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別紙６ 

 

平成２８年度科学研究費助成事業における交付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－学術研究助成基金助成金研究者使用ルール（交付条件）」の主な

変更点 

 

平成２７年度 平成２８年度 

＜「基盤研究（Ｃ）」、「挑戦的萌芽研究」、「若

手研究（Ｂ）」（平成２３年度以降に採択され

た研究課題）、「基盤研究（Ｂ）」のうち平成

２４年度から平成２６年度に採択された配分

総額５００万円以下の研究課題及び平成２７

年度に採択された審査区分「特設分野研究」の

研究課題及び「若手研究（Ａ）」（平成２４年

度から平成２６年度に採択された配分総額５

００万円以下の研究課題）＞ 

 

 
 
 
 
  （略） 
 
 
１ 総則 

 

 
  （略） 
 

 
２ 直接経費の使用 

 
 

（略） 
 
 
【直接経費の使用内訳の変更】 

2-5 研究代表者及び研究分担者は、交付申請書

に記載した各費目の額にしたがって、直接経

費を使用するものとする。ただし、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、交付決定を受けた直接経費の総額の５

０％（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、取扱要領第１１条第３項に規定する日

本学術振興会の承認を得ることなく変更す

ることができる。 

 
【研究・契約等の開始】 

2-6 新たに採択された研究課題については、内

定通知日以降研究を開始し、必要な契約等を

＜「基盤研究（Ｃ）」、「挑戦的萌芽研究」、「若

手研究（Ｂ）」（平成２３年度以降に採択され

た研究課題）、「基盤研究（Ｂ）」のうち平成

２４年度から平成２６年度に採択された配分

総額５００万円以下の研究課題及び平成２７

年度以降に採択された審査区分「特設分野研

究」の研究課題、及び「若手研究（Ａ）」（平

成２４年度から平成２６年度に採択された配

分総額５００万円以下の研究課題）、｢新学術

領域研究（研究領域提案型）『国際共同研究加

速基金（国際活動支援班）』｣及び、「国際共

同研究加速基金（帰国発展研究）」＞ 

 
 

（略） 
 
 
１ 総則 

 

 
  （略） 
 
 
２ 直接経費の使用 

 
 

（略） 
 
 
【直接経費の使用内訳の変更】 

2-5 研究代表者及び研究分担者は、交付申請書

に記載した各費目の額にしたがって、直接経

費を使用しなければならないするものとす

る。ただし、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、交付決定を受け

た直接経費の総額の５０％（直接経費の総額

の５０％の額が３００万円以下の場合は、３

００万円まで）の範囲内で、取扱要領第１１

条第３項に規定する日本学術振興会の承認

を得ることなく変更することができる。 

 
【研究・契約等の開始】 

2-6 新たに採択された研究課題については、内

定通知日以降研究を開始し、必要な契約等を
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行うことができるが、必要な経費は、直接経

費受領後に支出し、又は研究機関等が立て替

えて直接経費受領後に精算しなければなら

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） 

 
【変更できない事項】 

3-1 「研究課題名」及び「研究の目的」の各欄

の記載事項及び研究代表者は、変更すること

ができない。また、補助事業期間を短縮する

ことはできない。 

 
 
 
 
 
 
 
  （略） 
 
 
【補助事業の廃止】 

3-3 研究代表者は、補助事業を廃止しようとす

る場合には、様式Ｆ－５－１「補助事業廃止

承認申請書」により申請を行い、日本学術振

興会の承認を得るとともに、未使用の助成金

を返還し、廃止のときまでの補助事業につい

て、廃止の承認を受けた後、３０日以内に、

様式Ｆ－６－２「実績報告書（収支決算報告

書）」及び様式Ｆ－７－２「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） 

 

行うことができるが、必要な経費は、直接経

費受領後に支出し、又は研究機関等が立て替

えて直接経費受領後に精算しなければなら

ない。 

   ただし 、「国際共同研究加速基金（帰国

発展研究）」においては、研究代表者が所属

する研究機関による交付申請書の提出日以

降研究を開始し、必要な契約等を行うことが

できるが、必要な経費は、直接経費受領後に

支出し、又は研究機関等が立て替えて直接経

費受領後に精算しなければならない。 

 
 

（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） 

 

【変更できない事項】 

3-1 「研究課題名」及び「研究の目的」の各欄

の記載事項及び研究代表者は、変更すること

ができない。（ただし、新学術領域研究（研

究領域提案型）『国際共同研究加速基金（国

際活動支援班）』（以下、｢国際活動支援班｣

という。）における研究代表者の変更につい

ては、「3-6」、「3-7」に従うものとする。）

また、補助事業期間を短縮することはできな

い。 

 

 

（略） 

 

 

