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研究成果公開促進費に係る
関係法令・規則・通知等

(1) 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）

及び同法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）

(2) 科学研究費補助金取扱規程（昭和４０年文部省告示第１１０号）

(3) 科学研究費補助金（基盤研究等）交付要綱（平成１１年文部大臣裁定）(3) 科学研究費補助金（基盤研究等）交付要綱（平成１１年文部大臣裁定）

(4) 独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究等）取扱要領

（平成１５年独立行政法人日本学術振興会規程第１７号）

(5) 平成○年度科学研究費補助金公募要領（独立行政法人日本学術振興会）

(6) 平成○年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の交付内定について

（独立行政法人日本学術振興会理事長通知）

(7) 平成○年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）○○○○交付決定通知書

（独立行政法人日本学術振興会理事長通知）（独立行政法人日本学術振興会理事長通知）

(8) 補助条件（平成○年度）（交付決定通知書別紙）

(9)  独立行政法人日本学術振興会法（平成１４年法律第１５９号）

(10) 科学研究費補助金（基盤研究等）における審査及び評価に関する規程

（平成１８年独立行政法人日本学術振興会科学研究費委員会決定）

2



科研費の支出について科研費の支出について

研究成果公開促進費については、研究成果公開促進費については、
種目ごとに対象となる経費が異なっ
いるため 支出 きる経費に いているため、支出できる経費につい

ても同様に異なってきます。異
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支出費目別の注意事項
「国際情報発信強化」①

・国際情報発信力の強化を行うための取組

に必要となる経費としますに必要となる経費とします。

学術団体等 経常的な経費等 上記 取組と・学術団体等の経常的な経費等、上記の取組と

直接関係しないものについては対象となりま

せん。
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支出費目別の注意事項
「国際情報発信強化」②

具体例（別冊① 国際情報発信強化記入要領１３頁）具体例（別冊① 国際情報発信強化記入要領１３頁）

・当該学術刊行物の編集委員会開催に係る、旅費、

謝金 消耗品費 会議費謝金、消耗品費、会議費

・実務担当者研修に係る経費

・プロモーション活動等に係る経費プロモ ション活動等に係る経費

・当該学術刊行物の印刷代、用紙代、製本代等の出版費

・欧文校閲費

・当該学術刊行物の編集担当の人件費

・編集業務を委託している場合にはその委託経費

・当該学術刊行物に投稿された論文の査読に対する謝金等

・当該学術刊行物に係る電子化関連経費（プラットフォーム作成費、利用
費 システム開発費 システム維持費 サーバー代（維持費 レンタ
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支出費目別の注意事項
「データベース」物品費①

消耗品費 限定されます消耗品費に限定されます。
・入力作業に伴い必要となる物品のうち、原形のまま比較的長期の使用に

耐えない物品もしくは比較的破損しやすい物品又は反復使用に耐えるが

価格が少額な物品 購入費とし 使用 きます価格が少額な物品の購入費として使用できます。

・「その他」、「雑」といった不明確な表現はしないでください。

・研究機関に所属していない研究者等については、次のとおりとしてくだ

さい。

○入力作業に伴い必要となる物品のうち 原則として 単価１０万円○入力作業に伴い必要となる物品のうち、原則として、単価１０万円

未満又は補助事業期間中（１年間）で消費する物品の購入費

○次のページの例に挙げられていない物品を消耗品として購入しようとする場

合は、入力作業に伴い必要となるかどうかについて対外的に説明可能合は、入力作業に伴い必要となるかどうかについて対外的に説明可能

なように、購入理由に関する「理由書」をあらかじめ作成し、保管し

ておくなどしてください。
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支出費目別の注意事項
「データベース」物品費②

