
②実績報告書の提出 

各補助事業について、研究計画最終年度の翌
年度の５月３１日まで（補助事業を廃止した場
合には、当該廃止の承認を受けた後３０日以内）
に、各研究代表者が作成する、様式ＣＫ－６－
２「実績報告書（収支決算報告書）」（様式ＢＫ
－３－４「収支決算報告書（表紙）」を添える。）
及び様式ＣＫ－７－２「実績報告書（研究実績
報告書）」（様式ＢＫ－４－４「研究実績報告書
（表紙）」を添える。）を取りまとめ、日本学術
振興会に実績報告を行うこと。 
 
 

 
3-26 「研究成果公開促進費（学術図書）」に係る

次の手続を行うこと。 
 

（略） 
 
②状況報告書の提出 

各補助事業について、平成２６年１月１７日
までに実績報告を行う場合を除き、平成２６年
１月１７日までに、各代表者が作成する様式Ｃ
－５７－２「状況報告書（研究成果公開促進費
「学術図書」）」（様式Ｂ－５３「状況報告書（表
紙）」を添える。）を取りまとめ、日本学術振興
会に提出すること。 

 
 
 
 
 
 
 

まで（補助事業を廃止した場合には、当該廃止
の承認を受けた後３０日以内）に、各研究代表
者が作成する､様式Ｃ－６「実績報告書（収支決
算報告書）」（様式Ｂ－３「収支決算報告書（表
紙）」を添える。）及び様式Ｃ－７－１「実績報
告書（研究実績報告書）」（様式Ｂ－４「研究実
績報告書（表紙）」を添える。）を取りまとめ、
日本学術振興会に実績報告を行うこと。また、
実績報告時に未使用の補助金が生じた場合に
は、日本学術振興会に返還すること。 

 
（略） 

 
3-25 「特別推進研究」に係る次の手続を行うこと。 
①国の会計年度終了に伴う実績報告書の提出  

各補助事業について、国の会計年度が終了し
た場合（研究計画最終年度の場合を除く）には、
翌年度の５月３１日までに、各研究代表者が当
該年度の終了時において作成する、様式ＣＫ－
６－１「実績報告書（収支決算報告書）」（様式
ＢＫ－３－１「収支決算報告書（表紙）」を添え
る。）及び様式ＣＫ－７－１「実績報告書（研究
実績報告書）」（様式ＢＫ－４－１「研究実績報
告書（表紙）を添える。」により日本学術振興会
に実績報告を行うこと。また、実績報告時に未
使用の補助金が生じた場合には、日本学術振興
会に返還すること。 

 
②実績報告書の提出 

各補助事業について、研究計画最終年度の翌
年度の５月３１日まで（補助事業を廃止した場
合には、当該廃止の承認を受けた後３０日以内）
に、各研究代表者が作成する、様式ＣＫ－６－
２「実績報告書（収支決算報告書）」（様式ＢＫ
－３－４「収支決算報告書（表紙）」を添える。）
及び様式ＣＫ－７－２「実績報告書（研究実績
報告書）」（様式ＢＫ－４－４「研究実績報告書
（表紙）」を添える。）を取りまとめ、日本学術
振興会に実績報告を行うこと。また、実績報告
時に未使用の補助金が生じた場合には、日本学
術振興会に返還すること。 

 
3-26 「研究成果公開促進費（学術図書）」に係る

次の手続を行うこと。 
 

（略） 
 
②状況報告書の提出 

各補助事業について、平成２６年１月１７日
までに実績報告を行う場合を除き、平成２６年
１月１７日までに、各代表者が作成する様式Ｃ
－５７－２「状況報告書（研究成果公開促進費
「学術図書」）」（様式Ｂ－５３「状況報告書（表
紙）」を添える。）を取りまとめ、日本学術振興
会に提出すること。 
②翌年度にわたる直接経費の使用を行う場合の
実績報告書の提出 
補助事業の期間が延長されるとともに、翌年