【補助事業の廃止】 

3-3 研究代表者は、補助事業を廃止しようとす

る場合には、様式Ｆ－５－１「補助事業廃止

承認申請書」により申請を行い、日本学術振

興会の承認を得るとともに、未使用の助成金

を返還し、廃止のときまでの補助事業につい

て、廃止の承認を受けた後、３０日以内に、

様式Ｆ－６－２「実績報告書（収支決算報告

書）」及び様式Ｆ－７－２「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科学研

究費助成事業データベース（KAKEN）ホーム

ページにより公開される。）。 

 

 

（略） 
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（略） 

 

 
3-7 研究代表者は、「3-6」に規定する研究分

担者の変更において、研究分担者を新たに加

える場合には、様式Ｆ－１１「研究分担者承

諾書（他機関用）」又は様式Ｆ－１２「研究

分担者承諾書（同一機関用）」を徴し、これ

を保管しなければならない。 

 

【補助事業期間の延長】 
3-8 研究代表者は、研究計画変更等に伴い、研

究計画 終年度の翌年度まで補助事業期間

の延長を希望する場合には、研究計画 終年

度の３月１日までに、様式Ｆ－１４「補助事

【国際活動支援班における研究代表者の交替】 

3-6 国際活動支援班の研究代表者が応募資格

を有しなくなる場合において、研究代表者の

交替（補助事業の研究分担者又は連携研究者

に交替する場合に限る。）により補助事業の

継続を希望する場合、又は応募資格の喪失以

外のやむを得ない事由により研究代表者を

交替（補助事業の研究分担者又は連携研究者

に交替する場合に限る。）しようとする場合

には、新たに研究代表者となる者の意思を確

認し、科学技術・学術審議会における審査を

経たうえで、様式Ｆ－９－２「研究代表者変

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分担者又は連携研究

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Ｆ－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。 

 

3-7 国際活動支援班の研究代表者が欠けた場

合において、研究分担者及び連携研究者がそ

の総意により、研究代表者を交替（補助事業

の研究分担者又は連携研究者に交替する場

合に限る。）して補助事業の継続を希望する

場合には、新たに研究代表者となる者は、科

学技術・学術審議会における審査を経たうえ

で、様式Ｆ－９－２「研究代表者変更承認申

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

所属する研究分担者又は連携研究者に研究

代表者を交替した場合には、新たな研究代表

者は、様式Ｆ－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） 

 

 

3-97 研究代表者は、「3-86」に規定する研究

分担者の変更において、研究分担者を新たに

加える場合には、事前に、様式Ｆ－１１「研

究分担者承諾書（他機関用）」又は様式Ｆ－

１２「研究分担者承諾書（同一機関用）」を

徴し、これを保管しなければならない。 

 

【補助事業期間の延長】 

3-108 研究代表者は、研究計画変更等に伴い、

研究計画 終年度の翌年度まで補助事業期

間の延長を希望する場合には、研究計画 終

年度の３月１日までに、様式Ｆ－１４「補助
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業期間延長承認申請書」により日本学術振興

会に対し申請を行い、日本学術振興会の承認

を得なければならない。 

なお、１年を超えて補助事業期間を延長す

ることはできない。ただし、産前産後の休暇

又は育児休業を取得する場合には、「3-9」

及び「3-10」に従うものとする。 

 

 

（略） 

 
 
【軽微な変更】 

3-11  交付申請書に記載の「各年度における直

接経費の額」、「各年度における直接経費

の費目別内訳」、「役割分担等」、「直接

経費（研究者別内訳）」、「研究実施計画」

及び「主要な物品の内訳」については、補

助事業の遂行について必要がある場合には

変更することができる。 

 
 
 
 
 
 

 

（略） 

 

 
【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、所属する研

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 

 
 
  （略） 
 
 
５ 実施状況の報告 

 
【実施状況報告書の提出】 

5-1 研究代表者は、研究計画 終年度を除く各

年度終了後、翌年度の５月３１日までに、様

式Ｆ－６－１「実施状況報告書（収支状況報

告書）」及び様式Ｆ－７－１「実施状況報告

事業期間延長承認申請書」により日本学術振

興会に対し申請を行い、日本学術振興会の承

認を得なければならない。 

なお、１年を超えて補助事業期間を延長す

ることはできない。ただし、産前産後の休暇

又は育児休業を取得する場合には、「3-119」

及び「3-1210」に従うものとする。 

 

 

（略） 

 

 

【軽微な変更】 

3-1311  交付申請書に記載の「各年度における

直接経費の額」、「各年度における直接経

費の費目別内訳」、「役割分担等」、「直

接経費（研究者別内訳）」、「研究実施計

画」及び「主要な物品の内訳」については、

補助事業の遂行について必要がある場合に

は変更することができる。「国際共同研究

加速基金（帰国発展研究）」においては、

「日本の研究機関における職務のエフォー

ト」についても、補助事業の遂行について

必要がある場合には変更することができ

る。 

 

 

（略） 

 

 

【利子及び為替差益の取扱】 

3-153 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及び為替差益を、原則、

所属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 

 

 

  （略） 

 

 

５ 実施状況の報告 

 

