別紙４
令和３(2021)年度科学研究費助成事業における補助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－特別研究員奨励費（特別研究員）研究者使用ルール（補助条件）」
の主な変更点
令和２(2020)年度

令和３(2021)年度

（略）

１

総則

（略）

１ 総則

（略）

２

直接経費の使用

（略）

２ 直接経費の使用

（略）

３

（略）

補助事業を変更する上で必要な手続（交付 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
申請書の記載内容の変更に当たっての遵守
事項等）
事項等）

（略）

（略）

【設備等の取扱】
【設備等の取扱】
3-12 研究代表者は、直接経費により購入し
3-12 研究代表者は、直接経費により購入し
た設備等を、購入後直ちに（直ちに寄付す
た設備等を、購入後直ちに（直ちに寄付す
ることにより研究上の支障が生じる図書
ることにより研究上の支障が生じる図書
にあっては、研究上の支障がなくなる時
にあっては、研究上の支障がなくなる時
に）、研究に従事する研究機関に寄付しな
に）、研究に従事する研究機関に寄付しな
ければならない。ただし、図書を除く設備
ければならない。ただし、直ちに寄付する
等について、直ちに寄付することにより研
ことにより研究上の支障が生じる場合に
究上の支障が生じる場合には、研究代表者
は、研究代表者は、様式Ｃ－１５「寄付延
は、様式Ｃ－１５「寄付延期承認申請書」
期承認申請書」により申請を行い、日本学
により申請を行い、日本学術振興会の承認
術振興会の承認を得て、寄付を延期するこ
を得て、寄付を延期することができる（延
とができる（延期することができる期間
期することができる期間は、日本学術振興
は、日本学術振興会の特別研究員という研
会の特別研究員という研究代表者として
究代表者としての応募資格を有しなくな
の応募資格を有しなくなるまでとする。）。
るまでとする。
）
。

（略）

（略）
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４

間接経費の譲渡等

４ 間接経費の譲渡等

（略）

５

実績の報告

（略）

５ 実績の報告

（略）

６

研究成果報告書等の提出

（略）

６ 研究成果報告書等の提出

（略）

７

８

研究成果の発表

（略）

７ 研究成果の発表

（略）

（略）

その他

８ その他

（略）

（略）

【関係書類の整理・保管】
【関係書類の整理・保管】
8-3 研究代表者は、補助金の収支に関する帳
8-3 研究代表者は、補助金の収支に関する帳
簿を備え、領収証書等関係書類を整理する
簿を備え、領収証書等関係書類を整理する
とともにこれらの帳簿及び書類を補助事
とともにこれらの帳簿及び書類を補助事
業期間終了後５年間保管（電磁的記録によ
業期間終了後５年間保管しなければなら
る保存も可能とする。）しなければならな
ない。
い。
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２.「科学研究費助成事業－科研費－特別研究員奨励費（外国人特別研究員）研究者使用ルール（補助
条件）」の主な変更点
令和２(2020)年度

令和３(2021)年度

（略）

１

総則

（略）

１ 総則

（略）

２

直接経費の使用

（略）

２ 直接経費の使用

（略）

３

（略）

補助事業を変更する上で必要な手続（交付 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
申請書の記載内容の変更に当たっての遵守
事項等）
事項等）

（略）

（略）

【設備等の取扱】
【設備等の取扱】
3-13 研究代表者は、直接経費により購入し
3-13 研究代表者は、直接経費により購入し
た設備等を、購入後直ちに（直ちに寄付す
た設備等を、購入後直ちに（直ちに寄付す
ることにより研究上の支障が生じる図書
ることにより研究上の支障が生じる図書
にあっては、研究上の支障がなくなる時
にあっては、研究上の支障がなくなる時
に）、所属する研究機関に寄付しなければ
に）、所属する研究機関に寄付しなければ
ならない。ただし、図書を除く設備等につ
ならない。ただし、直ちに寄付することに
いて、直ちに寄付することにより研究上の
より研究上の支障が生じる場合には、研究
支障が生じる場合には、研究代表者は、様
代表者は、様式Ｃ－１５「寄付延期承認申
式Ｃ－１５「寄付延期承認申請書」により
請書」により申請を行い、日本学術振興会
申請を行い、日本学術振興会の承認を得
の承認を得て、寄付を延期することができ
て、寄付を延期することができる（延期す
る（延期することができる期間は、研究分
ることができる期間は、研究分担者が、日
担者が、日本学術振興会の外国人特別研究
本学術振興会の外国人特別研究員という
員という研究分担者としての応募資格を
研究分担者としての応募資格を有しなく
有しなくなるまでとする。
）
。
なるまでとする。
）。

