
科学研究費助成事業
実務担当者初任者研修会

平成２８年度
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本説明会の趣旨・内容

≪趣旨≫
○ 初めて科学研究費助成事業（科研費）の実務を担当される方々に

基本的な仕組みや現状を理解していただくこと

○ 実務担当者の方々に、科研費についてより深く理解していただき
円滑に業務を行っていただくこと

≪内容≫

１．科研費制度の概要

２．科研費への応募・審査

３．科研費の管理と適正な執行

４．研究費の不正使用、研究活動における不正行為の防止

５．研究成果の公開、普及・啓発

６．科研費改革の方向性
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政府主導の国家プロジェクトの実施

政策課題対応型研究開発
【mission-oriented research】

研究者の自由な発想に基づく研究（学術研究）
【curiosity-driven research】

府省がそれぞれ定める

目的のための公募型研究の実施

運
営
費
交
付
金
等

大学・大学共同利用機関等

における研究の推進
研究開発法人等における

戦略的な研究開発の推進

競
争
的
資
金
等

（公
募
・
審
査
に
よ
る
課
題
選
定
）

研究の性格研究の性格

資金の性格資金の性格

我が国の科学技術・学術振興方策における「科研費」の位置づけ

※科研費は、研究者からの研究計画の申請に基づき、厳正な審査を経た上で採否が決定されます。このような研究費制度は
「競争的資金」と呼ばれています。
科研費は、政府全体の競争的資金の約５割以上を占める我が国 大規模の研究助成制度です。（平成２８年度予算額２,２７３億円）

科研費による

研究の推進
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昭和４０年～

科
学
研
究
費
補
助
金
に
一
本
化

平成２３年～

科
学
研
究
費
助
成
事
業

（
科
学
研
究
費
補
助
金
・
学
術
研
究
助
成
基
金
助
成
金
）

昭和２５年～
研究成果刊行費補助金

昭和２１年～
科学試験研究費補助金

昭和３１年～

科学研究費交付金
（昭和14年創設)

科研費制度沿革

・大正7年～
科学奨励金

・昭和２１年～
科学研究助成補助金

・昭和２１年～
人文科学助成金

平成１１年～

日
本
学
術
振
興
会
に
業
務
移
管
開
始
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○ 基礎から応用までのあらゆる独創的・先駆的な「学術研究」（研究
者の自由な発想に基づく研究）を支援

○ 人文学、社会科学から自然科学までのすべての研究分野が対象

○ ピアレビュー（専門分野の近い研究者による審査）による公正で透
明性の高い審査・評価システムを構築

○ 研究計画遂行上必要な場合、可能な限り研究費の使途を制限しな
い柔軟性を確保

○ 研究費は研究機関において管理する「機関管理」により、適正な執
行を確保

○ 不正使用・不正行為に対しては、研究費の返還、一定期間の応募
資格停止など厳格に対応

科研費の特徴
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研
究
費
の
規
模
／
研
究
の
発
展

基盤研究（Ｓ）

原則５年 5,000万～２億円程度

独創的・先駆的研究の格段の発展

基盤研究

３～５年 （Ａ） 2,000～5,000万円

（Ｂ） 500～2,000万円

（Ｃ） ～500万円

研究者個人の独創的・先駆的研究

研究者の自由な発想に基づく研究の多様性の確保

若手研究者の自立支援

若手研究 39歳以下

２～４年 （Ａ） 500～3,000万円

（Ｂ） ～500万円

研究活動スタート支援

２年以内 年間150万円以内

特別研究員奨励費

３年以内 年間150万円以内

特別推進研究

３～５年 制限なし （5億円程度）

国際的に高い評価を得ている研究

新領域の形成、挑戦的研究

新学術領域研究

〔研究領域提案型〕 ５年

年間1,000万～3億円程度

異分野連携等による新領域の形成
共同研究等による新領域形成や領
域の格段の進展

国際的に評価の高い研究の推進

挑戦的萌芽研究

１～３年 ～500万円

挑戦的で高い目標設定を掲げた芽
生え期の研究

平成２３年度

基盤研究（Ｃ）、挑戦的萌芽研究、
若手研究（Ｂ）の３種目を基金化

国
際
共
同

研
究
強
化

半年~1年程度

海外派遣

1200万円以下

国
際
活
動

支
援
班

単年度
1500万円以下

特
設
分
野

研
究

研究種目の構成



研究種目一覧
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平成２８年４月現在

研 究 種 目 等 研 究 種 目 の 目 的 ・ 内 容 担 当

科学研究費

学 振特別推進研究 国際的に高い評価を得ている研究であって、格段に優れた研究成果が期待される１人又は比較的少人数の研究者で行う研究
（期間３～５年、１課題５億円程度を応募総額の上限の目安とするが、上限、下限とも制限は設けない）

新学術領域研究 （研究領域提案型） 多様な研究者グループにより提案された、我が国の学術水準の向上・強化につながる新たな研究領域に 文科省(審査)
ついて、共同研究や研究人材の育成、設備の共用化等の取組を通じて発展させる

学 振(交付)（期間５年、単年度当たりの目安１領域 1,000万円～３億円程度）

基盤研究 （Ｓ） １人又は比較的少人数の研究者が行う独創的・先駆的な研究 （期間 原則５年、１課題5,000万円以上２億円程度まで）
学 振（Ａ）（Ｂ）（Ｃ） １人又は複数の研究者が共同して行う独創的・先駆的な研究 （期間３～５年）

（応募総額によりＡ・Ｂ・Ｃに区分） (A) 2,000万円以上5,000万円以下 (B) 500万円以上2,000万円以下 (C) 500万円以下

学 振挑戦的萌芽研究 １人又は複数の研究者で組織する研究計画であって、独創的な発想に基づく、挑戦的で高い目標設定を掲げた芽生え期の研究
（期間１～３年、１課題 500万円以下）

学 振若手研究 （Ａ）（Ｂ） ３９歳以下の研究者が１人で行う研究
（期間２～４年、応募総額によりＡ・Ｂに区分） (A) 500万円以上3,000万円以下 (B) 500万円以下

学 振研究活動スタート支援 研究機関に採用されたばかりの研究者や育児休業等から復帰する研究者等が１人で行う研究
（期間２年以内、単年度当たり150万円以下）

学 振奨励研究 教育・研究機関の職員、企業の職員又はこれら以外の者で科学研究を行っている者が１人で行う研究
（期間１年、１課題 100万円以下）

特別研究促進費 緊急かつ重要な研究課題の助成 文科省(審査)
学 振(交付)

研究成果公開促進費

学 振研究成果公開発表 学会等による学術的価値が高い研究成果の社会への公開や国際発信の助成

学 振国際情報発信強化 学協会等の学術団体等が学術の国際交流に資するため、更なる国際情報発信の強化を行う取組への助成

学 振学術図書 個人又は研究者グループ等が、学術研究の成果を公開するために刊行する学術図書の助成

学 振データベース 個人又は研究者グループ等が作成するデータベースで、公開利用を目的とするものの助成

学 振特別研究員奨励費 日本学術振興会特別研究員（外国人特別研究員を含む）が行う研究の助成 （期間３年以内）

国際共同研究加速基金

学 振国際共同研究強化 科研費に採択された若手研究者が一定期間海外の大学や研究機関で国際研究や海外ネットワークを形成することを促進

国際活動支援班 新学術領域研究に「国際活動支援班」を創設し、我が国が強い研究領域をベースとした国際共同研究の推進や海外ネットワークの形成 文科省(審査)
学 振(交付)