【実施状況報告書の提出】 

5-1 研究代表者は、研究計画 終年度を除く各

年度終了後、翌年度の５月３１日までに、様

式Ｆ－６－１「実施状況報告書（収支状況報

告書）」及び様式Ｆ－７－１「実施状況報告
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書（研究実施状況報告書）」により、日本学

術振興会に各年度の補助事業の実施状況を

報告しなければならない（研究実施状況報告

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。）。 

 
 
 
６ 実績の報告 

 
【実績報告書の提出】 

6-1 研究代表者は、研究計画 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、様式Ｆ－６－２「実績報告書（収支

決算報告書）」及び様式Ｆ－７－２「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助成金が生じた場

合には、日本学術振興会に返還しなければな

らない。 

 

 

 
７ 研究成果報告書等の提出 

 
【研究成果報告書等の提出】 

7-1 研究代表者は、研究計画 終年度の翌年度

の６月３０日までに、助成金により実施し

た研究について、様式Ｆ－１９「研究成果

報告書」により、日本学術振興会に成果報

告を行わなければならない。ただし、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、様式Ｆ－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上記報

告書により、日本学術振興会に成果報告を

行わなければならない（研究成果報告書は、

国立情報学研究所のホームページにより公

開される。）。 

 

 

7-2 研究代表者は、研究計画 終年度前年度の

応募研究課題が採択されたことに伴い、廃止

することとなった 終年度に当たる研究課

題の研究の成果については、様式Ｆ－１９

「研究成果報告書」により、日本学術振興会

に成果報告を行わなければならない（提出期

限は、廃止することとなった研究課題の 終

年度の翌年度の６月３０日までとする。ま

書（研究実施状況報告書）」により、日本学

術振興会に各年度の補助事業の実施状況を

報告しなければならない（研究実施状況報告

書の内容は、国立情報学研究所の科学研究費

助成事業データベース（KAKEN）ホームペー

ジにより公開される。）。 

 

 

６ 実績の報告 

 

【実績報告書の提出】 

6-1 研究代表者は、研究計画 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、様式Ｆ－６－２「実績報告書（収支

決算報告書）」及び様式Ｆ－７－２「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

所の科学研究費助成事業データベース

（KAKEN）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助成金が生じた

場合には、日本学術振興会に返還しなければ

ならない。 

 

 

７ 研究成果報告書等の提出 

 

【研究成果報告書等の提出】 

7-1 研究代表者は、研究計画 終年度の翌年度

の６月３０日までに、助成金により実施し

た研究について、様式Ｆ－１９－１「研究

成果報告書」により、日本学術振興会に成

果報告を行わなければならない。ただし、

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、様式Ｆ－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上

記報告書により、日本学術振興会に成果報

告を行わなければならない（研究成果報告

書は、国立情報学研究所の科学研究費助成

事業データベース（KAKEN）ホームページに

より公開される。）。 

 

7-2 研究代表者は、研究計画 終年度前年度の

応募研究課題が採択されたことに伴い、廃止

することとなった 終年度に当たる研究課

題の研究の成果については、様式Ｆ－１９－

１「研究成果報告書」により、日本学術振興

会に成果報告を行わなければならない（提出

期限は、廃止することとなった研究課題の

終年度の翌年度の６月３０日までとする。ま
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た、研究成果報告書は、国立情報学研究所の

ホームページにより公開される。）。 

 

 

【研究成果報告書等が未提出の場合の取扱】 

7-3 研究代表者が、科学研究費助成事業の他の

補助事業の「研究成果報告書」（様式Ｃ－１

９、様式Ｆ－１９、様式Ｚ－１９、様式ＣＫ

－１９）又は「研究経過報告書」（様式Ｃ－

２１、様式Ｆ－２１、様式Ｚ－２１、様式Ｃ

Ｋ－２１）を提出期限までに提出していない

場合には、研究代表者及び研究分担者は、上

記報告書を文部科学省又は日本学術振興会

に提出するまで、補助事業の執行を停止しな

ければならない（文部科学省又は日本学術振

興会が別に指示した場合は、その指示に従わ

なければならない。）。 

 

7-4 研究分担者が、科学研究費助成事業の他の

補助事業の「研究成果報告書」（様式Ｃ－１

９、様式Ｆ－１９、様式Ｚ－１９、様式ＣＫ

－１９）又は「研究経過報告書」（様式Ｃ－

２１、様式Ｆ－２１、様式Ｚ－２１、様式Ｃ

Ｋ－２１）を提出期限までに提出していない

場合には、研究分担者は、上記報告書を文部

科学省又は日本学術振興会に提出するまで、

補助事業の執行を停止しなければならない

（文部科学省又は日本学術振興会が別に指

示した場合は、その指示に従わなければなら

ない。）。 

 

 

 