具体例

文房具類（筆記用具 各種用紙類 ﾄﾅ 等）・文房具類（筆記用具、各種用紙類、ﾄﾅｰ等）

・記録メディア類（CD/DVD等ﾃﾞｨｽｸ、外付けﾊｰﾄﾞ
ﾞ ｸ USBﾒ ﾘ等）ﾃﾞｨｽｸ、USBﾒﾓﾘ等）

・入力機器周辺器具類（USBﾊﾌﾞ、USBｹｰﾌﾞﾙ等）

・入力用ソフトウェア（補助事業期間中のデータ
作成補助等専用のもので、物品として購入される

う 格 ）もののうち、取得価格が１０万円未満のもの）
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支出費目別の注意事項
「データベース」国内連絡旅費①

・国内連絡旅費は研究成果データベースのみ支出
が認められますが認められます。

・入力作業に伴い作成組織間等（作成代表者、作
成分担者及び協力者等）で連絡 打ち合わせを行成分担者及び協力者等）で連絡・打ち合わせを行
う場合の旅費以外には支出できません。

なお １０万円程度までとしますなお、１０万円程度までとします。

・支払いは、必ず事実確認のできる書類（出張依
頼書 出張報告書等）に基づ 行 くださ頼書、出張報告書等）に基づいて行ってください。
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支出費目別の注意事項
「データベース」国内連絡旅費②

研究機関に所属していない研究者等に いては 次の通りとしてください研究機関に所属していない研究者等については、次の通りとしてください。

・「運賃＋急行（特急）料金もしくは航空賃＋宿泊料＋日当」を合計し

たものを上限として決めてください。

運賃 航空賃 支払 す 実費 ますが 最も経済的な通常・運賃、航空賃の支払いはすべて実費としますが、最も経済的な通常の

経路及び方法により旅行した場合の旅費を上回らないものとし、割引

等がある場合には、その料金を適用してください。

・特急等を利用する場合、指定席料は支出できますが、グリーン料金は

支出できません。

・急行及び特急料金は片道５０km以上で使用できます。

・宿泊料（飲食費は含まれません。）は、１泊11,000円を上限としてく

ださい。

・日当は、１日2,000円を上限としてください。、 , 限

・旅行先の都市内を移動する場合のバス代等は、当該旅行のために支給

された旅費の日当から支払ってください。
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支出費目別の注意事項
「データベース」入力作業協力に対する人件費・謝金

デ タベ ス作成のための入力作業（デ タ記入 修正 追加 確認 変データベース作成のための入力作業（データ記入、修正・追加・確認、変

換・入力、照合・修正）への協力をする者に係る謝金等になります。

 入力作業への協力をする者に係る謝金、報酬、賃金、給与、労働者派
遣業者への支払いのための 経費に限られます遣業者への支払いのための 経費に限られます。

 謝金の単価については、研究機関に所属しない研究者等にあっては、
常識の範囲を超えない妥当な額とし、適切に取り扱ってください。

（参考：１日（８時間）当たり概ね7,200円を目安としてください。）（参考：１日（８時間）当たり概ね7,200円を目安としてください。）

 なお、作業内容に鑑み、謝金として支払うよりも効率的な使用方法が
ある場合は、他の使用方法（例：入力作業委託、労働者派遣）によっ
てください。

 支払いは、必ず事実確認のできる書類（出勤表等）に基づいて行って
ください。

 作成組織等へ出勤して作業を行う場合の交通費及び支払いに係る振込
手数料は 本経費に含めて支出してください手数料は、本経費に含めて支出してください。

 「データ作成」、「データ入力」など不明確な表現とはせず、具体的
な作業工程に基づいた事項名としてください。

10



支出費目別の注意事項
「データベース」入力作業委託費

データベース作成のための入力作業（データ記入、修正・追

加・確認、変換・入力、照合・修正）に係る委託費

入力作業に係る委託業者等 の支払いのための経費に限ら 入力作業に係る委託業者等への支払いのための経費に限ら
れます。（上記に挙げている入力作業以外に係る支出は同
一委託業者に委託する場合でも使用できません。）