学 振帰国発展研究 海外の優秀な日本人研究者の「呼び戻し」

※ 「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については、「学術研究助成基金助成金」により実施しています。
※ 「基盤研究（Ｂ）」、「若手研究（Ａ）」のうち、平成２４年度から平成２６年度に採択された研究課題については、一部を「学術研究助成基金助成金」により実施しています。
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年度

第１期

（＋４９５億円）

第２期

（＋４６１億円）

第３期

（＋１２０億円）

※ 予算額は、当初予算額を計上

※ 平成23年度から一部種目について基金化を導入したことにより、予算額には、翌年度以降に使用する研究費が含まれることとなったため、

予算額が当該年度の助成額を表さなくなりました。そのため、当該年度に助成する金額を｢助成額｣として、予算額とは別に表記しています。

第４期

予算額
2,566億円

基金の後年度分
４２９億円

科研費の予算額の推移

34億円

予算額
2,633億円

間接経費の導入
（平成１３年度～）

予算額
2,381億円

予算額
2,276億円
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（＋２７３億円）

予算額
2,273億円

第５期

予算額
2,273億円

＜科学技術基本計画＞



大学の財政的支援の経年変化

国立大学運営費交付金及び私立大学経常費助成が減少傾向にある中、科研費の存在感が高まっている。

12,415 12,317 12,214 12,043 11,813 11,695 11,585 11,528 11,366 10,792 11,123 10,945 

3,263  3,293  3,313  3,281  3,249  3,218  3,222  3,209  3,188 
3,175  3,184  3,153 

1,830  1,880 1,895  1,913 1,932  1,970 2,000  2,204 
2,307  2,318 2,305  2,318 
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8,000
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14,000

16,000

18,000

H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

国立大学法人運営費交付金等 私立大学等経常費助成 科研費予算（億円）

出典：文部科学省作成資料
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「科学研究費」の応募件数、採択件数、採択率の推移
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平成２７年度の配分状況（研究種目別）（新規）
平成27年9月現在

件 件 ％ 千円
〔 100,462 〕 〔 26,714 〕 〔 26.6 〕 〔 62,906,138 〕

103,434         27,091           26 .2 63,929,159              

　　特別推進研究 〔 111 〕 〔 14 〕 〔 12.6 〕 〔 1,331,500 〕
106 14 13.2 1,435,200                

　　新学術領域研究　　 〔 6,475 〕 〔 1,035 〕 〔 16.0 〕 〔 6,883,631 〕
　　　（研究領域提案型） 6,342            1 ,016            16 .0 6 ,793,500                

　　基盤研究（Ｓ） 〔 658 〕 〔 87 〕 〔 13.2 〕 〔 3,207,000 〕
661 87 13.2 3,296,100

　　基盤研究（Ａ） 〔 2,544 〕 〔 583 〕 〔 22.9 〕 〔 6,656,300 〕
2,585 597 23.1 6,870,900

　　基盤研究（Ｂ） 〔 10,863 〕 〔 2,580 〕 〔 23.8 〕 〔 12,446,700 〕
11,396 2,638 23.1 13,078,800

　　基盤研究（Ｃ）　＊１ 〔 35,329 〕 〔 10,549 〕 〔 29.9 〕 〔 14,905,500 〕
36,843           10 ,975 29.8 15,003,800

　　挑戦的萌芽研究　＊１ 〔 15,366 〕 〔 3,950 〕 〔 25.7 〕 〔 5,762,100 〕
16,757 3,952 23.6 5,628,100

　　若手研究（Ａ） 〔 1,810 〕 〔 409 〕 〔 22.6 〕 〔 2,917,200 〕
1,736 389 22.4 2,839,800

　　若手研究（Ｂ）　＊１ 〔 19,683 〕 〔 5,876 〕 〔 29.9 〕 〔 7,505,400 〕
19,272 5,771 29.9 7,620,100

　　研究活動スタート支援 〔 3,689 〕 〔 920 〕 〔 24.9 〕 〔 940,900 〕
3,777 943 25.0 1,012,900

　　奨励研究 〔 3,934 〕 〔 711 〕 〔 18.1 〕 〔 349,907 〕
3,959 709 17.9 349,959

〔 1,014 〕 〔 439 〕 〔 43.3 〕 〔 955,200 〕
949 403 42.5 914,100

〔 2,617 〕 〔 2,617 〕 〔 － 〕 〔 2,914,470 〕
2,495 2,495 － 2,503,600

〔 104,093 〕 〔 29,770 〕 〔 28.6 〕 〔 66,775,808 〕
106,878 29,989 28.1 67,346,859

（注１）　〔　　〕内は、前年度を示す。

（注２）　＊１は、基金化研究種目であるため、「配分額」欄及び「1課題あたりの配分額」欄には平成２７年度の当初計画に対する配分額を計上。

（注３）　「新学術領域研究（研究領域提案型）『生命科学系３分野支援活動』」、「特設分野研究」、「特別研究促進費」及び「特定奨励費」は除く。
（注４）　奨励研究を除く「科学研究費」でみると、応募99,475件、採択26,382件、採択率26.5%、配分額（直接経費）63,579,200千円となる。

 研究成果公開促進費

合　　　　　計

研　究　種　目
研究課題数

配分額
応　　募 採　　択 採択率

 科学研究費

 特別研究員奨励費
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平成２７年度の配分状況（研究機関種別）（新規）

（注）上記円グラフは、奨励研究を除く「科学研究費」により集計している。



国立大学 公立大学 私立大学 その他

文科省ホームページ「科学研究費補助金 配分結果」より

○ 応募件数（新規＋継続）

○ 採択件数（新規＋継続）

○ 応募額（直接経費）（新規＋継続）

○ 配分額（直接経費）（新規＋継続）

科研費の配分状況（研究機関種別）

62.0  61.3  60.2  58.9  58.7  57.8 57.5  56.9  56.1  55.4  54.7 

6.7  6.7  6.9  7.0  7.0  7.2  7.2  7.4  7.4  7.4  7.4 

21.1  21.3  22.0  22.8  23.2  24.0 24.5  25.0  25.7  26.1  26.7 

10.2  10.7  11.0  11.2  11.1  11.0 10.8  10.7  10.8  11.1  11.8 
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57.8  56.2  55.6  54.9  53.8  53.0 52.9  52.2  51.9  51.7  51.2 

6.6  7.0  7.1  7.2  7.2  7.6  7.5  7.6  7.6  7.6  7.5 

24.9  25.4  25.9  26.2  27.5  27.9 28.1  28.7  28.9  29.1  29.4 

10.7  11.3  11.4  11.6  11.5  11.5 11.5  11.5  11.6  11.7  11.8 
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70.2  69.7  68.9  68.5 68.3  67.5  66.5  65.7  65.2  64.7 64.4 

