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第一部 

本年度の主な変更点等について 



第一部目次 
・学術研究助成基金による交付対象の見直し 

・研究課題番号の符番ルールの変更 

・物品管理におけるルールの適正化 

・複数の研究費制度による共用設備購入の明確化 

・補助金分の研究課題における産前産後の休暇又は    

 育児休業による中断等の改善 

・科研費の助成を受けて執筆した論文のオープンアクセス化 

・科研費による研究活動に関わる者に対する研究倫理教育の 

 実施等 

・科研費の適切な執行管理 

・競争的資金にかかるご意見・ご要望の窓口 
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○「基盤研究（B）」「若手研究（A）」の平成２７年度新規研究課題より、基金・ 
 補助金の混合による助成を解消し、補助金のみによる助成としました。 

 

 ※混合により助成を行った平成２４年度から平成２６年度までの研究課題の取 

   扱いに変更はありません。 

 

○「基盤研究（B）（C）」の審査区分「特設分野研究」の平成２７年度新規課題 

 について、基金による助成としました。 

 

 ※平成２６年度に採択を行った研究課題の取扱いに変更はありません。 

 ※なお、平成２７年度新規採択課題の内定は７月中を予定しています。 

 

○国際共同研究等の促進のため、「国際共同研究加速基金」を 

 設けました。 
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学術研究助成基金の交付対象の見直し 



同一研究種目中で研究課題の交付財源による区別が可能となるよう、平成２７年度より 

符番ルールを変更しました。 
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研究課題番号の符番ルールの変更 

１．現    行 

  課題番号の基本構成：８桁、和暦、数字（０～９）、半角で構成 

 

２．変更後 

  課題番号の基本構成：８桁、西暦、数字（０～９）及びアルファベット（大文字）、半角で 

  構成 
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物品管理におけるルールの適正化 

「競争的資金における使用ルール等の統一について」（※）の申し合わせ事項や、「研究
機関における管理・監査のガイドライン」、研究機関の実情を踏まえ、適切な管理が必要
な物品に係る規定（機関使用ルール）の適正化を図りました。 

（※）「競争的資金における使用等の統一について」（平成27年3月31日 競争的資金に関する関係府省申し合わせ）    

         URL:http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/siyouruuru.pdf 

平成２６年度 平成２７年度 

【物品費の支出等】 
3-10④ 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。   

 

【物品費の支出等】 
3-10④ 補助金により取得し

た耐用年数１年以上かつ取
得価格１０万円以上の物品に
ついては、研究機関において
設備等として受け入れ、特に
耐用年数１年以上かつ取得
価格５０万円以上の設備等に
ついては、資産として管理す
ること。 

また、換金性の高い物品につ
いても、適切に管理すること。 

 

【変更のポイント】 
◆ 「申し合わせ」を踏まえ、設備  

  等として受け入れる必要があ 

  る物品の基準の変更。 

  特に、耐用年数１年以上かつ  

  取得価格１０万円以上の物品 

  を設備等として受け入れるこ 

  とを明記。 

 

 「換金性の高い物品」につい
て、研究機関において適切な
管理を行うことが可能な場合
には、必ずしも設備等として
寄付の受け入れを行う必要
がないことの明確化。 
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複数の研究費制度による共用設備購入の明確化 

「競争的資金における使用ルール等の統一について」の申し合わせ踏まえ、科研費と他
の合算使用が可能な研究費制度による共用設備の購入が可能であることを明確化しまし
た。 

（参考）「複数の研究費制度による共用設備の購入について」 （平成25年3月27日）    

         URL:http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/torikumi/1337578.htm 

平成２６年度 平成２７年度 

【合算使用の制限】 
3-14次の場合を除き、他の

経費と合算してしようしない
こと。 

④ 直接経費に、同一研究

機関における他の科研費
（略）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（以下「共用設
備」という。）を購入する場
合（なお、各補助事業に係
る負担額及びその算出根
拠等について明らかにして
おくこと。） 

【合算使用の制限】 
3-14次の場合を除き、他の

経費と合算してしようしない
こと。 

④ 直接経費に、他の科研

費（略）又は複数の事業に
おいて共同して利用する設
備（以下「共用設備」とい
う。）の購入が可能な制度の
経費を加えて、共用設備を
購入する場合（ただし、同一
の研究機関において購入す
る共用設備に限る。なお、各
事業に係る負担額及びその
算出根拠等について明らか
にしておくこと。） 