 入力作業委託に必要となる記録メディア類（CD/DVD等）
は、本経費から支出してください。

 委託業者等への支払いに係る振込手数料 契約書作成に係 委託業者等への支払いに係る振込手数料、契約書作成に係
る印紙代は、本経費に含めて支出してください。

 「データ作成」、「データ入力」など不明確な表現とはせ
ず、具体的な作業工程や入力内容等に基づいた事項名とし
てください。
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支出費目別の注意事項
「データベース」 CD-ROM又DVD-ROM等作成委託費

マスター作成代、複製代、ディスク代に限定されます。

原盤の作成費用（ スタ 作成代） 複製代 媒体 原盤の作成費用（マスター作成代）、複製代、媒体
となるディスク代のみが対象となり、付帯的に必要
となるジャケット作成費 宣伝費 配布ための送料となるジャケット作成費、宣伝費、配布ための送料、
検索プログラムの開発経費等については、補助金か
ら支出することはできません。

 公開・配布のためのCD-ROM等の作成費用のみに使用

でき、入力作業に必要となる記憶メディア類として
の 等の作成費用とし は使用 きませんのCD-ROM等の作成費用としては使用できません。
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支出費目別の注意事項
「データベース」 その他①

・著作権使用料・著作権使用料

使用するデータに係る複製権(著作権法第21条)の対価、
公開するデータに係る公衆送信権(著作権法第23条)の公開するデ タに係る公衆送信権(著作権法第23条)の
対価です。

使用・公開するデータに著作権が働く場合は、著作使用 公開するデ タに著作権が働く場合は、著作
権を侵害しないよう、著作権者から適正に許諾を得
ておいてください。
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支出費目別の注意事項
「データベース」 その他②

その他

・複写費、現像・焼付費、通信費、運搬費等に限定されます。

・図書購入費、撮影・録音代、システム管理費（サーバー借
料等）、ホームページ構築費、交通費等には使用できませ
ん。ん。

・複写費、現像・焼付費については、データベース作成のた
めの入力作業に係るものに限られます。

・通信費、運搬費については、データベース作成（入力作業、
連絡・打ち合わせ、資料等の移動、ＣＤ等の頒布）に伴う
郵便料 宅配便料 荷物運搬料 運送保管料 梱包費等又郵便料、宅配便料、荷物運搬料、運送保管料、梱包費等又
は連絡のための電話代、郵便代等に使用できます。
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科研費の適正な管理について①科研費の適正な管理について①

 研究成果公開促進費の交付先は 「国際情報発信 研究成果公開促進費の交付先は、「国際情報発信
強化」の場合は、国際情報発信力の強化を行う学
術団体等の代表者、「データベース」の場合は、
データベース作成事業の主体となる学術団体等の
代表者である補助事業者（代表者）個人に交付さ
れる補助金であり 学会等の団体に対して交付される補助金であり、学会等の団体に対して交付さ
れるものではありません。

 交付を受けた科研費を管理する際は、学会等の団
体の他の経費（団体の運営経費、別の補助金等の体の他の経費（団体の運営経費、別の補助金等の
資金）と混在しないように、団体等の経理とは切
り離して、独立した管理を行う必要があります。
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科研費の適正な管理について②科研費の適正な管理について②

 科研費の管理は 交付申請時に新規に開設し 独 科研費の管理は、交付申請時に新規に開設し、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。）に予め登録をした科研費専用の
銀行 座 行わなければな ませ銀行口座で行わなければなりません。

 本科研費は単年度ごとに決算することとなってい
ますので、補助事業の完了時までに銀行口座の残
高が「０」になった場合でも 必ず当該口座を解高が「０」になった場合でも、必ず当該口座を解
約し、生じた利息（解約利息も含む）についても
科研費により支出できる経費に充当するか、学術科研費により支出できる経費に充当するか、学術
団体等に譲渡することが求められます。
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科研費の適正な管理について③科研費の適正な管理について③