（略）

（略）

４

実績の報告

４ 実績の報告
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（略）

５

研究成果報告書等の提出

（略）

５ 研究成果報告書等の提出

（略）

６

７

研究成果の発表

（略）

６ 研究成果の発表

（略）

（略）

その他

７ その他

（略）

（略）

【関係書類の整理・保管】
【関係書類の整理・保管】
7-3 研究代表者は、補助金の収支に関する帳
7-3 研究代表者は、補助金の収支に関する帳
簿を備え、領収証書等関係書類を整理する
簿を備え、領収証書等関係書類を整理する
とともにこれらの帳簿及び書類を補助事
とともにこれらの帳簿及び書類を補助事
業期間終了後５年間保管（電磁的記録によ
業期間終了後５年間保管しなければなら
る保存も可能とする。）しなければならな
ない。
い。
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３.「科学研究費助成事業－科研費－科学研究費補助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

令和２(2020)年度

令和３(2021)年度

（略）

（略）

１

申請資格の確認

１ 申請資格の確認

1-1

交付申請書又は支払請求書（以下、
「交付 1-1 交付申請書又は支払請求書（以下、「交付
）に記載された研究代表
）に記載された研究代表
申請書等」という。
申請書等」という。
者（「研究成果公開促進費（学術図書）
」及び
者（「研究成果公開促進費（学術図書）
」及び
「研究成果公開促進費（データベース）
」に
「研究成果公開促進費（データベース）
」に
あっては「代表者」と読み替えるものとす
あっては「代表者」と読み替えるものとす
る。以下同じ。
）及び研究分担者が、交付申
る。以下同じ。）及び研究分担者が、交付申
請又は支払請求の時点において、以下の公
請又は支払請求の時点において、以下の公
募要領等に定める応募資格を有する者であ
募要領等に定める応募資格を有する者であ
ることを確認すること。
ることを確認すること。
① 特別推進研究、基盤研究、挑戦的研究、
① 特別推進研究、基盤研究、挑戦的研究、
若手研究
若手研究
令和２(2020)年度科学研究費助成事業
令和３２(20210)年度科学研究費助成
事業－科研費－公募要領（特別推進研
－科研費－公募要領（特別推進研究、基
盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）
、挑戦的研究
究、基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ）、挑戦
（開拓・萌芽）
、若手研究）
的研究（開拓・萌芽）、若手研究）
② 新学術領域研究（研究領域提案型）、特
② 新学術領域研究（研究領域提案型）、特
別研究促進費
別研究促進費
令和２(2020)年度科学研究費助成事業
令和３２(20210)年度科学研究費助成
事業－科研費－公募要領（科学研究費
－科研費－公募要領（科学研究費補助
金）
（新学術領域研究・特別研究促進費）
補助金）（新学術領域研究・特別研究促
③ 学術変革領域研究（Ａ・Ｂ）
進費）
令和２(2020)年度科学研究費助成事業
③ 学術変革領域研究（Ａ・Ｂ）
－科研費－公募要領（科学研究費補助
令和３２(20210)年度科学研究費助成
事業－科研費－公募要領（科学研究費
金）
補助金）
④ 特別研究員奨励費
令和３(2021)年度科学研究費助成事業
令和２(2020)年度科学研究費助成事業
－科研費－公募要領（学術変革領域研
－科研費－募集要領（特別研究費奨励
究（Ａ）（公募研究））
費）
【特別研究員】又は令和２(2020)年
④ 特別研究員奨励費
度科学研究費助成事業－科研費－募集
要領（特別研究員奨励費）
【外国人特別
令和３２(20210)年度科学研究費助成
研究員】
事業－科研費－募集要領（特別研究費
⑤ 研究成果公開促進費（学術図書）、研究
奨励費）【特別研究員】又は令和３２
成果公開促進費（データベース）
(20210)年度科学研究費助成事業－科
研費－募集要領（特別研究員奨励費）
令和２(2020)年度科学研究費助成事業
【外国人特別研究員】
－科研費－公募要領（科学研究費補助
⑤ 研究成果公開促進費（学術図書）、研究
金）（研究成果公開促進費）
成果公開促進費（データベース）
令和３２(20210)年度科学研究費助成
事業－科研費－公募要領（科学研究費
補助金）（研究成果公開促進費）
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（略）

