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別紙６ 

 

平成２７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－科学研究費補助金研究者使用ルール（補助条件）」の主な変更点 

 

平成２６年度 平成２７年度 

＜「新学術領域研究（研究領域提案型）」、「基盤

研究」、「若手研究」、「研究活動スタート支援」又

は「特別研究促進費」＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  （略） 
 
 
１ 総則 

 

 

  （略） 
 

 
２ 直接経費の使用 

 
 

（略） 
 
 
【合算使用の制限】 
2-11 直接経費は、次の場合を除き、他の経費

と合算して使用してはならない。 
 
 

（略） 
 

 
④ 直接経費に、同一研究機関における他の科

研費による補助事業の直接経費を加えて、複

数の補助事業において共同して利用する設

備（以下「共用設備」という。）を購入する

場合（なお、各補助事業に係る負担額及びそ

の算出根拠等について明らかにしておくこ

と。） 
 
 

＜「新学術領域研究（研究領域提案型）」、「基

盤研究（Ｓ）」、「基盤研究（Ａ）」、「基盤研

究（Ｂ）（平成２４年度から平成２６年度に採択

された研究課題及び平成２７年度に採択された

審査区分「特設分野研究」の研究課題を除く。）」、

「基盤研究（Ｃ）（平成２２年度以前に採択され

た研究課題）」、「若手研究（Ａ）（平成２４年

度から平成２６年度に採択された研究課題を除

く。）」、「若手研究（Ｂ）（平成２２年度以前

に採択された研究課題）」、「基盤研究」、「若

手研究」、「研究活動スタート支援」又は「特別

研究促進費」＞ 

 
 

（略） 
 
 

１ 総則 

 

 

  （略） 
 
 

２ 直接経費の使用 

 
 

（略） 
 
 
【合算使用の制限】 
2-11 直接経費は、次の場合を除き、他の経費

と合算して使用してはならない。 

 
 

（略） 
 
 

④ 直接経費に、同一研究機関における他の科

研費による補助事業の直接経費を加えて、又

は複数の補助事業において共同して利用す

る設備（以下「共用設備」という。）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（ただし、同一の研究機関におい

て購入する共用設備に限る。なお、各補助事

業に係る負担額及びその算出根拠等につい

て明らかにしておくこと。） 
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（略） 
 

 
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事

項等） 

 
【研究代表者の交替】 
3-6 「新学術領域研究（研究領域提案型）」の

総括班研究課題及び生命科学系３分野支援

活動の研究代表者が、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

の研究分担者又は連携研究者に交替する場

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事由によ

り研究代表者を交替（補助事業の研究分担者

又は連携研究者に交替する場合に限る。）し

ようとする場合には、新たに研究代表者とな

る者の意思を確認のうえ、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なければならな

い。他の研究機関に所属する研究分担者又は

連携研究者に研究代表者を交替した場合に

は、新たな研究代表者は、様式Ｃ－１０－２

「研究代表者交替に伴う所属研究機関変更

届」により、日本学術振興会に届け出なけれ

ばならない。 
 
 
 
3-7 「新学術領域研究（研究領域提案型）」の

総括班研究課題及び生命科学系３分野支援

活動の研究代表者が欠けた場合に、研究分担

者及び連携研究者がその総意により、研究代

表者を交替（補助事業の研究分担者又は連携

研究者に交替する場合に限る。）して補助事

業の継続を希望する場合には、新たに研究代

表者となる者は、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

振興会の承認を得なければならない。他の研

究機関に所属する研究分担者又は連携研究

者に研究代表者を交替した場合には、新たな

研究代表者は、様式Ｃ－１０－２「研究代表

者交替に伴う所属研究機関変更届」により、

日本学術振興会に届け出なければならない。 
 
 
 
 
  （略） 
 

 
 
（略） 

 
 
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事

項等） 

 
【研究代表者の交替】 

3-6 「新学術領域研究（研究領域提案型）」の

計画研究（総括班研究課題に限る。）及び生

命科学系３分野支援活動の研究代表者が、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又は連携

研究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又は連携

研究者に交替する場合に限る。）しようとす

る場合には、新たに研究代表者となる者の意

思を確認しのうえ、科学技術・学術審議会に

おける審査を経たうえで、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なければならな

い。他の研究機関に所属する研究分担者又は

連携研究者に研究代表者を交替した場合に

は、新たな研究代表者は、様式Ｃ－１０－２

「研究代表者交替に伴う所属研究機関変更

届」により、日本学術振興会に届け出なけれ

ばならない。 

 

3-7  「新学術領域研究（研究領域提案型）」の

計画研究総括班研究課題及び生命科学系３

分野支援活動の研究代表者が欠けた場合に、

研究分担者及び連携研究者がその総意によ

り、研究代表者を交替（補助事業の研究分担

者又は連携研究者に交替する場合に限る。）

して補助事業の継続を希望する場合には、新

たに研究代表者となる者は、科学技術・学術

審議会における審査を経たうえで、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なければ

ならない。他の研究機関に所属する研究分担

者又は連携研究者に研究代表者を交替した

場合には、新たな研究代表者は、様式Ｃ－１

０－２「研究代表者交替に伴う所属研究機関

変更届」により、日本学術振興会に届け出な

ければならない。 

 

 

（略） 
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【育児休業等による中断】 
3-10 研究代表者は、産前産後の休暇又は育児休