4.8  4.6  4.6  4.6  4.8  4.9  5.0  5.3  5.2  5.3  5.3 

13.5  14.1  14.2  14.4 14.4  15.3  16.3  17.0  17.5  17.8 17.9 

11.5  11.6  12.3  12.5 12.5  12.4  12.2  12.0  12.1  12.2 12.3 
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5.2  5.4  5.4  5.5  5.3  5.6  5.6  5.6  5.7  5.5  5.5 

18.2  18.7  18.9  18.5 19.6  19.7  19.9  20.6  20.2  20.2 20.1 
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平成２７年度の配分状況（研究分野別）（新規）

（注） 上記円グラフは、奨励研究を除く「科学研究費」により集計している。
なお、若手研究（B)の採択課題で審査希望分野として二つの細目を選択したものについては、
件数、配分額は按分して集計している。
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◎「基金化」の導入（平成23年度）
・基盤研究(C)、挑戦的萌芽研究、若手研究(B)

◎補助金に「調整金」枠を設定（平成25年度）
・前倒し使用
・ 一定要件を満たす場合の次年度使用

◎複数の科研費による共用設備の購入が可能に
（平成24年度）

近年の科研費の制度改善について

16



科研費への「基金化」導入について

17

○複数年間の研究期間全体を通じた研究費が確保されているため、研究費の柔軟な執行が可能

◆研究の進展に合わせた研究費の前倒し使用が可能

◆事前の繰越手続きなく、次年度における研究費の使用が可能

◆年度末の会計処理を意識することなく、研究を進めることが可能
会計年度による制約がなくなるため、前年度に発注した物品が翌年度に納品されることが可能

研究期間
の１年延長
も可能



前倒し使用 当該年度の研究が加速し、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ることが可能。

次年度使用 研究費を次年度に持ち越して使用する場合、まずは繰越制度によって対応することが基本。ただし、繰越制度の要件
に合致しない場合や繰越申請期限以降に繰越事由が発生した場合、これを一旦不用として国庫に返納した上で、

次年度の調整金から原則として未使用額全額を上限として配分を受け、使用することが可能。

※詳細は文科省HP（http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1330870.htm）を参照

○ 平成２５年度予算において、基金化されていない科学研究費補助金部分の使い勝手を向上させるため設定。

○ これにより、研究費の「前倒し使用」、一定要件を満たす場合の「次年度使用」が可能。

※ 研究費を次年度に持ち越して使用する場合は、まずは繰越しによって対応することが基本。

「調整金」の特徴

18

「調整金」枠の導入について



○ 平成２４年度から、複数の科研費やその他の経費を合算して共用設備を共同で購入できる
ようにした。

○ 研究費使用の効率化や、これまで単独では購入が難しかった高額の機器を共用設備として
購入することが可能になるなどの研究費使用の自由度の向上により、より一層の研究の進
展が期待。

複数の科研費の合算による共用設備購入について

19



○ 繰越制度の導入（平成１５年度）

→ 申請書類、手続きを簡素化（平成２１年度）

→ 電子申請システム対応（平成２５年度）

○ 実績報告書の提出期限の延長（平成１８年度）

→ 実質的に年度末までの使用が可能となるよう実績報告書の提出期限を４月末
から５月末まで延伸

○ 費目間流用の制限緩和（平成２０年度）

→ 変更できる割合を直接経費の総額の３０％から５０％に引き上げ

○ 合算使用の制限緩和（平成２０年度）

→  科研費と使途の制限のない他の経費との合算使用を可能に

研究者、研究機関等の要望を踏まえた科研費の柔軟な使用に向けた改善例

(※)平成22年度は東日本大震災の発生に伴う追加受付分を含む。

その他の主な制度改善例
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科研費制度に対する評価①

出典：「科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP定点調査2015）報告書 」（ http://www.nistep.go.jp/archives/26419 ）

科研費制度は、科学技術・学術政策研究所が実施している「科学技術の状況に係る総合的意識調査

（NISTEP定点調査2015）」において、研究者・有識者から高い評価を得ています。

（Q1-19,科研費の使いやすさ）
 充分度を上げた理由としては、 「年度間繰り越しが円滑に行われるようになった」、「基金化により使い勝手が改善」、「研究に

集中できるように負担を減らす工夫が進んでいると感じる」、「研究費の年度間繰越は、無駄の無い研究を進める上で、とても
役立っている」が挙げられる。

 科研費の使いやすさについての質問では、NISTEP定点調査2011時点と比べて指数(充分度を1～10 に指数化した値)が大きく
上昇し、NISTEP 定点調査2015 時点では、使いやすさにほぼ問題は無いとの認識が示されている。

21



科研費制度に対する評価②

22

科研費制度は、科学技術・学術政策研究所が実施している「科学技術の状況に係る総合的意識調査

（NISTEP定点調査2015）」において、研究者・有識者から高い評価を得ています。

出典：「科学技術の状況に係る総合的意識調査（NISTEP定点調査2015）報告書 」（ http://www.nistep.go.jp/archives/26419 ）

（Q1-20,研究費の基金化）
 充分度を上げた理由としては、「自由度が増し、不測の事態に対応できる」、「過去3年の経験から、基金化による年度末の無

駄な出費・労力を軽減できることを経験」「年度ごとの予算の使い切りを気にしなくてよいため、研究期間内でフレキシブルな運
用ができる」が挙げられる。

 指数値は大学で7.4ポイント、公的研究機関で6.8ポイントであり、NISTEP定点調査2011から引き続いてNISTEP定点調査の質
問の中で一番高い値となっている。