８ 研究成果の発表 

 
【研究成果発表における表示義務】 

8-1 研究代表者及び研究分担者は、補助事業の

成果を発表する場合には、助成金の交付を受

けて行った研究の成果であることを表示し

なければならない。特に、論文等により補助

事業の成果を発表する場合には、論文等の謝

辞に助成金の交付を受けて行った研究の成

果であることを必ず記載しなければならな

い（「JSPS KAKENHI Grant Number ８桁の

課題番号」を含めること。）。 

 

【研究成果発表の報告】 

8-2 研究代表者は、補助事業の成果について、

研究計画 終年度の翌年度に様式Ｆ－７－

２「実績報告書（研究実績報告書）」を提出

した後に書籍、雑誌等において発表を行った

場合、又は産業財産権を取得した場合には、

た、研究成果報告書は、国立情報学研究所の

科学研究費助成事業データベース（KAKEN）

ホームページにより公開される。）。 

 

【研究成果報告書等が未提出の場合の取扱】 

7-3 研究代表者が、科学研究費助成事業の他の

補助事業の「研究成果報告書」（様式Ｃ－

１９、様式Ｆ－１９－１、様式Ｆ－１９－

２、様式Ｚ－１９、様式ＣＫ－１９）又は

「研究経過報告書」（様式Ｃ－２１、様式

Ｆ－２１、様式Ｚ－２１、様式ＣＫ－２１）

を提出期限までに提出していない場合に

は、研究代表者及び研究分担者は、上記報

告書を文部科学省又は日本学術振興会に提

出するまで、補助事業の執行を停止しなけ

ればならない（文部科学省又は日本学術振

興会が別に指示した場合は、その指示に従

わなければならない。）。 

 

7-4 研究分担者が、科学研究費助成事業の他の

補助事業の「研究成果報告書」（様式Ｃ－１

９、様式Ｆ－１９－１、様式Ｆ－１９－２、

様式Ｚ－１９、様式ＣＫ－１９）又は「研究

経過報告書」（様式Ｃ－２１、様式Ｆ－２１、

様式Ｚ－２１、様式ＣＫ－２１）を提出期限

までに提出していない場合には、研究分担者

は、上記報告書を文部科学省又は日本学術振

興会に提出するまで、補助事業の執行を停止

しなければならない（文部科学省又は日本学

術振興会が別に指示した場合は、その指示に

従わなければならない。）。 

 

 

８ 研究成果の発表 

 

【研究成果発表における表示義務】 

8-1 研究代表者及び研究分担者は、補助事業の

成果を発表する場合には、助成金の交付を受

けて行った研究の成果であることを表示し

なければならない。特に、論文等により補助

事業の成果を発表する場合には、論文等の謝

辞に助成金の交付を受けて行った研究の成

果であることを必ず記載しなければならな

い（「JSPS KAKENHI Grant Number JP８桁

の課題番号」を含めること。）。 

 

【研究成果発表の報告】 

8-2 研究代表者は、補助事業の成果について、

研究計画 終年度の翌年度に様式Ｆ－７－

２「実績報告書（研究実績報告書）」を提出

した後に書籍、雑誌等において発表を行った

場合、又は産業財産権を取得した場合には、
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様式Ｆ－２４「研究成果発表報告書」により、

日本学術振興会に報告しなければならない

（研究成果発表報告書は、国立情報学研究所

のホームページにより公開される。）。 

 
 
 
９ その他 

 

【研究活動の公正性の確保】 

9-1 補助事業において、研究活動における特定

不正行為（発表された研究成果の中に示され

たデータや研究結果等の捏造や改ざん、及び

盗用）が行われること、もしくは関与するこ

とがあってはならない。 

 

 

 

 

【研究機関が実施する研究倫理教育の受講】 
9-2 研究代表者及び研究分担者は、「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」に基づき、研究機関が実施する研

究倫理教育を受講しなければならない。 

 
 
【研究倫理教育の受講確認】 

9-3  研究代表者は、改めて、様式Ｆ－１１「研

究分担者承諾書（他機関用）」又は様式Ｆ－

１２「研究分担者承諾書（同一機関用）」を

速やかに徴し、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しな

ければならない。 

 

 

 

 

【生命倫理・安全対策等の遵守】 

9-4 研究代表者及び研究分担者が行う研究計

画に、社会的コンセンサスが必要とされてい

る研究、個人情報の取扱いに配慮する必要が

ある研究及び生命倫理・安全対策に対する取

組が必要とされている研究など関連する法

令等を遵守しなければ行うことができない

研究を含む場合には、研究代表者及び研究分

担者は、当該研究を、関連する法令等に基づ

き実施しなければならない。 

 
 

（略） 
 
 

様式Ｆ－２４「研究成果発表報告書」により、

日本学術振興会に報告しなければならない

（研究成果発表報告書は、国立情報学研究所

の科学研究費助成事業データベース（KAKEN）

ホームページにより公開される。）。 

 
 
９ その他 

 

