
交付内定から研究成果報告までの手続き
の概要について≪基盤研究等≫

第四部
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（対象種目）
・ 新学術領域研究 ・ 基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ） ・ 挑戦的萌芽研究
・ 若手研究（Ａ・Ｂ） ・ 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 ・特別推進研究（平成28年度に採択された課題）



 応募から研究成果報告書提出までの流れ
 交付内定後の手続きについて
 交付決定後の手続きについて
 各年度終了後の手続き

第四部目次
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応募から研究成果報告書提出までの流れ
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補助金
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公募要領の内容の周知・応募書類の確認及び提出

内定通知受理・交付申請手続き

交付決定通知受理・科研費の受領

前倒し支払請求（第１回）

２年度目の支払請求

科研費の受領（分割請求の場合のみ） 科研費の受領（分割請求の場合のみ）

前倒し支払請求（第２回）

（調整金）前倒し使用申請（第１回）

（調整金）前倒し使用申請（第２回）

繰越手続
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交付決定通知受理・科研費の受領（補助金分）

実績報告書の提出

科研費の受領（基金分）

研究成果報告書の提出

科研費の受領（分割請求の場合のみ）

最終年度終了まで同様の手続

３年度目の支払請求

科研費の受領（分割請求の場合のみ）

前倒し支払請求（第３回）

前倒し支払請求（第４回）

内定通知受理・交付申請手続き

実績報告書・実施状況報告書の提出

科研費の受領（基金分）

交付決定通知受理・科研費の受領（補助金分）

（調整金）次年度使用申請

（調整金）次年度使用申請

繰越手続き

（調整金）前倒し使用申請（第1回）

（調整金）前倒し使用申請（第2回）
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交付内定後の手続きについて
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• 採否の結果及び交付内定の通知は研究代表者が所属する研究機関宛に文書で行われます。
また、電子申請システム上で確認することも可能です。

• 補助金分については、毎年度交付内定を通知します。基金分については初年度に複数年に
わたる研究期間全体の研究費について交付内定を通知しますので、２年度目以降について
は、交付内定の通知を行いません。

• 応募した研究代表者が、応募から交付内定までの間に、所属する研究機関を変更した場合
には、採否の結果及び交付内定の通知は、「変更前の研究機関」に対して行われます。採否
の結果及び交付内定の通知を受けた「変更前の研究機関」は、これを「変更後の研究機関」
に送付し、研究代表者に伝達されるようにしてください。

交付内定通知の受理及び研究者への通知
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申請資格の確認

7

• 研究代表者及び研究分担者は、科研費の交付の対象となる事業（研究）を行う者
（補助事業者）です。

• 「交付申請」は、「応募」、「審査」を経て、「交付内定」の通知を受けた場合に行う
ことができるものですが、「申請資格」は公募要領等に明記されている「応募資
格」と同じですので、研究機関は研究代表者及び研究分担者が「申請資格」の要
件を満たしていることを確認してください。

• 交付申請書を提出する際に、研究分担者を追加する場合、研究代表者は、当該
研究分担者から「研究分担者承諾書」を徴する必要がありますので、研究代表者
が所属する研究機関は研究代表者が「研究分担者承諾書」を保管していることを
必ず確認してください。

• 交付申請時には公募要領等に示されている「重複制限」に該当しないかというこ
とも確認してください。

• 科研費（基金分）、科研費（一部基金分）については、交付申請時に加えて、支払
請求時にも「申請資格」の要件を満たしていること及び「重複制限」に該当しない
かということを確認してください。



• 研究機関は交付申請時に、補助事業者の応募資格について確認を行ってください。

• 補助金分については、「補助事業期間＝単年度」となりますので、毎年度交付申請の手続きを行う必要
があります。

• 基金分は「補助事業期間＝研究期間」となり、複数年にわたる研究期間全体の交付決定を行いますの
で、補助事業期間の初年度に、全研究期間分の交付申請の手続きを行ってください。ただし、基金分で
あっても支払請求の手続きは毎年度行う必要があります。

• 平成２７年度より、交付申請又は支払請求手続の中で研究の不正等の防止について研究者が理解す
るべき内容（「研究活動の公正性の確保及び適正な研究費の使用について確認・誓約すべき事項」）に
ついて、研究者に確認を求めることとしております。確認・誓約すべき事項は日本学術振興会のホーム
ページに掲載しておりますので、研究代表者の責務として、当該チェックリストを研究分担者、連携研究
者等にも必ず周知し、内容を理解してもらうよう研究代表者に周知してください。