◆科研費には、次の３つのルールがあります。

科研費に関するルール

区 分 規程等 内 容 関係法令等

応募ルール 日本学術振興会公
募要領

応募・申請に関する
取扱を定めたもの

独立行政法人日本学術振興会が
行う科学研究費助成事業の交付
等の手続きに関する業務につい
て（文科省通知）

評価ルール
（審査ルール）

科学研究費助成事
業における審査及
び評価に関する規
程

事前評価（審査）・
研究進捗評価等の
評価体制や評価方
法・基準等を定めた
もの

「独立行政法人日本学術振興会
が行う科学研究費助成事業の審
査の基本的考え方」について（文
科省通知）

使用ルール 【研究者向け】
補助条件（交付条件）

【研究機関向け】

科学研究費助成事業－科
研費－（科学研究費補助
金・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

交付された科研費
の使用に関する取
扱を定めたもの

・補助金等に係る予算の執行の適正化
に関する法律・法律施行令

・独立行政法人日本学術振興会法
・科学研究費補助金取扱規程
・競争的資金の間接経費の執行に係る

共通指針
・科学研究費助成事業（科学研究費補

助金・学術研究助成基金助成金）取扱
要領

・科学研究費補助金（基盤研究等）交付
要綱

・学術研究助成基金補助金交付要綱
・学術研究助成基金の運用基本方針

（日本学術振興会）
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文部科学省
日本学術振興会

研究機関
（事務担当者）

研究者

・研究機関使用ルールの
提示・確認

・公募要領等説明会の実施
・科研費制度への要望

・研究者使用ルールの
提示・確認

・審査・評価への参画
・科研費説明会の実施
・科研費制度への要望

・応募資格の確認
・科研費の経理・管理
・研究者からの要望への対応

・制度設計
・審査業務の実施
・科研費の交付

・科研費の管理
・応募等の支援

・研究の実施
・ピアレビューの実施
・研究成果の発信

科研費は３者がそれぞれ
の立場で努力するとともに、
それらがうまくかみ合うことに
よって支えられている制度。
従って、どこか一部分がうまく

いかないと機能不全に
陥ってしまう。

「科研費」における三者の関係と役割

研究者

研究
機関

配分
機関

24
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第２段審査
（合議審査）

科学研究費委員会における

ピアレビュー ※１

第１段審査
（書面審査）

審査方針等
の決定

（科学研究費委員会） 交付内定、決定

※１ ピアレビュー ： 専門分野の近い複数の研究者による審査

－公平・公正で透明な審査手続－

多くの審査委員が関与 情報の開示・公開

審査委員の選考
（学術システム
研究センター）

【一般的な研究種目（基盤研究等）の場合】

【大型の研究種目の場合】

第２段審査
（合議審査）

ﾋｱﾘﾝｸﾞ審査
（合議審査）

審査方針等の決定

公正な審査委員の選考

約６，０００人に及ぶ
審査委員をバランスを
考えながら慎重に選考

審査ルールは全て公開

利害関係者排除を徹底

任期終了後には、審査委

員の名簿をホームページ

等で公開

研究者の希望に応じ不採

択になった研究課題の審

査結果を開示

〔12月～1月〕 〔2月～3月〕 〔4～5月〕

科研費の審査方法

26



〈審査・交付に関する平成１１年度新規採択分と平成２８年度新規採択分の比較〉
○ 平成１１年度より日本学術振興会への移管が始まりましたが、資金配分機関としての機能の強化を図ることにより、

審査体制の充実、交付内定の早期化など、大きな改善がありました。

平成１１年度

審
査

平成２８年度

審査の充実

交
付

交付内定日
４月２６日

交付内定日
４月１日

交付内定の早期化

電
子
化

・平成16年度に応募受付の電子化を開始し、平成20年度に完全電子化
・第１段審査（書面審査）の電子化により、審査を効率化・迅速化
・平成22年度には第１段審査結果の通知の開示を電子化
・平成24年度には交付申請手続きを電子化（補助金及び基金分の研究種目）
・平成25年度には実績報告手続きを電子化（補助金及び基金分の研究種目）
・平成26年度には一部基金の研究種目の交付申請と実績報告の手続きを電子化

※ 平成２８年度日本学術振興会審査種目のうち、「基盤研究（A・B・C）（一般）」、「若手研究（A・B）」、「挑戦的萌芽研究」について記載。

○ 第１段審査
・審査委員数 ５，７００名

・審査期間 ４０日間

・１人当審査件数 平均約７０件
（ 高１４８件）

○ 第２段審査
・審査委員数 ６０６名

・審査会数 ４３委員会

○ 第１段審査
・審査委員数 １，１５２名

・審査期間 ３１日間

・１人当審査件数 平均１８３件
（ 高５０９件）

○ 第２段審査
・審査委員数 １２３名

・審査会数 １５委員会

日本学術振興会への審査・交付業務の移管
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各研究機関に内定通知を送付

平成２８年４月１日

審査結果集計・内定準備

３月中旬～下旬

１月中旬～２月中旬

第１段審査結果集計

【第２段審査】
第１段審査の結果をもとに、
分野別小委員会毎に合議
審査 （約 ６００人）

２月中旬～３月上旬

【第１段審査】
審査分野（分科細目）毎に
専門的見地から個別に
書面審査（約 ５,７００人）

１２月上旬～１月中旬

仕分け作業

１１月中旬～１２月上旬

各研究機関に公募要領
を送付

（約 １,８００機関）

平成２７年９月上旬

科学研究費委員会で審査・評価
規程の決定（１０月上旬）

研究計画調書の受付

（新規分 約 ８７,０００件）

１１月９日提出期限

公募要領等説明会
（全国８地区、９月上旬）

※「基盤研究等」・・・・・・「基盤研究（Ａ・Ｂ・Ｃ）（一般）」、「挑戦的萌芽研究」、「若手研究（Ａ・Ｂ）」

基盤研究等の公募から内定までの流れ（平成２８年度分）
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○ 第１段審査（書面審査）
４名又は６名の審査委員が専門的見地から個別に審査を実施
・基盤研究（Ａ・Ｂ） 、若手研究（Ａ）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６名
・基盤研究（Ｃ）、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ｂ）・ ・・・・・４名

○ 第２段審査（合議審査）
第一段審査結果を基にして、幅広い立場から総合的に必要な調整を
行うことを主眼として、小委員会において合議により審査を実施

・専門分野毎の小委員会は、９名～３３名程度で構成
・小委員会には、分科（人文社会系は細目単位）で

複数 （３～９名）の審査委員を配置

※その他の審査方法
①ヒアリングを実施・・・・・特別推進研究、新学術領域研究（研究領域提案型）、基盤研究（Ｓ）
②同一審査委員が個別審査、合議審査を実施

・・・・・・特別推進研究、新学術領域研究（研究領域提案型）、基盤研究（Ａ・Ｂ）（海外学術調査）、
基盤研究（Ｂ・ Ｃ） （特設分野研究）、研究活動スタート支援、奨励研究

★「総合評点（＆Ｔスコア）」集計結果のイメージ
（※基盤研究（Ａ）、（Ｂ）の場合）

応募者Ａ ５ ５ ４ ５ ４ ３ ４．３
4.07   3.98   3.42   3.88   3.55   3.11     3.67

応募者Ｂ ３ ３ ２ ２ ４ ３ ２．８
3.14   3.02   2.68   2.64   3.55   3.11     3.02

６人分又は４人分の第一段審査結果を集計
→ 第２段審査の資料を作成

・評定要素（５種類／４段階）ごとの評点 → 集計
・総合評点（５段階） → 集計、Ｔスコア化
・その他の評価項目、審査意見 → 集計

基盤研究等の二段審査制
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科学研究費委員会組織図①
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科学研究費委員会組織図②
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第１段審査（書面審査）結果の開示内容の充実