【研究活動の公正性の確保】 

9-1 補助事業において、研究活動における不正

行為（発表された研究成果においての中に示

されたデータ、情報、調査結果等の故意によ

る又は研究者としてわきまえるべき基本的

な注意義務を著しく怠ったことによるねつ

や研究結果等の捏造、や改ざん又は、及び盗

用）が行われること、もしくは関与すること

があってはならない。 

 
【研究機関が実施する研究倫理教育の受講等】 
9-2 研究代表者及び研究分担者は、「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」に基づき、研究機関が実施する研

究倫理教育のを受講等をしなければならな

い。 

 
【研究倫理教育の受講等の確認】 

9-3  研究代表者は、研究分担者を新たに追加す

る場合は、日本学術振興会に様式Ｆ－９「研

究分担者変更承認申請書」を提出する前に改

めて、様式Ｆ－１１「研究分担者承諾書（他

機関用）」又は様式Ｆ－１２「研究分担者承

諾書（同一機関用）」を速やかに徴し、研究

分担者が平成２７年度中に研究倫理教育の

を受講等をしたすることを確認しなければ

ならない。 

 

【人権の保護及び法令生命倫理・安全対策等の遵

守】 

9-4 研究代表者及び研究分担者が行う研究計

画に、社会的コンセンサスが必要とされてい

る研究、個人情報の取扱いに配慮する必要が

ある研究及び生命倫理・安全対策に対する取

組が必要とされている研究など関連する法

令等を遵守しなければ行うことができない

研究を含む場合には、研究代表者及び研究分

担者は、当該研究を、関連する法令等に基づ

き実施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－学術研究助成基金助成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                          

 

 平成２７年度 平成２８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。）が取り扱う科学研究費助成事

業（学術研究助成基金助成金）（「基盤研究（Ｃ）」、

「挑戦的萌芽研究」、「若手研究（Ｂ）」のうち平

成２３年度以降に採択された研究課題及び「基

盤研究（Ｂ）」のうち平成２４年度から平成２６

年度に採択された配分総額５００万円以下の研

究課題及び平成２７年度に採択された審査区分

「特設分野研究」の研究課題及び「若手研究

（Ａ）」のうち平成２４年度から平成２６年度採

択された配分総額５００万円以下の研究課題に

限る。）（以下「助成金」という。）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費の管理・監査

のガイドライン」、「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」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。 

 
 
 
 
 
 
１ 申請資格の確認 
 
 

（略） 

 
 
1-3 交付申請書又は支払請求書に記載された研

究代表者及び研究分担者が、助成金や科学研

究費補助金、それ以外の競争的資金で、不正

使用、不正受給又は特定不正行為（発表され

た研究成果の中に示されたデータや研究結果

等の捏造や改ざん、及び盗用）を行ったとし

て、助成金の支払を受ける年度において、日

本学術振興会から助成金を交付しないことと

されている者でないことを確認すること。 
 
 
 
 
 
 

（略） 

 
 

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。）が取り扱う科学研究費
助成事業（学術研究助成基金助成金） 
（「基盤研究（Ｃ）」、「挑戦的萌芽研究」、

「若手研究（Ｂ）」のうち平成２３年度以降に

採択された研究課題、及び「基盤研究（Ｂ）」

のうち平成２４年度から平成２６年度に採択さ

れた配分総額５００万円以下の研究課題及び平

成２７年度以降に採択された審査区分「特設分

野研究」の研究課題、及び「若手研究（Ａ）」

のうち平成２４年度から平成２６年度採択され

た配分総額５００万円以下の研究課題、｢新学術

領域研究（研究領域提案型）『国際共同研究加

速基金（国際活動支援班）』｣、「国際共同研究

加速基金（帰国発展研究）」に限る。）（以下

「助成金」という。）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費の管理・監査のガイドラ

イン」、「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」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 
 
 
１ 申請資格の確認 
 
 

（略） 

 
 
1-3 交付申請書又は支払請求書に記載された

研究代表者及び研究分担者が、助成金や科学

研究費補助金、それ以外の競争的資金で、不

正使用、不正受給又は特定不正行為（発表さ

れた研究成果においての中に示されたデー

タ、情報、調査結果等の故意による又は研

究者としてわきまえるべき基本的な注意

義務を著しく怠ったことによるねつや研

究結果等の捏造、や改ざん又は、及び盗用）

を行ったとして、助成金の支払を受ける年度

において、日本学術振興会から助成金を交付

しないこととされている者でないことを確

認すること。 
 
 

（略） 
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２ 研究代表者及び研究分担者との関係に関す

る定め 
 

（略） 
 
 
 
３ 研究機関が行う事務の内容 
 
 
  （略） 
 
 
【使用の開始】 
3-2 研究代表者及び研究分担者が、交付され

た直接経費の使用を速やかに開始できるよ

う、必要な事務を迅速に行うこと。 
（新規の研究課題については内定通知日以

降補助事業を開始し、必要な契約等を行っ

て差し支えない。必要な経費は、直接経費

受領後に支出し、又は研究機関等が立て替

えて直接経費受領後に精算すること。） 

 

 
 
 
 
 
 