交付申請書類の取りまとめ及び提出
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交付決定後の手続きについて
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• 研究機関は、研究代表者に交付決定通知書を伝達する際に、研究代表者及び研究分担者は補助事業者
として交付決定通知書に記載された「補助条件」又は「交付条件」に従わなければならないことを周知してく
ださい。

• 補助条件又は交付条件において、「研究代表者及び研究分担者は、科研費が国民から徴収された税金等
でまかなわれるものであることに留意し、科研費の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うように努め
なければならない」とされており、「不正使用、不正受給又は不正行為については、当該科研費の返還を命
じられ、一定期間科研費が交付されないこと」を周知してください。

• 「不正使用、不正受給又は不正行為の概要（研究機関等における調査結果の概要、関与した者の氏名、
制度名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容等）が原則公表さ
れること」、「刑事罰の対象となる可能性があること」も併せて周知してください。

交付決定通知の受理及び研究者への伝達
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• 科研費は、日本学術振興会から研究代表者の所属研究機関に送金されますので、科研費を受領するための口
座を設けてください。科研費の交付を受けた場合であっても、所得税は課税されません。

• 科研費を受領するための口座と、保管・管理するための科研費の専用口座は別の口座でも構いません。

• 研究代表者が、異なる研究機関に所属する研究分担者に分担金を配分する場合には、研究機関は、科研費を
受領後速やかに、当該研究分担者の所属研究機関に分担金を送金してください。科研費（一部基金分）の分担
金を配分する場合は、補助金と助成金の内訳を研究分担者の所属研究機関に伝達してください。間接経費が
措置されている研究種目の場合は、分担金の直接経費の３０％分の間接経費も送金してください。研究機関間
の取り決めにより、直接経費の３０％以外の額を配分しても構いません。

科研費の受領
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【変更後に届出が必要な手続】
・研究代表者所属研究機関変更届

【変更前に事前に申請が必要な手続】
・直接経費使用内訳変更承認申請

・補助事業廃止承認申請

・補助事業者変更承認申請

（基金分・一部基金分は「研究分担者変更承認申請」）

・研究中断承認申請（育休）（基金分は「研究中断届」）

・寄付延期承認申請

・間接経費交付決定額変更申請

・前倒し支払請求（基金分・一部基金分）

・補助事業期間延長承認申請（基金分・一部基金分）

・次年度使用申請書兼変更交付申請書（補助金分）

等

交付申請書記載内容の変更等手続き
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直接経費の管理①

• 契約・使用の開始

・補助金分：新規課題は内定通知日から、継続課題は４月１日から契約可能。

・基金分：新規課題は内定通知日から、継続課題は補助事業期間中であれば、年度
にとらわれず契約可能。

・一部基金分：補助金は補助金分、助成金は基金分の取扱いに従います。

• 保管

・直接経費は専用の口座で保管・管理してください。

・補助事業ごとに口座を設けて管理しても一つの口座でまとめて管理しても差し支え
ありません。一つの口座でまとめて管理する場合には、収支簿等において、各補助
事業の収支を明確に区分してください。
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直接経費の管理②

• 費目別の収支管理

・４つの費目（物品費、旅費、人件費・謝金、その他）ごとに管理してください。

・科研費の執行に当たっては、研究機関が定める会計規程等に従って適切に行って
ください。また、直接経費の使途については、研究代表者及び研究分担者にその説
明責任があります。各研究機関は、研究代表者及び研究分担者が直接経費を柔軟
かつ適正に使用できるよう、その収支管理を行ってください。

・各費目の額について、直接経費の総額（※）の５０％（ただし、直接経費の総額（※）
の５０％の額が３００万円以下の場合は、３００万円）を超える額の変更を行う場合に
は、事前に「直接経費の使用内訳の変更」の手続を行ってください。

※ 補助金分：毎年度の交付決定額

基金分：複数年にわたる研究期間全体の交付決定額

一部基金分：各年度の補助事業に要する経費
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直接経費の管理③

• 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
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直接経費の管理④