不採択者に対する
審査結果の開示を開始

開示内容を充実 開示内容を充実 開示内容を充実

◎ 応募研究課題の適切性及び研究経費の妥当
性の評価結果を分かりやすく詳しく表示

◎ 科研費制度全般に関する問合せ先を明記

開示内容を充実
電子システムによる開示

◎ 第１段審査結果の評定要素
（２項目）の平均点を開示

例：研究内容 ３．５
研究計画 ３．８

◎ 「研究種目及び審査区分と
しての適切性」 、「応募研究
経費の妥当性」の評定結果
を開示

◎ 第１段審査結果のおよその順
位の説明を数値で表示

Ａ・・・（上位２０％）
Ｂ・・・（上位２０％～５０％）
Ｃ・・・（５０％以下）

◎ 応募・採択件数の開示を分野
単位から細目単位に細分化
例：基盤研究（Ｃ）

機能物質化学22件／111件

◎ 第１段審査の評定要素を細分化
（２項目 → ５項目）

◎ 応募研究課題の適切性の評価
結果を充実（人権保護及び法令
等の遵守、分担金配分）

◎ 第１段審査結果の総合評
点に基づくおよその順位を
開示
Ａ（採択課題に準ずる程度）
Ｂ（中位程度以内の課題）
Ｃ（中位程度未満の課題）

◎ 種目／部単位での応募・
採択件数を開示
例：基盤研究（Ｃ）

理学 670件／2,979件

◎本人宛のハガキによる通知

◎ 第１段審査の４段階の評定要素で、「２やや不
十分」、 「１不十分」と評価された場合、不十
分と評価された項目を表示（定型所見の開示）

【項目例】
・学術的に見て推進すべき研究課題であるか
・研究目的を達成するため、研究計画は十分

練られたものになっているか

◎ 応募した細目で採択された研究課題の評定要
素毎の平均点を表示

◎ 応募した研究種目・分科・細目の応募件数・採
択件数・採択率を表示
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～審査結果の開示のイメージ～
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文部科学省

○毎年度、以下の項目等について
「審査の基本的な考え方」を決定

・２段審査制の実施
・研究進捗評価の実施
・不合理な重複・過度の集中の確認

など

○日本学術振興会において実施された
審査・評価の状況等を評価

日本学術振興会

「基本的考え方」
の提示 「審査の基本的考え方」を

踏まえ、

○ 審査・評価の実施

○ 審査・評価規程の策定
・審査方針、審査の進め方
・第１段審査の評定基準
・研究進捗評価の方法 など

改善要望など
を報告

科学技術・学術審議会

連携

・審査委員候補者の選考
・審査の検証
・審査の仕組み・運営、評価方法等について、
ＰＯ（研究者）の立場から見直し・改善を検討

科研費制度を所管 審査・評価の実施を担当

・・・

組織のイメージ

審査・評価第一部会
（特別推進研究）

人文・社会系小委員会

理工系小委員会

科研費審査・評価の改善の仕組み

科学研究費委員会

学術システム研究センター

評価結果は、翌年度の
「審査の基本的考え方」
の決定に活用

・審査会の運営
・評定基準
に関わる改善など
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９月
11月

１２月～１月

２月～３月
４月

公募要領発送
研究計画調書受付

審査委員委嘱

第１段審査

第２段審査
交付内定

審査委員配置、審査基
準、公募要領の見直し
等を検討

［４月～７月］

「審査委員候補者データベース」を
もとに第１段・第２段審査委員候補
者案を作成・選考（約6,000名）

［７月～８月］

審査会の進行、資料説明等
（第２段審査の運営に関与）

第１段・第２段審査委員の審査結果を検証
・不適切と思われる審査を行った審査委員には
翌年度の審査を依頼しない

・有意義な審査意見を付した審査委員を選考・
表彰（平成26年度：１７０名）

［４月～６月］

センター研究員は
審査・採択そのもの

には関わらない

『科研費ＮＥＷS』の「 近の研究成果
トピックス」の執筆候補者の選考（通年）
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学術システム研究センターの科研費に関する主な役割



18,956 
31,088 

41,409 
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11,590 
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0
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50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

登録者総数

年度毎の新規登録者数

4614
34%

1313
10%

5238
38%

2483
18%

37733
44%

5667
6%

24202
28%

18698
22%

国立大学

公立大学

私立大学

その他

審査委員の選考について

○「審査委員候補者データベース」の概要
・平成１６年度から整備・・・・・科研費の研究代表者等を毎年登録

・科研費の研究代表者・・・・・大型の研究種目の研究代表者から順次登録。 平成１９年度には、平成１５年度以前の研究代表者も登録

・データベースに登録している研究者の方・・・・・年一回、ご本人によるデータの確認・更新を依頼

※ データの確認・更新は、より適切な審査委員を選考するため大変重要（通年で更新が可能）

２. 機関別の登録者数1. 登録者数の推移

計 86,300名

うち女性 13,648名

(15.8%)
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うち女性

○審査委員の選考方法
「審査委員候補者データベース」により、学術システム研究センター研究員が候補者案を

作成し、「科学研究費助成事業審査委員選考会」で選考する。



応募から審査までに実務担当者にご協力頂いている手続

（応募関係）
・公募要領の内容の周知（機関内での説明会等の実施）
・応募資格・応募書類の確認
・ 「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

基づく「体制整備等の自己評価チェックリスト」の提出
・応募書類（研究計画調書）の提出（電子申請）

（審査関係）
・審査委員の委嘱手続
・第１段審査資料の配付（審査委員宛）
・第１段審査状況の確認
・第２段審査会開催通知の配付（審査委員宛）

（その他）
・審査委員候補者データベース更新依頼文の配付（登録者宛）
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・ 審査委員、審査・評価規程等の公開

JSPS科研費HPの「審査・評価について」に審査委員名簿、審査・評価

規程、審査の手引き等を掲載

http://www.jsps.go.jp/j‐grantsinaid/01_seido/03_shinsa/index.html

・ 学術システム研究センター研究員の公開

JSPS学術システム研究センターHPに掲載

http://www.jsps.go.jp/j‐center/index.html

・ 応募採択状況等の公開

JSPS科研費HPの「科研費データ」に応募・採択の状況等を掲載

http://www.jsps.go.jp/j‐grantsinaid/27_kdata/index.html

・ 採択課題等の公開

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）で、

採択課題、研究実績報告、研究成果報告を公開

https://kaken.nii.ac.jp/ 

各種情報の公開

38



39



研究機関による「科研費」の管理～機関管理～

○ 研究者使用ルール（補助条件（交付条件））

• 研究機関に各研究機関が行うべき事務等に従って補助金（助成金）

の管理を行わせる

○ 機関使用ルール（各研究機関が行うべき事務等）

• 研究者に代わり、補助金（助成金）（直接経費）を管理する。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」等を踏まえ、各機関が定める規程等に従って

適切に行う

現在、研究機関が自ら定める科研費に関するルールが、直接経費の
使い勝手に大きく影響している。

研究費は採択された研究課題の研究代表者に対して交付されますが、研究

の実施に専念してもらうため、研究機関が責任をもって管理することとしていま
す。
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使用ルールの階層構造

【研究機関が定めるルール】

・○○大学研究費取扱規程
等

【制度のルール①】

・研究機関使用ルール

・徴収すべき証拠書類
・クレジットカードの使用方法
・「科研費」受領前の立て替え払いの方法
・レンタカー使用の条件
・外国での助成金使用の注意事項 等

・申請資格の確認
・直接経費の管理・執行、適正な使用の確保
・間接経費の管理・執行、適正な使用の確保
・関係書類の整理・保管
・研究者からの補助事業変更等手続書類を振興会へ提出
・実績報告書、研究成果報告書の取りまとめ及び振興会へ提出