【変更のポイント】 
◆ 科研費同士の合算だけでなく、 

 合算して設備を購入することが  

 可能な研究費制度の経費を直 

 接経費に加えて共用化する設 

 備を購入することもできることを 

 明確化しました。 

 

※科研費として従来の取扱を変更 

 するものではありません。 

 

※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詳細 

  は、以下にお問い合わせください。 
 

  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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「補助金分」の研究課題における産前産後の休暇又は育児休業による 

中断等の改善① 

「補助金分」の研究課題について、育児休業等（産前産後の休暇又は育児休業）が同一年度 

内に終了した場合にも、研究期間の延長を可能としました。 

○従来の「補助金分」の研究課題では、育児休業等を取得し、未使用の補助金について、翌年度以  

 降の育児休業等の終了後に再交付を受けることを希望する場合のみ、研究実施計画の変更等を  

 認めていました。 
 

○この取扱を改め、育児休業等が年度をまたがない場合においても、研究期間の延長を認めること 

 としました。 
 

○なお、基金分、一部基金分については、従来より、同一年度内の育児休業であっても補助事業期 

 間の延長が可能です。 

年度をまたぐ育児休業等の期間 研究再開時にＡ－１４様式等を活用
し,研究期間の延長が可能 

年度をまたがない育児休業等の期間 研究期間の延長ができない 

【参考：「補助金分」の育児休業等の取扱の変更のイメージ】 

①育児休業等が年度をまたぐ場合 

②育児休業等が年度をまたがない場合 

１年度の延長を認める改善 
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１ 研究代表者が、年度内に育児休業等を取得し、研究を中断し、かつ年度内に研究を再開した場合であって、翌年度 

 以降の研究実施計画の変更に伴い、研究期間の延長を希望する場合には、研究を再開する前に当該研究代表者が 

 作成する様式Ｃ－１３－２「科学研究費助成事業（科学研究費補助金）における産前産後の休暇又は育児休業の取得 

 に伴う研究期間延長承認申請書」を平成２８年２月２８日までに提出してください。 
 

２ 延長できる研究期間は、育児休業等に伴い中断した期間に応じた期間となり、年度内に育児休業等を取得し、かつ  

 年度内に研究を再開した場合、延長が可能な期間は１年度 となります。 
 

３ 年度内に研究を再開する予定であったものが、年度を超えて育児休業等を取得することとなり、未使用の補助金に 

 ついて翌年度以降の育児休業等の終了後に再交付を受けることを希望する場合には、速やかに中断の手続きを行っ  

 てください。 
 

４ 「新学術領域研究」の場合には、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。 
 

５ 繰越しの承認を受けた補助事業については、育児休業等により研究を中断することはできません。 

「補助金分」の研究課題における産前産後の休暇又は育児休業による 

中断等の改善② 
【具体的な手続き】 
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科研費の助成を受けて執筆した論文のオープンアクセス化① 

学術誌等のオープンアクセス化の流れを踏まえ、科研費の助成を受けて執筆した「雑誌論文」 

のオープンアクセス化の状況についても報告いただくこととしました。 

○「研究成果の発信」に関し、現在、学術雑誌等では、近年のＩＣＴ（情報通信技術）の発 

 展に伴い、インターネットを通じて無料で自由に論文にアクセスできる「オープンアクセ 

 ス」化の流れが世界的に拡大しています。 

○このことを踏まえ、これまで様式Ｃ－７－１「実績報告書（研究実績報告書）」等で報告 

 いただいている研究成果「雑誌論文」について、平成２６年度様式より、オープンアク 

 セス化の状況についても併せて報告いただくよう変更しています。 

【参考：「オープンアクセス」とは】 
 査読付きの学術雑誌に掲載された論文について、「インターネット上で自由に入手でき、その際、いかなる利用
者に対しても、論文の閲覧、ダウンロード、コピー、配付、印刷、検索、全文へのリンク付け、検索ロボットによる索
引付け、データとしてソフトウェアに転送すること、その他、合法的な用途で利用することを財政的、法的、技術的
な障壁なしで許可する」（ブダペスト・オープンアクセス運動 BOAI：Budapest Open Access Initiative(2002)）も
のとされている。 

○また、論文の謝辞においても、科研費の成果である旨を忘れずに明記してください。 

・論文に関する科研費が一つの場合（課題番号｢15K45678｣） 
  【英文】   This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number15K45678. 