 
  （略） 
 
 
【間接経費執行実績報告書の提出】 
3-13 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、様

式Ｅ－７「間接経費執行実績報告書」によ

り、日本学術振興会に報告すること。 
 
 
 
  （略） 
 
 
【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】 
3-17 交付申請書の記載内容の変更にあたり、

次の手続を行うこと。 
 
 
  （略） 
 
 
 

２ 研究代表者及び研究分担者との関係に関す

る定め 
 
 

（略） 
 
 
３ 研究機関が行う事務の内容 
 
 
  （略） 
 
 
【使用の開始】 

3-2 研究代表者及び研究分担者が、交付さ

れた直接経費の使用を速やかに開始でき

るよう、必要な事務を迅速に行うこと。 

（新規の研究課題については内定通知日

以降補助事業を開始し、必要な契約等を

行って差し支えない。ただし 、「国際共

同研究加速基金（帰国発展研究）」におい

ては、研究代表者が所属する研究機関に

よる交付申請書の提出日以降補助事業を

開始し、必要な契約等を行って差し支え

ない。 

必要な経費は、直接経費受領後に支出し、

又は研究機関等が立て替えて直接経費受

領後に精算すること。） 

 
 
  （略） 
 
 
【間接経費使用執行実績報告書の報告提出】 
3-13 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、府

省共通研究開発管理システム（e-Rad）様

式Ｅ－７「間接経費執行実績報告書」によ

り、日本学術振興会に報告すること。 
 
 
  （略） 
 
 
【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】 
3-17 交付申請書の記載内容の変更にあたり、

次の手続を行うこと。 
 
 
  （略） 
 
 

⑤研究代表者の交替 



- 10 / 14 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （略） 
 
 

⑥研究分担者の変更 
研究代表者が、研究分担者を変更す

る場合に、当該研究代表者が作成する
様式Ｆ－９「研究分担者変更承認申請
書」により申請を行い、日本学術振興
会の承認を得ること。 
上記の変更において、研究分担者が

新たに加えられる場合には、当該研究
代表者が、様式Ｆ－１１「研究分担者

新学術領域研究（研究領域提案型）『国

際共同研究加速基金（国際活動支援班）』

（以下、｢国際活動支援班｣という。）の研

究代表者が応募資格を有しなくなる場合

において、研究代表者の交替（補助事業の

研究分担者又は連携研究者に交替する場

合に限る。）により補助事業の継続を希望

する場合、又は応募資格の喪失以外のやむ

を得ない事由により、研究代表者を交替

（補助事業の研究分担者又は連携研究者

に交替する場合に限る。）しようとする場

合には、科学技術・学術審議会における審

査を経たうえで、当該研究代表者が新たに

研究代表者となる者の意思を確認のうえ

作成する様式Ｆ－９－２「研究代表者変更

承認申請書」により申請を行い、日本学術

振興会の承認を得ること。その際、研究分

担者又は連携研究者が、他の研究機関に所

属する研究者と研究代表者を交替して新

たな研究代表者となった場合には、新たな

研究代表者が作成する様式Ｆ－１０－２

「研究代表者交替に伴う所属研究機関変

更届」により、日本学術振興会への届出を

行うこと。 
また、国際活動支援班の研究代表者が欠

けた場合であって、研究分担者及び連携研

究者がその総意により、研究代表者を交替

（補助事業の研究分担者又は連携研究者

に交替する場合に限る。）して補助事業の

継続を希望する場合には、科学技術・学術

審議会における審査を経たうえで、様式Ｆ

－９－２「研究代表者変更承認申請書」に

より申請を行い、日本学術振興会の承認を

得ること。その際、研究分担者又は連携研

究者が、他の研究機関に所属する研究者か

ら研究代表者を交替して、新たな研究代表

者となった場合には、新たな研究代表者が

作成する様式Ｆ－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

本学術振興会への届出を行うこと。 
 
 
  （略） 
 
 

⑦⑥研究分担者の変更 
研究代表者が、研究分担者を変更す

る場合に、当該研究代表者が作成する
様式Ｆ－９「研究分担者変更承認申請
書」により申請を行い、日本学術振興
会の承認を得ること。 

上記の変更において、研究分担者が
新たに加えられる場合には、事前に、
当該研究代表者が、様式Ｆ－１１「研
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承諾書（他機関用）」又は様式Ｆ－１
２「研究分担者承諾書（同一機関用）」
を徴し、これを保管しなければならな
いこととしているので、必要に応じ事
務的な援助を行い、研究代表者が様式
Ｆ－１１「研究分担者承諾書（他機関
用）」又は様式Ｆ－１２「研究分担者
承諾書（同一機関用）」を保管してい
ることを確認すること。 

 
 
  （略） 
 
 
【研究成果報告に係る手続】 
3-20 研究成果報告に係る次の手続を行うこ

と。 
① 研究成果報告書等の提出 
各研究代表者が作成する、様式Ｆ－１

９「研究成果報告書」により、研究計画
の 終年度の翌年度の６月３０日まで
に、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Ｆ－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 終年度前年度の応募研究課