・直接経費は研究機関のルールに従って使用
・間接経費は研究機関に譲渡
・補助事業変更等手続書類は研究機関を通じて振興会へ提出
・実績報告書は研究機関を通じて振興会へ提出
・研究成果報告書は研究機関を通じて振興会へ提出

・善良なる管理者としての注意義務、目的外使用の禁止 など
・予算単年度の原則（補助金）
・繰越明許費（補助金）

【制度のルール②】

・研究者使用ルール

【法令による規制】
・財政法
・補助金適正化法 等
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○直接経費とは
当該研究課題の遂行に直接必要な経費（研究成果の取りま
とめに必要な経費を含む）であり、「物品費」、「旅費」、「人件
費・謝金」、「その他」に分けて使用するものです。

○間接経費とは
研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費であり、
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するものです。

科研費の直接経費と間接経費について
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直接経費とは①

直接経費の各費目の対象となる経費（例示）

研究者にとって直接経費の対象となる経費は幅広い 研究機関は、対象の幅広い直接経費を、
４つの費目毎に適切に管理する

・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、連携研究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（Ｒ
Ａ）・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）、リース・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、ホームページ作成費用、研究成果広報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）
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直接経費とは②

44

• 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

直接経費と使用目的（使途）が定められている「他の経費」を混同して合算使用し、科研費の補
助事業に使用することは他の経費の制限があるため認められませんが、ひとつの契約であって
も使用区分を明確にして、それぞれの目的に応じて経費を充当する以下のようなケースは例外
として容認されます。

≪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、他の科研費又は複数の事業において共同して利用する設備（共用設備）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



科研費は、○○大学といった“研究機関”を補助するものではなく、研究者
や研究者グループの自由な発想に基づく学術研究を補助するものである。

・ 従って、
①科研費の交付を受けた研究者（研究者グループ）が、
②“補助事業”として実施しようとする研究活動のために、
③使いたい（○○を買う必要がある、△△に出張する必要がある、

□□に関する研究協力者を雇用する必要がある等）
という要請に応じて、執行されるべきものである。

・ 科研費の場合、交付の対象となった補助事業（研究課題）の研究のために
必要な経費であれば、一定のルールのもとに研究費の交付を受けた研究
者（研究者グループ）の判断で執行できる経費である。

・ 一方、研究機関（事務担当者）にあっては、「研究費を受けた研究者に代わ
り研究費を管理すること」が求められており、「研究者使用ルール」や研究
機関で独自に定めているルールに照らして経費の執行等を行っていただく
必要がある。

研究機関における直接経費の執行管理①
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研究機関における直接経費の執行管理②
～研究者から聞こえてくること～

直接経費の管理が無責任で良いわけではありませんが、補助事業（研究課題）の遂行のため

に必要な経費であるにもかかわらず、本来使えるはずの直接経費が使えないということでは本末
転倒になってしまいます。

◆「研究者使用ルール」に特に記載がないことを事務担当者に尋ねると、前例がないので購入を止めて
くださいと言われる。 「前例がない」という回答だけでは、研究者の理解を得られないのでは？

◆ 「研究者使用ルール」に特に記載がないことを「学内ルール」として決めていて、それが大変厳しい。
学内ルールの内容に無理はないか？

◆ 「○○（品名）を買いたい」と言っても、あまり一般的なものでないせいか「何故それが必要なのか理
由書が欲しい」とまで言われる。説明しても堂々巡りで結局は購入を諦めた。

「何を買うか」ではなく「どの様な目的でどのように使うのか」ではないか？

・いずれも、背景にどのような事情があるか分からないので、文部科学省や日本学術振興会では、
各研究機関にご判断いただいています。

・一部の研究機関では、補助条件等を厳格に捉え過ぎた結果、研究者が使いにくいと感じている
例が見受けられます。

・大前提として、科研費の「補助事業（研究課題）の遂行のために必要な経費」であれば、直接経費
から支払えないものは殆どないと考えています。もちろん、研究者が「学内ルール」を無視した経費
の執行を要請する場合は論外ですが、多くの場合はそのようなことではないと思われます。
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間接経費とは

≪趣旨≫

競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費を、直接経費に対する一
定比率で手当することにより、競争的資金をより効果的・効率的に活用する。また、間接経費を、
競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用す
ることにより、研究機関間の競争を促し、研究の質を高める。

≪基本方針≫

被配分機関の長の責任の下で、使用に関する方針等を作成し、それに則り計画的かつ適正に執
行するとともに、使途の透明性を確保すること。なお、複数の競争的資金を獲得した被配分機関
においては、それらの競争的資金に伴う間接経費をまとめて効率的かつ柔軟に使用すること。

≪使用にあたって≫

 間接経費の取扱いにあたって「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」別表２を参考
に、どのように受け入れ可能かを確認する。

 各研究機関の長の責任の下で、受け入れ・使用に関する方針等を作成し、公正・適正かつ計
画的・効率的に使用する。

 使途の透明性を確保するため、間接経費の使用に関する方針や使用実績について、研究機
関内で公表するなど、研究者への周知を図る。

 研究者へ配分する場合には、直接経費で充当されるべきものに間接経費が使用されることが
ないようチェック体制を構築する。
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間接経費の使用について

間接経費の主な使途の例示

研究機関において、競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費のうち、以下のもの
を対象としています。
○管理部門に係る経費

－管理施設・設備の整備、維持及び運営経費
－管理事務の必要経費

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費 など
○研究部門に係る経費
－共通的に使用される物品等に係る経費

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費・・・・・
－当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費

研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料・・・・
－特許関連経費
－研究棟の整備、維持及び運営経費
－実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費
－研究者交流施設の整備、維持及び運営経費
－設備の整備、維持及び運営経費
－ネットワークの整備、維持及び運営経費 ・・・・ など

○その他の関連する事業部門に係る経費
－研究成果展開事業に係る経費
－広報事業に係る経費 など

※上記以外であっても、競争的資金を獲得した研究者の研究開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に
活用するために必要となる経費などで、研究機関の長が必要と判断した場合、執行することが可能です。

なお、直接経費として充当すべきものは対象外です。

＜参考＞競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針
（平成１ ３ 年４ 月２ ０ 日（平成２６年５月２９日改正） 競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）
http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin2.pdf
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直接経費と間接経費の区別

・科研費においては、直接研究遂行に必要なものであれば、「直接経費」により支出し、科研費による研究の
実施に伴う研究機関の管理等に必要なものであれば、「間接経費」により支出することになるが、以下に、具
体的な物品購入等に当たって、直接経費と間接経費の支出についての考え方の例を示します。

【事例１】 全く同じ「パソコン」であっても・・・
直接経費で支出・・・科研費の交付を受けた研究課題のデータの分析のために必要なパソコン
間接経費で支出・・・科研費の経理事務処理のために共通事務室に設置するパソコン