  【和文】   本研究はJSPS科研費 15K45678の助成を受けたものです 
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科研費の助成を受けて執筆した論文のオープンアクセス化② 
【実績報告書の具体的な記載方法】 

＜チェックする（「オープンアクセスとしている（または、その予定である）」）場合の例＞ 

①論文の著者が掲載料（APC: Article Processing Charge）を負担し、当該論文をオープンアクセスとする場合 
 

②従来の購読料型学術雑誌に掲載された論文を、一定期間(エンバーゴ)後（例えば、６ヶ月後）に出版社の許諾を得て 

 著者が所属する研究機関が開設するWeb（機関リポジトリ）又は研究者が開設するWeb等に最終原稿版を公開（セル 

 フ・アーカイブ）し、当該論文をオープンアクセスとする場合 
 

③その他（研究コミュニティや公的機関が開設するWebに論文を掲載し、当該論文をオープンアクセスとする場合） 
 

＜チェックしない（「オープンアクセスではない」又は「オープンアクセスが困難」）場合の例＞ 

①論文の掲載が購読料型の学術雑誌で出版社からのセルフ・アーカイブの許諾が得られない場合 
 

②所属する研究機関の機関リポジトリが未整備等でセルフ・アーカイブが困難である場合 
 

③研究コミュニティにおいて学術雑誌等のオープンアクセス化が現時点において一般的でないため、論文をオープンア 

 クセスとすることが困難な場合 
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研究倫理教育の実施・受講について 

○「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（H26.8.26  文部科学大臣決定）  

 に基づいて、 

 ・研究機関が研究倫理教育を実施すること 

 ・研究者が研究機関が実施する研究倫理教育を受講すること 

 を定めました。 

○また、平成２７年度科研費においては、研究代表者は、研究分担者から改めて「研究 

 分担者承諾書」を徴し、研究分担者が平成２７年度中に研究倫理教育を受講すること  

 を確認する必要があります。 

【参考：研究分担者承諾書（抜粋）】 
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科研費の適切な執行管理① 

 無理・無駄な使い方をしていませんか？ 

 科研費の執行状況を定期的に把握し、必要に応じて繰越し制度や調整金制
度を活用しつつするなど、研究費が計画的に執行されるよう適切な執行管理
を行ってください。 

 

 繰越し制度や調整金制度を活用してもなお補助事業期間終了の一定程度前
の時点において、研究費に残額が生じる可能性がある場合には、物品発注
の適切性について、研究機関において厳正に判断し、研究費を無駄に使い
切ることなく、研究費の返還を行ってください。なお、返還するにあたりその後
の審査や交付で不利益な扱いを受けることはありません。 

 

 返還は実績報告書の提出だけで特別な手続きは必要ありません。 

いまだに・・ 
 科研費の年度末に偏った執行が見受けられる。 

 最終年度の最後に高額な物品を購入している。 
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科研費の適切な執行管理② 

＜参考＞ 

「科学研究費補助金等の適正な使用の確保に関する行政評価・監視結果に基づく勧告」 

（平成25年11月 総務省）URL:http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/79762.html 

 

 

基金なのに・・ 
 年度末の発注期限が厳しくて使いにくい。 

 年度をまたいで発注出来ない。 

 基金化の趣旨は十分生かされていますか？ 

 科研費（基金分）については、研究機関において年度ごとに使用期間を
設定したり、年度をまたいだ科研費の使用を不可とすることのないよう基
金化の導入の趣旨にのっとった運用の徹底を図ってください。 



競争的資金にかかるご意見・ご要望の窓口 
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○競争的資金全般にかかるご意見・ご要望の窓口が内閣府に開設されました。競争 

 的資金全般の使い勝手の改善のためのご意見・ご要望は、以下 のＵＲＬにアクセス 

 してください。 
 

 ＵＲＬ：https://form.cao.go.jp/cstp/opinion-0098.html 