度にわたる補助金の使用が行われる場合には、
代表者が補助事業を開始した年度の終了時にお
いて作成する、様式Ｃ－６０－７「実績報告書
（２）（学術図書）」により日本学術振興会に実
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3-27 「研究成果公開促進費（データベース）」に

係る次の手続を行うこと。 
 

（略） 
 
②状況報告書の提出 

各補助事業について、平成２６年１月１７日
までに実績報告を行う場合を除き、平成２６年
１月１７日までに、各代表者が作成する様式Ｃ
－５７－３「状況報告書（研究成果公開促進費
「データベース（研究成果データベース）」）」（様
式Ｂ－５３「状況報告書（表紙）」を添える。）
を取りまとめ、日本学術振興会に提出すること。 

 
③翌年度にわたる直接経費の使用を行う場合の
実績報告書の提出 
補助事業の期間が延長されるとともに、翌年

度にわたる補助金の使用が行われる場合には、
代表者が補助事業を開始した年度の終了時にお
いて作成する様式Ｃ－６０－１「実績報告書
（２）（研究成果公開促進費「データベース（研
究成果データベース）」）」により日本学術振興会
に実績報告を行うとともに、平成２７年５月３
１日まで（補助事業を廃止した場合には、当該
廃止の承認を受けた後３０日以内）に、各代表
者が作成する様式Ｃ－５６－３「実績報告書（研
究成果公開促進費「データベース（研究成果デ
ータベース）」）」（様式Ｂ－５１－４「収支簿（研
究成果公開促進費「データベース（研究成果デ
ータベース）」）」の写し及び様式Ｂ－３「実績報
告書（収支決算報告書）（表紙）」を添える。）及
び「作成したデータベースから出力した任意の
１０レコード」を取りまとめ、日本学術振興会
に実績報告を行うこと。 

 
【研究成果報告に係る手続】 
3-28 「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究

領域提案型）」、「基盤研究」、「挑戦的萌芽研
究」、「若手研究」、「研究活動スタート支援」
及び「特別研究員奨励費」に係る次の手続を
行うこと。 

 
①研究成果報告書等の提出 

「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究領
域提案型）」の計画研究、「基盤研究」、「挑戦的
萌芽研究」、「若手研究」及び「研究活動スター
ト支援」の研究課題について、研究計画の最終

績報告を行うとともに、平成２８年３月１０日
まで（補助事業を廃止した場合には、当該廃止
の承認を受けた後３０日以内）に、各代表者が
作成する様式Ｃ－５６－２「実績報告書（研究
成果公開促進費「学術図書」）」（様式Ｃ－５３－
１「費用計算書（研究成果公開促進費「学術図
書」＜直接出版費＞）」、様式Ｃ－５３－２「費
用計算書（研究成果公開促進費「学術図書」＜
翻訳・校閲経費＞）」、様式Ｃ－６２「出荷先一
覧表」、出荷した際の伝票の写し及び様式Ｂ－３
「実績報告書（収支決算報告書）（表紙）」を添
える。）及び「刊行物一式（翻訳・校閲のみを行
う場合は、翻訳・校閲後の原稿）」を取りまとめ、
日本学術振興会に実績報告を行うこと。 

 
3-27 「研究成果公開促進費（データベース）」に

係る次の手続を行うこと。 
 

（略） 
 
②状況報告書の提出 

各補助事業について、平成２６年１月１７日
までに実績報告を行う場合を除き、平成２６年
１月１７日までに、各代表者が作成する様式Ｃ
－５７－３「状況報告書（研究成果公開促進費
「データベース（研究成果データベース）」）」（様
式Ｂ－５３「状況報告書（表紙）」を添える。）
を取りまとめ、日本学術振興会に提出すること。 