【事例２】 全く同じ「図書」であっても・・・
直接経費で支出・・・科研費の交付を受けた研究課題の研究に必要な図書
間接経費で支出・・・図書館に常備し多くの研究者等の閲覧に供する図書

「何を買うか」ではなく「どのような目的で使用するか」により、直接経費、
間接経費のいずれの経費での支出が妥当かを判断する必要があります。
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不正防止のための主な取組

51

○ 応募資格を一定期間停止する措置の導入（平成15年度～）
・ 不正使用等を行った者へのペナルティ（平成15年度導入、平成25年度以降厳罰化）
・ 不正行為を行った者等へのペナルティ（平成19年度導入）

○ 機関管理の義務化（平成16年度～）
・ 研究機関による科研費の管理について、雇用契約、就業規則、個別契約等で規定
・ 研究機関による研究者・事務職員を対象とした研修会、説明会の開催
・ 研究機関における交付件数に対する一定割合 （概ね10％）以上の内部監査の実施

○ 不正使用防止に向けた新たな対策を取りまとめた通知の発出（平成18年11月28日）
・ 不正行為を防止するための研究機関の自主的な経費管理・監査体制の整備を義務化
・ 科研費の経費管理責任者の登録を義務化
・ 全ての採択者に対し、「不正行為を行わない」旨の誓約を確認
・ 文部科学省及び日本学術振興会による実地調査の実施
・ 研究機関に対するペナルティ(間接経費の減額査定等）の導入 等

○ 「研究機関の公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく「体制整備等自己評価チェックリ
スト※」の提出を応募要件化（平成20年度公募分～）

※平成22年12月に現名称に変更

○ 不正使用、不正行為が認定された研究者について、氏名を含む不正の概要を原則公表
（平成26年度公募分～）

○ 「研究機関の公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」の改正に基づき、研究機関における体制
整備の不備や不正事案の調査報告の遅延による間接経費の削減を導入（平成26年度～）

○ 科研費電子申請システムによる交付申請時等に、適正な研究費の使用、研究活動の公正性の
確保等に関するチェックリストの確認を義務付け（平成26年度～）

○「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」に基づき、研究倫理教育の実施、一定期間の研究データの
保存・開示等の義務付け（平成26年8月）



平成２４年度の「競争的資金の適正な執行に関する指針」の改正において、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、応募資格を制限することとした。

なお、私的流用の場合の10年等、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
（ （継続課題も含む）で不正使用を行った場合に適用する。

※社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少額な場合は、応募資格制限をせず、厳重注意を通知する。

応募制限の対象者 不正使用の程度と応募制限期間

不正使用を行った
研究者と共謀者

私的流用の場合、10年

①、社会への影響が大きく、行為の悪質性も高い場合、5年

私的流用以外で ②、①及び③以外の場合、2～4年

③、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低い場合、1年

不正受給を行った
研究者と共謀者

5年

善管注意義務違反
を行った研究者

不正使用を行った者の応募制限期間の半分（上限2年、下限1年、端数切り捨て）

（参考）内閣府HP：http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin1.pdf

【不正事案の公表について】
平成２６年度以降の文部科学省関連の競争的資金制度において、研究費の不正使用等を行っ

た研究者や、善管注意義務に違反した研究者のうち、応募資格が制限された研究者については、
原則、研究者氏名を含む当該不正の概要を文部科学省のHPにおいて公表する。

不正使用を行った研究者に対する応募資格の制限等について
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【不正行為認定者を交付対象から除外する期間】

不正行為の関与に係る分類 学術的・社会的影響度、行為の悪質度 除外期間

不正行為に関
与した者

ア）研究当初から不正行為を行うことを意図していた場合など、特に悪質な者 １０年

イ）不正行為があった
研究に係る論文等
の著者

当該論文
等の責任を
負う著者

学術の進展への影響や社会的影響が
大きい、若しくは行為の悪質度が高いもの

５～７年

学術の進展への影響や社会的影響、若
しくは行為の悪質度が小さいもの

３～５年

上記以外
の著者

２～３年

ウ） ア）及びイ）を除く不正行為に
関与した者

２～３年

不正行為に関与していないものの、不正行為のあった
研究に係る論文等の責任を負う著者

学術の進展への影響や社会的影響が
大きい、若しくは行為の悪質度が高いもの

２～３年

学術の進展への影響や社会的影響、若
しくは行為の悪質度が小さいもの

１～２年

「競争的資金の適正な執行に関する指針」（平成17年9月9日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ、平成24年10月17日改正）

不正行為を行った研究者に対する応募資格の制限等について
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研究における不正行為・研究費の不正使用に関する
タスクフォース中間取りまとめ（概要）(平成25年9月26日)

不正を事前に防止する取組

○倫理教育の強化
☆倫理教育プログラムの開発（日本学術

会議等と連携）
☆競争的資金制度における倫理教育の

義務づけ
☆倫理教育に関する国の体制の強化

○不正事案の公開
☆不正事案の公開（一覧化して公開）
□不正行為に関する調査結果の国への

報告

○不正を抑止する環境の整備
□一定期間の研究データの保存・公開

（事後的な検証可能性の確保）
◇不正使用に関する機動的な調査の実施
◇ソフトウェア開発などの特殊な役務に

関する検収の導入
◇機関におけるリスクアプローチ監査の

導入
◇取引業者に対する誓約書提出の義務

づけ
◇取引業者が過去の不正取引を自己申

告しやすくするための環境の醸成

文部科学副大臣を座長とするタスクフォースを設置し、これまでの対応の総括を行うとともに、今後の対応策を検討

国として、研究者の所属する組織が、研究不正に関して既に規定されているガイドライン等
を遵守するよう促すことを前提とした上で、基本方針として３つの柱に整理

組織の管理責任の明確化

○組織としての責任体制の確立
☆倫理教育責任者の設置
◇研究費の管理・執行責任者の設置
☆組織における規程の整備・公表

○不正事案に関する管理責任の
追及
☆不正調査の期限設定（正当な理由

なく遅れた場合は研究費執行の一
部見合わせ等の措置）

☆組織に対する措置の発動（間接経
費の削減等）

☆：共通事項
注： □：不正行為

◇：不正使用

○研究不正は研究活動に対する信認を失墜させ、科学技術・学術の健全な発展を阻害
○研究不正には、研究における「不正行為」と研究費の「不正使用」の２つがあり、それ

ぞれへの対応を図ってきているが、不正事案は後を絶たない状況

国による監視と支援

○国の監視機能の強化と充実
☆規程・体制の整備状況の調査
□不正行為に関する調査結果の国

への報告
◇研究費の管理・監査体制に関する

モニタリング強化
☆調査等への第三者的な視点の導

入（国等の体制強化を図り、将来
的には研究不正の監視や各機関
の対応の支援等を行う公的組織
の設置も検討）

○国による組織の不正防止対策
への支援
☆倫理教育や規程整備等への支援
☆調査研究の実施
☆研究コミュニティにおける閉鎖性・

内向き指向の打破
☆組織改革への働きかけ
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科研費における研究倫理教育の受講等について

