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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

・間接経費執行実績報告書の提出について

・為替差益の取扱について

・研究成果発表における謝辞の記載方法について

・「交付決定後」の研究代表者による研究分担者の研究倫理

教育の受講確認について

・その他留意していただきたい点

・科研費の適切な執行管理について

・平成２８年度国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）の公募の主な変更点
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間接経費執行実績報告書の提出について

○間接経費執行実績報告書（様式Ｂ－７，Ｅ－７，Ｙ－７，ＢＫ－７（共通））については、従来、紙媒体により、日本学術
振興会に報告をいただき、また、各競争的資金制度毎に配分機関宛に同一の実績報告をいただいていました。

○平成２８年度より、この取扱を改め、平成27年度分の間接経費執行実績報告より府省共通研究開発管理システム
（e-Rad）を活用して一元的に報告することとなり、そのための機能がe-Radに追加されました。

平成２７年度 平成２８年度

【間接経費執行実績報告書の
提出】
3-18 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
Ｂ－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。

【間接経費使用実績の報告】
3-18 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）に
より、日本学術振興会に報告する
こと。

【取扱のポイント】

◆ 科研費においても、従来の様
式は廃止し、平成27年度分の
報告からe-Radによる報告に

一元化しています。このため日
本学術振興会宛に紙様式にて
送付いただいても受理すること
ができませんのでご注意くださ
い。

※一元化にともない、記載方法に関する問合せ先は、文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室となっており、また、
e-Radの操作方法に関しては、e-Radヘルプデスクとなっていますのでご注意ください。

＜操作方法：間接経費執行実績報告書提出機能の追加について（e-Rad「お知らせ」へのリンク）＞
http://www.e-rad.go.jp/news/doc/04_gaiyou2_kansetsu.pdf

＜本件問合せ先＞
・間接経費執行実績報告書の記載等について （文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室）
電話番号：03-5253-4111（内線：3828、4014） メールアドレス：kenkyuhi@mext.go.jp

・e-Radの操作関係について（e-Radヘルプデスク）
電話番号：0570-066-877 受付時間 9:00～18:00（平日）
※ 土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（12月29日～1月3日）を除く

※補助金分の各研究機関が行うべき事務等より抜粋



4

為替差益の取扱について

為替差益の取扱の明確化を図り、直接経費から生じた利子と同様に、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ました。

平成２７年度 平成２８年度

【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、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。

【利子及び為替差益の譲
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。

※補助金分の各研究機関が行うべき事務等より抜粋

【取扱のポイント】

◆ 為替差益の譲渡の受入に係
る研究機関ごとの具体的な
ルールについては、利子と同
様に「定め」の中に規定しておく
等の方法により、研究者との間
で問題が生じないよう配慮して
ください。

 補助事業期間終了後に発覚

した場合においても、所属する
研究機関に譲渡することが原
則です。
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研究成果発表における謝辞の記載方法について

（謝辞の記載例）

平成２７年度 平成２８年度

【研究成果発表における表示義務】
7-1 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、補助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
文等の謝辞に補助金の交付を受け
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 Number８桁の課
題番号」を含めること）。

【研究成果発表における表示義務】
7-1 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、補助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、
論文等の謝辞に補助金の交付を受
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、科研費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りません。

○特に、論文等により補助事業の成果を発表する場合には、論文等の謝辞に科研費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こととしています。

○次のとおり、当該謝辞に含めるべき内容に変更がありました。

【取扱のポイント】
◆ ８桁の課題番号の前に「ＪＰ」
を付けてください。

◆ 平成２８年度新規の補助事
業のみではなく、平成２７年度
以前に採択された補助事業の
成果を論文等により発表する
場合にも、この記載方法として
ください。

※補助条件より抜粋
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「交付決定後」の研究代表者による研究分担者の
研究倫理教育の受講等の確認について

○平成２７年度のルールでは、全ての研究代表者が研究分担者承諾書を改めて徴収し、
研究分担者の研究倫理教育の受講を確認することとしていました。

○平成２８年度のルールでは、研究代表者は交付申請前までに、新規課題、継続課題ともに
研究倫理教育の受講等をしていることを確認しているため、交付決定後については、研究分
担者の追加時にのみ、確認すればよいこととしています。

平成２７年度 平成２８年度

【研究倫理教育の受講確認】
8-3 研究代表者は、改めて、

様式Ｃ－１１「研究分担者承諾
書（他機関用）」又は様式Ｃ－１
２「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。