• 物品費の支出等

・補助事業に係る物品費の支出に当たっては、購入物品の発注、納品検収、管理について、原則として、研
究機関が適切に行ってください。また、役務契約に係る支出にあたっても同様に取り扱ってください。

・科研費を原資として取得した耐用年数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
として管理してください。また、換金性の高い物品についても、適切に管理を行ってください。

• 旅費及び人件費・謝金の支出等

支出にあたっては、単価や支払方法など各研究機関で定められた規程等に基づき、必要な事実確認を行
い、研究機関として説明責任を果たせるようにしてください。

• 支出の期限

物品の納品、役務の提供期限は以下のとおりです。

補助金分：補助事業を行う年度の３月３１日まで

基金分： 終年度の３月３１日まで

一部基金分：補助金は補助金分、助成金は基金分の取扱いに従ってください。

なお、支出については、各実績報告書の提出期限（翌年度の５月３１日）までに行ってください。

• 研究代表者・研究分担者に関する変更

所属研究機関を変更する場合、応募資格を喪失する場合、分担者を追加・削除する場合等には、交付決定
後の各種変更手続きを行うとともに、未使用の直接経費についても、変更後の機関に送金、日本学術振興会
に返還する等の必要な手続きを行ってください。 16



間接経費に係る事務 ①

• 譲渡の受入

研究代表者及び研究分担者は、補助金又は助成金を受領後、速やかに、間接経費を所属す
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、これを受け入れてください。

• 使途

・各研究機関の長の責任の下で使用に関する方針等を作成し、補助事業の実施に伴う研究機
関の管理等に必要な経費として、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してください。

・間接経費の使用に関する方針や使用実績については、研究機関内で公表するなど、間接経
費の使途について所属する研究者が把握できるような体制を構築してください。

• 使用の期限

物品の納品、役務の提供期限は以下のとおりです。

補助金分：補助事業を行う年度の３月３１日まで

基金分： 終年度の３月３１日まで

一部基金分：補助金は補助金分、助成金は基金分の取扱いに従ってください。

※支出については、各実績報告書の提出期限（翌年度の５月３１日）までに行ってください。
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間接経費に係る事務 ②

• 間接経費執行実績報告書の提出

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）により作成・提出してください。

• 研究代表者・研究分担者が所属研究機関を変更する場合

≪間接経費を受け入れる機関から受け入れる機関に異動する場合≫

・直接経費の残額の３０％に相当する額を速やかに異動後の研究機関に送金してください。

≪間接経費を受け入れる機関から受け入れない機関に異動する場合≫

・異動前の研究機関は、「間接経費交付決定額変更申請書」を提出し、未使用の間接経費
を返還してください。

≪間接経費を受け入れない機関から受け入れる機関に異動する場合≫

・異動後の研究機関は、「間接経費交付決定額変更申請書」及び「交付請求書（支払請求
書）」を提出し、間接経費の送金を受けてください。

• 補助事業の廃止

補助事業を廃止した場合は、未使用の直接経費とともに間接経費を返還してください。
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【補助金分・一部基金分】
・翌年度にわたる直接経費・間接経費の使用（繰越）

【基金分・一部基金分】
・次年度における研究費の使用（ 終年度以外の各年度）

・研究計画 終年度における補助事業期間延長
・研究費の前倒し使用
・２年度目以降の支払請求

【補助金分】
・調整金を利用した「次年度使用」、「前倒し使用」

研究の進捗状況に応じた柔軟な研究費の使用

19



翌年度にわたる直接経費・間接経費の使用
≪補助金分・一部基金分≫繰越

• 補助金分・一部基金分のうち、交付決定時には予想し得なかった繰越要件に合致す
るやむを得ない事由により年度内に完了することが困難となった補助事業について
は、財務大臣の承認を経た上で、当該補助金の全部又は一部を翌年度に繰越して使
用することができます。

• 繰越要件に合致するか判断が困難な場合には、随時、日本学術振興会へ研究機関
を通じて相談してください。なお、病気や怪我を除く、研究者の自己都合に起因するも
の（多忙、事前の調整不足、所属研究機関の異動等）、研究終了後に余った研究費
（余剰金）は、繰越しの対象にはなりません。