（略）

1-3

交付申請書等に記載された研究代表者及
び研究分担者が、補助金や学術研究助成基
金助成金、それ以外の競争的資金で、不正使
用（故意若しくは重大な過失による研究費
の他の用途への使用又は研究費の交付の決
定の内容若しくはこれに附した条件に違反
した使用）
、不正受給（偽りその他不正な手
段による研究費の受給）又は不正行為（発表
された研究成果において示されたデータ、
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造、改ざん又
は盗用）を行ったとして、補助金の交付を受
ける年度において、日本学術振興会から補
助金を交付しないこととされた者でないこ
とを確認すること。

２

研究代表者及び研究分担者との関係に関す ２
る定め

1-3

（略）

３

交付申請書等に記載された研究代表者及
び研究分担者が、補助金や学術研究助成基
金助成金、それ以外の競争的研究費等資金
で、不正使用（故意若しくは重大な過失によ
る研究費の他の用途への使用又は研究費の
交付の決定の内容若しくはこれに附した条
件に違反した使用）
、不正受給（偽りその他
不正な手段による研究費の受給）又は不正
行為（発表された研究成果において示され
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造、
改ざん又は盗用）を行ったとして、補助金の
交付を受ける年度において、日本学術振興
会から補助金を交付しないこととされた者
でないことを確認すること。

研究代表者及び研究分担者との関係に関す
る定め

（略）

研究機関が行う事務の内容

３ 研究機関が行う事務の内容

（略）

（略）

【物品費の支出等】
3-9 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、以下により、研究機関が適
切に行うこと（役務契約に係る支出に当た
っても同様の取扱いとする。
）
。

【物品費の支出等】
3-9 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、以下により、研究機関が適
切に行うこと（役務契約に係る支出に当た
っても同様の取扱いとする。）。

（略）

（略）

④

④

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。
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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、耐用年数１年未満又は取得価格１
０万円未満の物品については消耗品と

して取り扱うこと。なおまた、換金性の
高い物品についても、適切に管理する
こと。

（略）

（略）

【応募・交付申請に係る手続】
3-18 次の手続を行うこと。
①公募要領等の内容の周知
②応募書類の確認及び日本学術振興会への
提出
③日本学術振興会からの交付内定通知の受
理及び研究者への通知
④交付申請書類等の取りまとめ及び日本学
術振興会への提出
⑤日本学術振興会からの交付決定通知書の
受理及び研究者への伝達
⑥日本学術振興会から送金される補助金の
受領

【応募・交付申請に係る手続】
3-18 次の手続を行うこと。
①公募要領等の内容の周知
②応募書類の確認及び日本学術振興会への
提出
③日本学術振興会からの交付内定通知の受
理及び研究者への通知
④交付申請書類等の取りまとめ及び日本学
術振興会への提出
⑤日本学術振興会からの交付決定通知書の
受理及び研究者への伝達
⑥日本学術振興会から送金される補助金の
受領
⑦日本学術振興会からの承認、返還命令、
額の確定等の各種通知の受理及び研究
者への伝達

（略）

（略）

【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】
【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】
、
「新学術領域研究（研究 3-19 「特別推進研究」、
「新学術領域研究（研究
3-19 「特別推進研究」
領域提案型）
」
、
「学術変革領域研究」、
「基盤
領域提案型）」、
「学術変革領域研究」、
「基盤
研究」、「若手研究」及び「特別研究員奨励
研究」、
「若手研究」及び「特別研究員奨励
費」に係る次の手続を行うこと。
費」に係る次の手続を行うこと。