 
②翌年度にわたる直接経費の使用を行う場合の
実績報告書の提出 
補助事業の期間が延長されるとともに、翌年

度にわたる補助金の使用が行われる場合には、
代表者が補助事業を開始した年度の終了時にお
いて作成する様式Ｃ－６０－１「実績報告書
（２）（研究成果公開促進費「データベース（研
究成果データベース）」）」により日本学術振興会
に実績報告を行うとともに、平成２７年５月３
１日まで（補助事業を廃止した場合には、当該
廃止の承認を受けた後３０日以内）に、各代表
者が作成する様式Ｃ－５６－３「実績報告書（研
究成果公開促進費「データベース（研究成果デ
ータベース）」）」（様式Ｂ－５１－４「収支簿（研
究成果公開促進費「データベース（研究成果デ
ータベース）」）」の写し及び様式Ｂ－３「実績報
告書（収支決算報告書）（表紙）」を添える。）及
び「作成したデータベースから出力した任意の
１０レコード」を取りまとめ、日本学術振興会
に実績報告を行うこと。 

 
【研究成果報告に係る手続】 
3-28 「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究

領域提案型）」、「基盤研究」、「挑戦的萌芽研
究」、「若手研究」、「研究活動スタート支援」、
「特別研究促進費」及び「特別研究員奨励費」
に係る次の手続を行うこと。 

 
①研究成果報告書等の提出 

「特別推進研究」、「新学術領域研究（研究領
域提案型）」の計画研究、「基盤研究」、「挑戦的
萌芽研究」、「若手研究」、「研究活動スタート支
援」及び「特別研究促進費」の研究課題につい
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年度の翌年度の６月２０日から６月３０日まで
の間に、研究代表者が作成する、様式Ｃ－１９
「研究成果報告書」により日本学術振興会に成
果報告を行うこと。 
上記の提出期限までに報告書を取りまとめら

れない場合には、研究代表者が作成する様式Ｃ
－２１「研究経過報告書」を日本学術振興会に
提出し、研究成果の取りまとめができ次第速や
かに、研究代表者が作成する研究成果報告書に
より日本学術振興会に成果報告を行うこと。 
研究計画最終年度前年度の応募研究課題が採

択されたことに伴い、辞退又は廃止することと
なった最終年度に当たる研究課題の研究の成果
については、研究代表者が作成する様式Ｃ－１
９「研究成果報告書」により、研究成果の取り
まとめができ次第速やかに日本学術振興会に成
果報告（提出期限は、辞退又は廃止することと
なった研究課題の最終年度の翌年度の６月３０
日まで）を行うこと。 

 
（略） 

 
（４） 設備等に係る事務等 
 

（略） 
 
【利子の譲渡の受入】 
3-33 研究代表者及び研究分担者は、直接経費に

関して生じた利子を、補助事業の遂行に使用
し、又は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、これが譲渡さ
れる場合に、これを受け入れること。 

 
（略） 

 
４ 適正な使用の確保 
 
【経費管理・監査体制の整備】 
4-1 「研究機関における公的研究費の管理・監査

のガイドライン（実施基準）」（平成１９年２
月１５日文部科学大臣決定）を踏まえ、経費
管理・監査体制を整備すること。 

 
 
（略） 

 
【誓約文書の徴収及び保管】 
4-5  交付内定を受けた補助事業について、交付申

請の取りまとめを行う際には、各研究代表者
が作成する誓約文書（補助条件等を遵守し、
不正行為を行わない旨の確認書）を必ず徴収
し、確認するとともに、当該文書を機関にお
いて保管しておくこと。 

 
（略） 

 
【不正な使用に係る調査の実施】 
4-8 補助金の不正な使用が明らかになった場合

（不正な使用が行われた疑いのある場合を
含む。）には、速やかに調査を実施し、その
結果を日本学術振興会に報告すること。 

 

て、研究計画の最終年度の翌年度の６月２０日
から６月３０日までの間に、研究代表者が作成
する、様式Ｃ－１９「研究成果報告書」により
日本学術振興会に成果報告を行うこと。 

 上記の提出期限までに報告書を取りまとめ
られない場合には、研究代表者が作成する様式
Ｃ－２１「研究経過報告書」を日本学術振興会
に提出し、研究成果の取りまとめができ次第速
やかに、研究代表者が作成する研究成果報告書
により日本学術振興会に成果報告を行うこと。 
研究計画最終年度前年度の応募研究課題が採