• 間接経費は、原則、繰越申請する直接経費の額に応じ、３０％相当額を繰越申請す
ることになっています。ただし、間接経費の執行計画が年度内に適正に定まっている
場合等には、直接経費のみを繰越すことができます。

• 研究機関は、研究代表者が、繰越しの承認を受け翌年度に使用する直接経費と当該
年度の継続の研究課題に交付される直接経費を合わせて使用しないよう注意してく
ださい。
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次年度における研究費の使用（ 終年度以外）≪基金分・一部基金分≫

• 基金分においては、 終年度を除き、補助事業期間内であれば、年度末に未使用額
が発生した場合には、繰越しの手続きや研究費の返納を行うことなく、次年度に使用
することができます。
➢理由は限定しませんので、介護休暇等の研究者の自己都合による場合や、研究

費を効率的に使用したことによる残額も、次年度に使用することができます。
➢次年度に使用する研究費と当該年度に使用予定の研究費を合わせて使用する

こともできます。

• 一部基金分の助成金についても、基金分と同様です。

• 次年度に使用する研究費については、毎年度終了後に提出する「実施状況報告書」
（一部基金分の場合は「実績報告書」）により、
➢次年度に使用する額及び当該研究費が生じた経緯
➢次年度における使用計画（次年度に請求する研究費と合わせた使用計画）

について報告してください。
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• 「設備等」とは、「研究者使用ルール」、「機関使用ルール」における「設備」、「備品」及び「図
書」を意味します。なお「設備」、「備品」及び「図書」の定義や取扱いについては、各研究機関
の定めに準じた取扱いとなります。

• 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
産として管理してください。また、換金性の高い物品（※）についても、適切に管理を行ってく
ださい。

※例としては、パソコン、タブレット型コンピュータ、デジタルカメラ、ビデオカメラ、テレビ、録画
機器、金券類が挙げられます。

• 研究代表者及び研究分担者が直接経費により設備等を購入した場合、購入後直ちに補助事
業を遂行する研究機関に寄付しなければならないこととされていますので、研究機関はこれ
を受け入れて適切に管理してください。

設備等に係る事務 ～寄付の受入～
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• 研究代表者又は研究分担者が、補助事業期間中に他の研究機関に異動する場
合であって、寄付した設備等を、異動先の研究機関において使用することを希望
する場合には、研究機関は研究機関が定める「定め」に基づき、研究代表者又は
研究分担者に当該設備等を返還してください。

• 共用設備については、購入経費を支出した補助事業者全員の同意があれば、返
還を行い、異動先の研究機関に移すこともできます。

• 補助事業期間終了後に当該研究者が他の研究機関に異動する場合の設備等の
取扱いについては、研究機関の定めに基づいて適切に取扱ってください。

設備等に係る事務 ～所属研究機関変更時の返還～
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• 直接経費から生じた利子及び為替差益は、原則、所属する研究機関に譲渡しなけ
ればならないとしているので、これを受け入れてください。

• 利子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、研究者と
の関係に関する定めの中に規定しておく等の方法により、所有権を有する研究者
との間で問題が生じないよう配慮してください。

設備等に係る事務 ～利子及び為替差益の譲渡の受入～
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各年度終了後の手続き
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【基金分】
・実施状況報告書の提出（ 終年度以外の各年度終了後）
・実績報告書の提出（ 終年度終了後）

【補助金分・一部基金分】
・実績報告書の提出（各年度終了後）

【補助金分・基金分・一部基金分（共通）】
・研究成果報告書の提出（ 終年度終了後）

各年度終了後に必要な手続き
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• 基金分は、 終年度を除く毎年度、当該年度の研究実績や研究の進捗状況（現在ま
での進捗状況等）を記載する「実施状況報告書」を提出する必要があります。なお、
本報告書は、毎年度３月末時点での支出状況（当該年度中に納品等が完了し、支出
が確定している額について含めても構いません。）に基づいて報告してください。

• 毎年度の年度末に未使用額がある場合には、「実施状況報告書」により、当該未使
用額及び当該未使用額が生じた状況、次年度における未使用額の使用計画（翌年
度に請求する研究費と合わせた使用計画）を報告してください。

• 提出期限は翌年度の５月３１日です。

実施状況報告書の提出に係る手続き≪基金分≫
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• 各研究機関は、研究代表者が補助事業期間全体の収支状況と当該補助事業の研究の成果等に
ついて記載した「実績報告書」を提出する必要があります。