 交付を受けた科研費の支出は 実績報告書の提出 交付を受けた科研費の支出は、実績報告書の提出
期限（翌年５月３１日）までに行わなければなり
ません。ません。

 補助事業者（代表者）は 補助金の経理に当たり 補助事業者（代表者）は、補助金の経理に当たり、
必ず収支簿を作成し、収支状況を明確にしておく
とともに 補助金を適正に使用したことを証するとともに、補助金を適正に使用したことを証する
証拠書類を徴収・整理しておかなければなりませ
ん。。
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科研費の適正な管理について④科研費の適正な管理について④

〔必要な証拠書類の例〕〔必要な証拠書類の例〕

＜国際情報発信強化＞＜国際情報発信強化＞

①取組を行うために業者等と契約した際に徴収した書類
（見積書 契約書 納品書 請求書 領収書）（見積書、契約書、納品書、請求書、領収書）

②その他②その他
収支簿、補助金を受領、
管理した専用の銀行口座の解約済み通帳
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科研費の適正な管理について⑤科研費の適正な管理について⑤

〔必要な証拠書類の例〕

＜データベース＞

① 入力作業協力に対する謝金等 ：出勤表、領収書①

② 入力作業委託費：入力作業委託業者が作成した見積書、契約書、

業務完了報告書、請求書、領収書

③ 国内連絡旅費③ 国内連絡旅費

（研究成果データベースのみ）：出張依頼書、出張報告書、領収書
④ 著作権使用料：著作権者等が作成した見積書、請求書、領収書

⑤ 消耗品費：見積書 納品書 請求書 領収書⑤ 消耗品費：見積書、納品書、請求書、領収書

⑥ CD-ROM又は
DVD- ROM等

作成委託費：

CD-ROM又はDVD-ROM等作成業者が作成した見積書、
納品書、請求書、領収書作成委託費：

⑦ その他 ：収支簿、補助金を受領(管理)した銀行口座の解約済み

通帳、CD-ROM又はDVD-ROM等配布先一覧
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科研費の適正な管理について⑥科研費の適正な管理について⑥

科研費の交付に当たって 日本学術振興会から科研費の交付に当たって、日本学術振興会から

補助事業者（代表者）へ送付された書類、補助事

業者（代表者）が日本学術振興会へ送付した書類業者（代表者）が日本学術振興会へ送付した書類

の写し、及びに収支簿等の証拠書類については、

科研費 交付を受けた年度 翌年度から５年間科研費の交付を受けた年度の翌年度から５年間

保管することが義務づけられています。
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補助事業の実施期間について①補助事業の実施期間について①

＜国際情報発信強化＞＜国際情報発信強化＞

①補助事業の実施期間 ：

当該年度の４月１日から３月３１日まで

②補助事業の開始の時期：

①の期間中で取組作業の開始日①の期間中で取組作業の開始日

補助事業の完了の時期：

①の期間中で取組作業の完了日
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補助事業の実施期間について②補助事業の実施期間について②

＜データベース＞＜デ タベ ス＞

①補助事業の実施期間 ：①補助事業の実施期間 ：

当該年度の４月１日から３月３１日まで

②補助事業の開始の時期：

①の期間中でデータベース作成作業の開始日①の期間中でデ タベ ス作成作業の開始日

補助事業の完了の時期：補助事業の完了の時期：

①の期間中でデータベース作成作業の完了日
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補助事業の内容（交付申請書の記載事項）

の変更について

 「補助条件」に定めのある、日本学術振興会の承
認を得ずに行うことができる範囲を超えて、補助
事業の内容（交付申請書の記載事項）を変更する事業の内容（交付申請書の記載事項）を変更する
場合は、あらかじめ「事業計画変更承認申請書」
を日本学術振興会に提出し、その承認を受けなけを日本学術振興会 提出し、そ 承認を受けなけ
ればなりません。

 「補助事業の廃止」又は「事業計画の変更」によ
る、事業計画の縮小や契約額の減少等により、交
付を受けた科研費に未使用の残額が生じた場合に付を受けた科研費に未使用の残額が生じた場合に
は、科研費を返還していただく必要があります。
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補助事業の実績の報告について補助事業の実績の報告について