【研究倫理教育の受講等の確認】
8-3 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Ｃ－９「補助事業者変
更承認申請書」を提出する前に、様
式Ｃ－１１「研究分担者承諾書（他機
関用）」又は様式Ｃ－１２「研究分担
者承諾書（同一機関用）」を速やか
に徴し、研究分担者が研究倫理教
育の受講等をしたことを確認しなけ
ればならない。

※補助条件より抜粋

【取扱のポイント】

◆ 「研究分担者承諾書」は、日
本学術振興会に様式Ｃ－９「補
助事業者変更承認申請書」を
提出する前に、研究代表者に
提出する必要があります。



【特別推進研究の国庫債務負担行為について】

○特別推進研究の平成２８年度新規採択課題からは、国庫債務負担行為による複
数年度交付を取り止め、補助金により措置されている他の種目と同一に扱うことと
しました。

※平成２７年度以前に採択された研究課題の取扱いに変更はありません。

【新学術領域研究の各領域の成果報告書の提出方法】（補助条件6-5等）

○領域代表者が研究領域の成果を取りまとめて提出する「研究成果報告書」につい
て、冊子体での提出が不要（電子データ（CD-R又はDVD-R）での提出）となりました。

※平成２７年度に終了した領域については、紙媒体での提出となります。

【プリペイド方式による物品調達について】

○プリペイド方式により「研究に必要な物品」を調達する場合には、研究機関の会計規程
で認めている調達かどうかを確認して、研究者とルールを共有してください。また、「研
究に必要な物品」について納品検収を実施するなど納品検収体制を確保する必要が
ありますので注意してください。

※研究機関において、教員発注による物品調達が認められている場合には、プリペイド
方式を利用した物品の調達について、注意するよう研究者に周知してください。 7

その他留意していただきたい点
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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。
 終年度の 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。
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平成２８年度国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）
の公募の主な変更点①

①公募を日本学術振興会で行うこととしました。
・平成２７年は文部科学省で公募を行っていましたが、平成２８年度は日本学術振興会で公募を行うこととしました。

②国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）の趣旨を明記しました。
【趣旨】
・本事業は、科研費採択者が現在実施している研究計画について、国際共同研究を行うことでその研究計画を
格段に発展させ、優れた研究成果をあげることを目的とするものです。その結果、国際的に活躍できる、独立
した研究者（PI：Principal Investigator）の養成にも資することを目指しています。

【対象】
・応募資格を満たす対象者が一人で一定期間海外の大学や研究機関において海外共同研究者と共同で行う
研究計画を対象とし、留学等単なる海外派遣を推進するものではありません。

③研究経費について、「渡航費・滞在費」、「研究費」、「代替要員確保のための経費」の
各経費の上限を撤廃しました。
・平成２７年度公募では、応募総額を1,200万円以下とし、さらに「渡航費・滞在費」、「研究費」、「代替要員確保

のための経費」の各経費について、それぞれ400万円を上限としていましたが、平成２８年度公募では、各経
費の上限を撤廃しました。

○平成２８年７月１日より、平成２８年度国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）の
公募を開始しています。
昨年度からの主な変更点は以下のとおりです。
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平成２８年度国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）
の公募の主な変更点②

④研究計画調書について一部を変更しました。

・審査において、国際共同研究の具体的内容を把握できるよう、新たに「海外共同研究者の役割およ
び研究業績等」欄を追加

・本事業の趣旨を踏まえ、「国際共同研究による波及効果」欄において「今後の国際活動における応
募者自身の役割」 を記載
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平成２８年度国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）
の公募の主な変更点③

・「国際共同研究の研究目的及び研究計画」欄において、特に現在実施中の科研費（基課題）の研究
期間が初年度の場合には、基課題の進捗状況に対して、なぜ国際共同研究の研究計画が必要なの
かその関連性がわかるように記載

・「研究業績」欄において、研究計画に関連するものに限定せず、主要な研究業績を年度毎に別
欄に分けずに記載

・「研究経費の妥当性・必要性」欄において、「代替要員確保のための経費」が全体の研究経費の
50%を超える場合に必要性を記載

【公募要領の掲載場所】公募要領等は日本学術振興会ＨＰから入手できます。
ＵＲＬ：http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/35_kokusai/index.html