• 提出期限は以下のとおりです。
基金分：補助事業期間終了年度の翌年度の５月３１日
補助金分・一部基金分：毎年度終了年度の翌年度の５月３１日

• 補助金分及び一部基金分については、毎年度提出する実績報告書に、当該年度の研究実績等
のほか、研究の進捗状況（「現在までの進捗状況」及び「今後の研究の推進方策」欄）を記載する
こととしていますが、年度途中に廃止する研究課題、研究期間が 終年度の研究課題及び次年
度事業の交付申請を辞退する研究課題、 終年度前年度応募課題が採択された場合の基となっ
た継続課題については、「本研究課題は平成２８年度が 終年度のため、記入しない。」等と自動
表示されますので、確認の上、提出してください。

• 一部基金分については、実績報告書の中で、助成金部分の実施状況についても報告してください。

実績報告書の提出に係る手続き
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額の確定に係る手続き

• 補助金分は単年度ごとに補助金の交付決定が行われるため、単年度ごとに額の確定を行いま
す。基金分は複数年度分をまとめて交付決定するため、補助事業期間終了後に研究期間全体
の額の確定を行います。

• 額の確定は実績報告書の提出を受けて行われます。

• 未使用の科研費がある場合には、額の確定を通知する際に科研費の返還を命じますので、そ
れまでの間、未使用の科研費を適切に保管してください。科研費の返還に当たって、「実績報告
書」の提出以外の特別な手続きは必要ありません。なお、未使用の科研費を返還しても、その
後の審査や交付に影響することはありません。
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• 科研費（補助金分）は交付を受けた年度終了後の５年間、科研費（基金分）は補

助事業期間終了後の５年間、及び科研費（一部基金分）は全ての研究期間終了
後５年間、「（補助金分・基金分・一部基金分）機関使用ルール７ 関係書類の整
理・保管」に規定する関係書類を保管する必要があります。なお、直接経費が適
切に使用されたことを証明する書類は当該直接経費を執行した研究機関が保管
してください。（写しを他の研究機関へ送付する必要はありません。）

• 直接経費・間接経費の使用に関する書類のうち「収支簿」は様式B‐1、様式E‐1、
様式Y‐1で例示していますが、その他については、様式の定めはありません。研
究機関において会計検査等に対応できるよう、適切な様式を定めてください。

• 分担金の管理をしていた研究機関（研究分担者が所属する研究機関）は、当該
分担金に係る関係書類を適切に保管してください。また、収支簿の写しを研究代
表者の所属する研究機関に送付してください。

関係書類の整理・保管等
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研究成果報告書等の提出に係る手続き①
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• 各研究機関は、研究代表者が科研費により実施した研究期間全体の成果を記載した「研究成
果報告書」を研究期間終了年度の翌年度の６月３０日までに、日本学術振興会に提出してくだ
さい。

なお、研究代表者が、真にやむ得ない理由で研究成果報告書を提出できない場合は、日本学
術振興会へ相談の上、 「研究経過報告書」を提出してください。

• 研究代表者が「研究成果報告書」又は「研究経過報告書」を提出期限までに提出していない場
合は、当該研究成果報告書等を提出するまで、当該研究者が実施する他の補助事業の執行
を停止してください。

この際、当該研究者が研究代表者として実施している場合には、補助事業の執行を全て、当
該研究者が研究分担者として実施している場合には、研究分担者に係る補助事業の執行を
停止してください。なお、補助事業の執行を停止することで、研究目的の達成が困難と考えら
れる場合には、補助事業を廃止しなければなりません。

• 研究経過報告書を提出すれば、当該年度において、他の補助事業の執行をすることができま
すが、翌年度以降の補助事業の交付等を行いません。

この際、翌年度の補助事業が補助金の場合、当該補助事業が新規の研究課題でも継続の研
究課題でも交付内定を留保します。また、当該補助事業が基金の場合には、新規の研究課題
にあっては交付内定を留保し、継続の研究課題にあたっては研究費の支払を行いません。

• 研究代表者が、理由なく長期間にわたり研究成果報告書を提出しない場合は、当該研究課題
について交付した補助金、助成金の交付決定の取消及び返還を命じることがあります。
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研究成果報告書等の提出に係る手続き②