 代表者は 翌年の５月３１日まで（補助事業を 代表者は、翌年の５月３１日まで（補助事業を

廃止した場合は、廃止後３０日以内）に、実績

報告書及びその添付書類により 日本学術振興報告書及びその添付書類により、日本学術振興

会に実績報告を行わなければなりません。

 日本学術振興会は、補助事業者からの実績報告

書の提出を受け、当該補助事業課題が交付決定

の内容及びこれに付した条件に適合すると認め内容及 れ 付 条件 適合す 認

た場合は、交付すべき補助金の額を確定し、

その旨を補助事業者あてに通知します。
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実績報告を行う際に必要となる書類①実績報告を行う際に必要となる書類①

＜国際情報発信強化＞＜国際情報発信強化＞

① 実績報告書 ：「様式Ｃ－５６－５」① 実績報告書 ： 様式Ｃ ５６ ５」

② 収支簿の写し：「様式Ｂ－５１－６」の写し

③ 科学研究費補助金専用の「預金通帳」の写し③ 科学研究費補助金専用の 預金通帳」の写し

（通帳表紙、銀行支店名及び口座番号等の記載

のあるページ 金額明細（補助金の受領～口のあるペ ジ、金額明細（補助金の受領～口

座解約まで）の記載のある全てのページ）

※確定していないため、変更となる場合があります。
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実績報告を行う際に必要となる書類②実績報告を行う際に必要となる書類②

＜研究成果データベース＞＜研究成果デ タベ ス＞

①実績報告書 ：「様式Ｃ ５６ ３」①実績報告書 ：「様式Ｃ－５６－３」

②作成したデータ：

ベ スから出力

補助金により作成したデータ

ベ スから出力したレコ ドベースから出力

した任意の１０

レ ド

ベースから出力したレコード
データのうち任意の１０件

レコード

③収支簿の写し ：「様式Ｂ－５１－４」の写し

④科学研究費補助金専用の「預金通帳 の写し④科学研究費補助金専用の「預金通帳」の写し
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実績報告を行う際に必要となる書類②実績報告を行う際に必要となる書類②

＜学術誌データベース＞＜学術誌デ タベ ス＞

①実績報告書 ：「様式Ｃ ５６ ４」①実績報告書 ：「様式Ｃ－５６－４」

②作成したデータ：

ベ スから出力

補助金により作成したデータ
ベースから出力したレコードベースから出力

した任意の１０

レ ド

ベースから出力したレコード
データのうち任意の１０件

レコード

③収支簿の写し：「様式Ｂ－５１－５」の写し

④科学研究費補助金専用の「預金通帳 の写し④科学研究費補助金専用の「預金通帳」の写し
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実績報告を行う際に必要となる
書類作成に当たっての注意点
 「収支簿」の様式 記入例・作成上の注意につい 「収支簿」の様式、記入例・作成上の注意につい
ては、参考資料３（２５頁～３１頁）を参照して
ください。ください。

 この「収支簿」において取りまとめ管理すべきこの 収支簿」において取りまとめ管理すべき
経費は、日本学術振興会より交付を受けた
「科研費」のみであり、学会等の自己資金に
係る支出状況に は別途管理し の収支係る支出状況については別途管理し、この収支
簿に記載する必要はありません。
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その他留意点その他留意点

・補助事業者（代表者）は 科研費の支出状況を・補助事業者（代表者）は、科研費の支出状況を
常に把握し、公正かつ最小の費用で最大の効果が
あげられるように効率的な経費の使用に努めなけあげられるように効率的な経費の使用に努めなけ
ればなりません。

・日本学術振興会では、既に補助事業の完了した
「国際情報発信強化」及び「データベース」の課「国際情報発信強化」及び「デ タベ ス」の課
題に対し経理状況等の実地調査を行います。
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