題が採択されたことに伴い、廃止するこ

ととなった 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Ｆ－１９「研究成果報告書」

により、日本学術振興会に成果報告（提

出期限は、辞退することとなった研究課

題の 終年度の翌年度の６月３０日ま

で）を行うこと。 
 

② 研究成果報告書等が未提出の場合の
取扱 

研究代表者が、科学研究費助成事業の
他の補助事業の「研究成果報告書」（様
式Ｃ－１９、様式Ｆ－１９、様式Ｚ－１
９、様式ＣＫ－１９）又は「研究経過報
告書」（様式Ｃ－２１、様式Ｆ－２１、
様式Ｚ－２１、様式ＣＫ－２１）を提出
期限までに提出しない場合には、上記報
告書を文部科学省又は日本学術振興会に
提出するまで、研究代表者及び研究分担
者が実施する補助事業の執行を停止する
こと（文部科学省又は日本学術振興会が
別に指示した場合は、その指示に従うこ
と。）。 

研究分担者が、科学研究費助成事業の

他の補助事業の「研究成果報告書」（様

究分担者承諾書（他機関用）」又は様
式Ｆ－１２「研究分担者承諾書（同一
機関用）」を徴し、これを保管しなけ
ればならないこととしているので、必
要に応じ事務的な援助を行い、研究代
表者が様式Ｆ－１１「研究分担者承諾
書（他機関用）」又は様式Ｆ－１２「研
究分担者承諾書（同一機関用）」を保
管していることを確認すること。 

 
 
  （略） 
 
 
【研究成果報告に係る手続】 
3-20 研究成果報告に係る次の手続を行うこ

と。 
① 研究成果報告書等の提出 
各研究代表者が作成する、様式Ｆ－１

９－１「研究成果報告書」により、研究
計画の 終年度の翌年度の６月３０日ま
でに、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Ｆ－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 終年度前年度の応募研究課

題が採択されたことに伴い、廃止するこ

ととなった 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Ｆ－１９－１「研究成果報

告書」により、日本学術振興会に成果報

告（提出期限は、辞退することとなった

研究課題の 終年度の翌年度の６月３０

日まで）を行うこと。 
 

② 研究成果報告書等が未提出の場合の
取扱 

研究代表者が、科学研究費助成事業の
他の補助事業の「研究成果報告書」（様
式Ｃ－１９、様式Ｆ－１９－１、様式Ｆ
－１９－２、様式Ｚ－１９、様式ＣＫ－
１９）又は「研究経過報告書」（様式Ｃ
－２１、様式Ｆ－２１、様式Ｚ－２１、
様式ＣＫ－２１）を提出期限までに提出
しない場合には、上記報告書を文部科学
省又は日本学術振興会に提出するまで、
研究代表者及び研究分担者が実施する補
助事業の執行を停止すること（文部科学
省又は日本学術振興会が別に指示した場
合は、その指示に従うこと。）。 
研究分担者が、科学研究費助成事業の

他の補助事業の「研究成果報告書」（様
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式Ｃ－１９、様式Ｆ－１９、様式Ｚ－１

９、様式ＣＫ－１９）又は「研究経過報

告書」（様式Ｃ－２１、様式Ｆ－２１、

様式Ｚ－２１、様式ＣＫ－２１）を提出

期限までに提出しない場合には、上記報

告書を文部科学省又は日本学術振興会に

提出するまで、研究分担者が実施する補

助事業の執行を停止すること（文部科学

省又は日本学術振興会が別に指示した場

合は、その指示に従うこと。）。 
 
 
【研究成果発表に係る手続】  
3-21 研究成果を発表する場合には、次の手続

を行うこと。 
 

① 研究成果発表における謝辞の表示 
研究代表者及び研究分担者が、論文等に

より補助事業の成果を発表する場合に

は、論文の謝辞等に助成金の交付を受け

て行った研究の成果であること（「JSPS 
KAKENHI Grant Number ８桁の課題番

号」）を必ず記載するよう、研究代表者

及び研究分担者に周知すること。 
また、研究機関のホームページや広報

誌において補助事業の成果を発表する

場合には、その成果が助成金の交付を受

けて行った研究の成果であることを表

示すること。 
 
 
  （略） 
 
 
【利子の譲渡の受入】 
3-25 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、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、これを受け入れること。 

 
 
 
  （略） 
 
 

４ 適正な使用の確保 
 
 
  （略） 
 

 