択されたことに伴い、辞退又は廃止することと
なった最終年度に当たる研究課題の研究の成果
については、研究代表者が作成する様式Ｃ－１
９「研究成果報告書」により、研究成果の取り
まとめができ次第速やかに日本学術振興会に成
果報告（提出期限は、辞退又は廃止することと
なった研究課題の最終年度の翌年度の６月３０
日まで）を行うこと。 

 
（略） 

 
（４） 設備等に係る事務等 
  

（略） 
 
【利子の譲渡の受入】 
3-33 研究代表者及び研究分担者は、直接経費に

関して生じた利子を、原則、補助事業の遂行
に使用し、又は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、これが
譲渡される場合に、これを受け入れること。 

 
（略） 

 
４ 適正な使用の確保 
 
【経費管理・監査体制の整備】 
 4-1 「研究機関における公的研究費の管理・監

査のガイドライン（実施基準）」（平成１９年
２月１５日（平成２６年２月１８日改正）文
部科学大臣決定）を踏まえ、経費管理・監査
体制を整備すること。 

 
（略） 

 
【誓約文書の徴収及び保管】 
4-5  交付内定を受けた補助事業について、交付

申請の取りまとめを行う際には、各研究代表
者が作成する誓約文書（補助条件等を遵守
し、不正行為を行わない旨の確認書）を必ず
徴収し、確認するとともに、当該文書を機関
において保管しておくこと。 

 
（略） 

 
【不正な使用に係る調査の実施】 
4-7 補助金の不正な使用が明らかになった場合

（不正な使用が行われた疑いのある場合を
含む。）には、日本学術振興会に報告の上、
速やかに調査を実施すること。またし、その
結果を日本学術振興会に報告するとともに、
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（略） 
 
【不正使用に伴う間接経費の返還等】 
4-10 補助金の不正使用があった場合には、日本

学術振興会の指示に従って、間接経費を返還
すること。また、不正使用の再発を防止する
ための措置を適切に講じること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
５ 研究活動における不正行為への対応 

 
（略） 

 
【研究活動の不正行為に係る調査の実施】 
5-2 補助金による研究活動に関わる不正行為が

明らかになった場合（不正行為が行われた疑
いのある場合を含む）には、速やかに調査を
実施し、その結果を日本学術振興会に報告す
ること。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（略）     
                                                  

公表すること。 
 

（略） 
 
【不正使用等に伴う間接経費補助金の返還等】 
4-9 補助金の不正使用又は不正受給があった場

合には、当該補助金を返還するとともに、日
本学術振興会の指示に従って、間接経費を返
還すること。また、不正使用又は不正受給の
再発を防止するための措置を適切に講じる
こと。 

 
【間接経費の削減】 
4-10 「研究機関における公的研究費の管理・監

査のガイドライン（実施基準）」に基づいて、
文部科学省又は日本学術振興会から、間接経
費措置額の一定割合削減が通知された場合
には、文部科学省又は日本学術振興会の指示
に従うこと。 

 
５ 研究活動における不正行為への対応 

 
（略） 

 
【研究活動の不正行為に係る調査の実施】 
5-2 補助金による研究活動に関わる不正行為が

明らかになった場合（不正行為が行われた疑
いのある場合を含む）には、日本学術振興会
に報告の上、速やかに調査を実施すること。
またし、その結果を日本学術振興会に報告す
るとともに、公表すること。 

 
【不正行為に伴う補助金の返還等】 
5-3 補助事業において不正行為があった場合に

は、当該不正行為に係る補助金を返還すると
ともに、日本学術振興会の指示に従って、間
接経費を返還すること。また、不正行為の再
発を防止するための措置を適切に講じるこ
と。 

 
【間接経費の削減】 
5-4 「研究活動の不正行為への対応のガイドラ

イン」に基づいて、文部科学省又は日本学術
振興会から、間接経費措置額の一定割合削減
が通知された場合には、文部科学省又は日本
学術振興会の指示に従うこと。 

 
（略） 
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