○平成28年度新規課題において、研究倫理教育の受講等を、
交付申請要件としました。

【研究代表者】

 平成28年度継続課題では、平成27年度中に研究倫理教育の受講等をすることとしているため、
改めて研究倫理教育の受講等を行う必要はない。（分担者を新たに追加する場合を除く。）

【研究分担者】

 研究代表者に、交付申請前までに研究倫理教育の受講等をする旨が明記された「研究分担
者承諾書」を提出すること

 交付申請前までに、自ら研究倫理教育教材の通読・履修、または研究機関が実施する研究
倫理教育を受講すること

 研究代表者が交付申請を行うまでに、研究倫理教育の受講等を行い、受講等をした旨を研
究代表者に報告すること

 交付申請前までに、自ら研究倫理教育教材の通読・履修、または研究機関が実施する研究
倫理教育を受講すること

 研究分担者がいる場合には、研究分担者から、

①応募時までに、当該研究課題の交付申請前までに、研究倫理教育の受講等を行う旨が明
記された「研究分担者承諾書」を徴すること
②交付申請前までに、研究分担者が研究倫理教育の受講等を行ったことを確認すること

（H28公募要領で周知）

【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（平成26年8月26日文部科学大臣決定）より】

配分機関 ： 競争的資金等により行われる研究活動に参画する全ての研究者に研究倫理教育に関するプログラムを

履修させ、研究倫理教育の受講を確実に確認



日本学術会議 提言
「研究活動 における 不正の防止策と事後措置－ 科学の健全性向上のために－ 」

（平成25年12月26日）

「すべての研究者が不正行為や利益相反への対処を含めた『科学者の行動規
範』を学習し、それに基づいて行動するように、研究機関や学会等において研究
倫理に関する研修プログラムを開発して実施することが必要」

日本学術会議
の連携・協力

【日本学術振興会】
平成26年2月～｢科学者の行動規範｣に基づく研修プログラム作成

協力者会議 開催
平成27年3月 科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－

（通称:Green Book）編集・出版
平成28年4月 グリーンブックをもとにしたe-learning「研究倫理

eラーニングコース」を公開

研究倫理向上のための研修プログラムの作成
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研究成果の公開

○ 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）を通じて広く国民に公開する研究成果報告書等

を作成・提出すること。

○ 論文発表などの際、科研費により得た研究成果であることを

表示（謝辞（Acknowledgment）の中で述べる等）すること。

科研費は、研究成果を社会へ普及する活動に要する費用を直接経費から支出

することができます。（研究活動の一環として行う研究成果の普及活動を支援）

科研費の研究成果の公開に関して

研究者に求めていること
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研究成果報告書の提出について

①研究成果報告書の提出は補助条件・交付条件で義務付けて
いることから、研究終了後に正当な理由もなく研究成果報

告書を提出しない研究者には、新たな科研費を交付しません。

②研究終了後に正当な理由もなく研究成果報告書を提出しない
場合には、交付決定の取消し及び返還命令を行う場合があり
ます。

③各研究機関が行うべき事務の一つとして、研究成果報告書
の提出確認や提出遅滞の場合の取り扱いを使用ルール等で
明記しています。

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）https://kaken.nii.ac.jp/
で公開されます。

59



○ 科研費により得た研究成果を発表する場合は、科研費により助成を受けた
ことを必ず表示してください。

○ 謝辞(Acknowledgment)に、科研費により助成を
受けた旨を記載する場合には、
「JSPS KAKENHI Grant Number JP8桁の課題番号」
を必ず含めてください。

○ 謝辞(Acknowledgment)の記載例は次のとおりです。

・ 論文に関する科研費が一つの場合（課題番号｢24067890｣）
【英文】：This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number JP24067890 .

【和文】：本研究はJSPS 科研費 JP24067890 の助成を受けたものです。

・ 論文に関する科研費が複数（三つ）の場合
（課題番号｢22056789｣,｢24067890｣,｢15H34567｣）

【英文】：This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Numbers JP22056789, JP24067890, JP15H34567.

【和文】：本研究はJSPS 科研費 JP23056789, JP24067890, JP15H34567 の助成を受けたものです。

謝辞 （ Acknowledgment ）について

この記載方法を
必ず守ってください。
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科研費ロゴタイプについて

科学研究費助成事業について広く社会に伝え、より一層の国民からの理
解を得ることを目的として、平成２４年度に科学研究費助成事業ロゴタイプ
（科研費ロゴ）を作成しました。

科研費ロゴについては、文部科学省科研費ホームページ及び日本学術振
興会科研費ホームページで公開していますので、科研費による研究成果を
研究機関のホームページで公開する際、学会やシンポジウム等で研究成果
を発表する際、報道機関向けに研究成果を発表する際などに、積極的に使
用していただくよう、研究機関内に周知をお願いします。

科研費ロゴタイプ

文部科学省科研費ホームページ
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1321563.htm

日本学術振興会科研費ホームページ
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/06_jsps_info/g_120612/index.html
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科研費論文のオープンアクセス化ついて

研究論文のオープンアクセス化が推進すると・・・

（１）学術研究の発展
・学術情報を制約なく流通・入手することが可能
・学術研究の発展に寄与

（２）研究者自身にとって
・研究成果に関する情報発信力の向上等

62

論文のオープンアクセス化とは：
誰でもWebを通じて無料で自由に論文へアクセスできるようにすること

機関においても、科研費論文のオープンアクセス化の推進をお願いします。

世界では･･･

• 研究論文のオープンアクセス
化は急速に拡大

• 公的な研究助成を行うファン
ディング・エージェンシーの多く
が、オープンアクセスを義務
化・推奨

オープンアクセスの主な方法
①機関リポジトリへの掲載 又は セルフアーカイブ
②オープンアクセスジャーナルへの掲載
③その他（研究コミュニティや公的機関開設Ｗｅｂへの掲載）
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ひらめき☆ときめき サイエンス～ようこそ大学の研究室へ～KAKENHI
（研究成果の社会還元・普及事業）

目的・・・研究者が 先端の科研費の研究成果を、児童・生徒（小学生5・6年生～高校生）
に分かりやすく伝えて、もって学術の振興を図る

実施件数の推移

★平成２６年度には、平成１７年度の事業開始以来から
の累計で保護者を含まない参加者が延べ４万人を突破

非常に

興味がわ

いた：

3,679人
58.9%

少し

興味がわ

いた：

2,317人
37.1%

興味がわ

かなかっ

た：99人
1.6%

わからな

い：105人
1.8 %

無回答：

41人
0.6%

平成２７年度参加者アンケート結果

科学に興味がわきましたか？
（対象人数：6,241 人）

高知大学（平成27 年7月）

『ひらめき☆遺伝子☆組換えマウス～医
学研究の現場をのぞいてみよう！～』

広島大学（平成27年10月）
『DNA鑑定でオスとメスを見分ける～ニワト

リ胚の発生を観て，性別を診る～』

科研費の研究成果の普及・啓発

プログラム募集期間：11月～1月中旬
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科研費改革の見通し



「科研費審査システム改革2018」のポイント
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