５ 研究活動における不正行為への対応 

 
【規程等の整備】 

式Ｃ－１９、様式Ｆ－１９－１、様式Ｆ

－１９－２、様式Ｚ－１９、様式ＣＫ－

１９）又は「研究経過報告書」（様式Ｃ

－２１、様式Ｆ－２１、様式Ｚ－２１、

様式ＣＫ－２１）を提出期限までに提出

しない場合には、上記報告書を文部科学

省又は日本学術振興会に提出するまで、

研究分担者が実施する補助事業の執行を

停止すること（文部科学省又は日本学術

振興会が別に指示した場合は、その指示

に従うこと。）。 
 
【研究成果発表に係る手続】  
3-21 研究成果を発表する場合には、次の手続

を行うこと。 
 

① 研究成果発表における謝辞の表示 
研究代表者及び研究分担者が、論文等に

より補助事業の成果を発表する場合に

は、論文の謝辞等に助成金の交付を受け

て行った研究の成果であること（「JSPS 
KAKENHI Grant Number JP８桁の課題

番号」）を必ず記載するよう、研究代表

者及び研究分担者に周知すること。 
また、研究機関のホームページや広報

誌において補助事業の成果を発表する

場合には、その成果が助成金の交付を受

けて行った研究の成果であることを表

示すること。 
 
 
  （略） 
 
 
【利子及び為替差益の譲渡の受入】 
3-25 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及び為替差益を、原
則、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
れること。 

 
 
  （略） 
 
 
４ 適正な使用の確保 
 
 
  （略） 
 
 
５ 研究活動における不正行為への対応 
 
【規程等の整備】 
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5-1 助成金による研究活動における特定不正
行為を防止するとともに、その疑いが生じ
た場合に適切に対応できるようにするた
め、「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」を参考に、関連
する規程等を定めるとともに、所属する研
究者に周知すること。 
 

【研究活動の不正行為に係る調査の実施等】 
5-2 所属する研究代表者及び研究分担者の補

助事業について、研究活動における特定不
正行為が明らかになった場合（特定不正行
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
を実施し、その調査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。 

 
【研究活動の不正行為に係る補助事業の執行停
止】 
5-3 所属する研究代表者及び研究分担者につ

いて、研究活動における特定不正行為が明
らかになった場合（特定不正行為が行われ
た疑いのある場合を含む。）には、その調
査結果を配分機関等に報告するまで、必要
に応じて、関係する研究代表者及び研究分
担者の補助事業の執行に係る諸手続を停止
すること。 

 
【不正行為に伴う助成金の返還等】 
5-4 助成金による研究活動における特定不正

行為があった場合には、当該特定不正行為

に係る助成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、特定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。 
 
 
  （略） 
 
 
【研究倫理教育の受講確認】 
5-7 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について、研究代表者

が改めて徴した様式Ｆ－１１「研究分担者

承諾書（他機関用）」又は様式Ｆ－１２「研

究分担者承諾書（同一機関用）」により速や

かに確認すること。 
 
 
６ 生命倫理・安全対策等の遵守に係る事務 
 
 

研究代表者又は研究分担者が、社会的コン

センサスが必要とされている研究、個人情報

の取扱いに配慮する必要がある研究及び生命

倫理・安全対策に対する取組が必要とされて

5-1 助成金による研究活動における特定不正
行為を防止するとともに、その疑いが生じ
た場合に適切に対応できるようにするた
め、「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」を参考に、関連
する規程等を定めるとともに、所属する研
究者に周知すること。 

 
【研究活動の不正行為に係る調査の実施等】 
5-2 所属する研究代表者及び研究分担者の補

助事業について、研究活動における特定不
正行為が明らかになった場合（特定不正行
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
を実施し、その調査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。 

 
【研究活動の不正行為に係る補助事業の執行停
止】 
5-3 所属する研究代表者及び研究分担者につ

いて、研究活動における特定不正行為が明
らかになった場合（特定不正行為が行われ
た疑いのある場合を含む。）には、その調
査結果を配分機関等に報告するまで、必要
に応じて、関係する研究代表者及び研究分
担者の補助事業の執行に係る諸手続を停止
すること。 

 
【不正行為に伴う助成金の返還等】 
5-4 助成金による研究活動における特定不

正行為があった場合には、当該特定不正行

為に係る助成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、特定不正行為の再発を

防止するための措置を適切に講じること。 
 
 
  （略） 
 
 
【研究倫理教育の受講確認】 
5-7 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について、研究代表者

が改めて徴した様式Ｆ－１１「研究分担者

承諾書（他機関用）」又は様式Ｆ－１２「研

究分担者承諾書（同一機関用）」により速や

かに確認すること。 
 
 

６ 人権保護及び法令生命倫理・安全対策等の

遵守に係る事務 
 

研究代表者又は研究分担者が、社会的コン
センサスが必要とされている研究、個人情報
の取扱いに配慮する必要がある研究及び生命
倫理・安全対策に対する取組が必要とされて
いる研究等を実施する場合に行うこととされ
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いる研究等を実施する場合に行うこととされ

ている、関連する法令等に基づく文部科学省

への届出等に関する事務を行うこと。 
 

 

７ 関係書類の整理・保管 

 
 
  （略） 

 

 

                                            

ている、関連する法令等に基づく文部科学省
等関係府省庁等への届出等に関する事務を行
うこと。 

 

 

７ 関係書類の整理・保管 

 
 
  （略） 

 

 

 