（略）

（略）

⑧研究代表者の交替
「新学術領域研究（研究領域提案型）」及
び「学術変革領域研究」の計画研究（総括班
研究課題に限る。
）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上で、当該研
究代表者が新たに研究代表者となる者の意
思を確認の上作成する様式Ｃ－９「補助事
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⑧研究代表者の交替
「新学術領域研究（研究領域提案型）」及
び「学術変革領域研究」の計画研究（総括班
研究課題に限る。
）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に交替する場合に限
る。）しようとする場合には、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
認し、科学技術・学術審議会における審査
を経た上で、当該研究代表者が新たに研究

業者変更承認申請書」により申請を行い、
日本学術振興会の承認を得ること。

代表者となる者の意思を確認の上作成する
様式Ｃ－９「補助事業者変更承認申請書」
により申請を行い、日本学術振興会の承認
を得ること。

（略）

（略）

【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】
【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】
3-21 「研究成果公開促進費（データベース）」 3-21 「研究成果公開促進費（データベース）」
に係る次の手続を行うこと。
に係る次の手続を行うこと。

（略）

（略）

⑥代表者の交替等
代表者が、当該データベース作成組織の
代表者を交替しようとする場合（応募資格
を有しなくなる場合を含む。
）及び作成組織
の名称を変更しようとする場合に、当該代
表者（代表者が欠けた場合は、新たに代表
者となろうとする者）が作成する様式Ｃ－
５８－１「代表者交替等承認申請書（研究
成果公開促進費）
」により申請を行い、日本
学術振興会の承認を得ること。

⑥代表者の交替等
代表者が、当該データベース作成組織の
代表者を交替しようとする場合（応募資格
を有しなくなる場合を含む。）及び作成組織
の名称を変更しようとする場合に、当該代
表者（代表者が欠けた場合は、新たに代表
者となろうとする者）が作成する様式Ｃ－
５８－１「代表者交替等承認申請書（研究
成果公開促進費）
」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、他
の研究機関等に所属する者が、新たな代表
者となった場合には、新たな代表者が作成
する様式Ｃ－６３「代表者交替に伴う所属
変更届」により、日本学術振興会に届出を
行うこと。

（略）

（略）

４

適正な使用の確保

４ 適正な使用の確保

（略）

（略）

【内部監査の実施】
【内部監査の実施】
4-6 「研究成果公開促進費（学術図書）」に係
4-6 「研究成果公開促進費（学術図書）」に係
る次の手続を行うこと。
る次の手続を行うこと。
毎年、
「研究機関における公的研究費の管理・
毎年、
「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）
」を踏まえ、
監査のガイドライン（実施基準）」を踏まえ、
各研究機関の実情に応じて抽出した補助事業
各研究機関の実情に応じて抽出した補助事業
（補助金により実施している補助事業全体の
（補助金により実施している補助事業全体の
概ね１０％以上が望ましい。
）について、監査
概ね１０％以上が望ましい。）について、公認
を実施し、その実施状況及び結果について文
会計士等を活用した監査を実施し、その実施
状況及び結果について文部科学省に報告する
部科学省に報告すること。
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こと。

（略）

５

研究活動における不正行為への対応

（略）

５ 研究活動における不正行為への対応

（略）

６

（略）

コンプライアンス教育及び研究倫理教育の ６ コンプライアンス教育及び研究倫理教育の
実施
実施等
「研究機関における公的研究費の管理・監査
「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」に基づき、科研費による研
のガイドライン」に基づき、科研費による研
究活動に関わる全ての構成員（研究者、事務
究活動に関わる全ての構成員（研究者、事務
職員、技術職員及びその他関連する者）に対
職員、技術職員及びその他関連する者）に対
して、定期的にコンプライアンス教育を実施
して、コンプライアンス教育を実施し、受講
し、受講状況等を把握すること。合わせて、
状況等を把握すること。
定期的に啓発活動を実施し、補助金の不正な
使用の防止に向けた意識の向上等を図るこ
と。

（略）

（略）

７

その他

７ その他

（略）

（略）

【関係書類の整理・保管】
【関係書類の整理・保管】
7-3 次の関係書類を整理し、補助事業期間終
7-3 次の関係書類を整理し、補助事業期間終
了後５年間保管（電磁的記録による保存
了後５年間保管しておくこと。
も可能とする。）しておくこと。
（略）
（略）
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