業（以下「育児休業等」という。）を取得し、

未使用の補助金について翌年度以降の育児

休業等の終了後に再交付を希望する場合に

は、育児休業等を取得する前に、様式Ｃ－１

３「研究中断承認申請書」により申請を行い、

日本学術振興会の承認を得るとともに、未使

用の補助金を返還し、中断の時までの補助事

業について、中断の承認を受けた後、３０日

以内に、様式Ｃ－６「実績報告書（収支決算

報告書）」及び様式Ｃ－７－１「実績報告書

（研究実績報告書）」により、日本学術振興

会に実績報告を行わなければならない（研究

実績報告書の内容は、国立情報学研究所のホ

ームページにより公開される。）。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

（略） 

 

 
４ 間接経費の譲渡等 

 
 
  （略） 
 
 
５ 実績の報告 

 
 
  （略） 
 
 
６ 研究成果報告書等の提出 

 
 
  （略） 
 

【育児休業等による中断】 
3-10 研究代表者は、産前産後の休暇又は育児休

業（以下「育児休業等」という。）を取得し、

未使用の補助金について翌年度以降の育児

休業等の終了後に再交付を希望する場合に

は、原則、育児休業等を取得する前に、様式

Ｃ－１３－１「研究中断承認申請書」により

申請を行い、日本学術振興会の承認を得ると

ともに、未使用の補助金を返還し、中断の時

までの補助事業について、中断の承認を受け

た後、３０日以内に、様式Ｃ－６「実績報告

書（収支決算報告書）」及び様式Ｃ－７－１

「実績報告書（研究実績報告書）」により、

日本学術振興会に実績報告を行わなければ

ならない（研究実績報告書の内容は、国立情

報学研究所のホームページにより公開され

る。）。 
 
 

【育児休業等の取得に伴う研究期間の延長】 

3-11  研究代表者は、年度内に育児休業等を取

得し、研究を中断し、かつ年度内に研究を再開し

た場合であって、翌年度以降の研究実施計画の変

更を希望する場合には、研究を再開する前に当該

研究代表者が作成する様式Ｃ－１３－２「科学研

究費助成事業（科学研究費補助金）における産前

産後の休暇又は育児休業の取得に伴う研究期間

延長承認申請書」により平成２８年２月２８日ま

でに申請を行い、日本学術振興会の承認を得なけ

ればならない。なお、研究期間は、育児休業等を

取得することにより、研究を中断する期間に応じ

て延長することができる。 

 

（略） 

 

 

４ 間接経費の譲渡等 

 

 

  （略） 

 

 

５ 実績の報告 

 

 

（略） 

 

 

６ 研究成果報告書等の提出 

 

 

  （略） 
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７ 研究成果の発表 

 
【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。 
 
 
 
 
 
 
【研究成果発表の報告】 
7-2 研究代表者は、補助事業の成果について、

新聞、書籍、雑誌等において発表を行った場

合、又は特許を取得した場合には、その都度、

様式Ｃ－２４「研究成果発表報告書」又は様

式Ｃ－２５「新聞掲載等報告書」により、日

本学術振興会に報告しなければならない（研

究成果発表報告書は、国立情報学研究所のホ

ームページにより公開される。）。 
 
 
 
 
 
８ その他 

 
【研究活動の公正性の確保】 
8-1 補助事業において、研究活動における不正

行為（発表された研究成果の中に示されたデ

ータや研究結果等の捏造や改ざん、及び盗

用）が行われること、もしくは関与すること

があってはならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（略） 
 

７ 研究成果の発表 

 

【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）。 

 
【研究成果発表の報告】 

7-2 研究代表者は、補助事業の成果について、

研究計画の最終年度の翌年度に様式Ｃ－７

－１「実績報告書（研究実績報告書）」を提

出した後に新聞、書籍、雑誌等において発表

を行った場合、又は産業財産権特許を取得し

た場合には、その都度、様式Ｃ－２４「研究

成果発表報告書」又は様式Ｃ－２５「新聞掲

載報告書」により、日本学術振興会に報告し

なければならない（研究成果発表報告書は、

国立情報学研究所のホームページにより公

開される。）。 

 
 
８ その他 

 
【研究活動の公正性の確保】 
8-1 補助事業において、研究活動における特定

不正行為（発表された研究成果の中に示され

たデータや研究結果等の捏造や改ざん、及び

盗用）が行われること、もしくは関与するこ

とがあってはならない。 
 
【研究機関が実施する研究倫理教育の受講】 
8-2 研究代表者及び研究分担者は、「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」に基づき、研究機関が実施する研

究倫理教育を受講しなければならない。 
 

【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－

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。 
 

（略） 
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２.「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                          

 

平成２６年度 平成２７年度 

 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。）が取り扱う平成２６年

度科学研究費助成事業（科学研究費補助金（「特

別推進研究」、「新学術領域研究（研究領域提

案型）」、「基盤研究」、「若手研究」、「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」、「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）」））の使用について各研究機関

が行うべき事務等は次のとおりとする。なお、

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、各研究機関が定める規程等

に従って適切に行うものとする。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
１ 申請資格の確認 
 
 

（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、不正な使

用、不正な受給又は不正行為を行ったとし

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。 
 
 
 
 
  （略） 
 
 

２ 研究者との関係に関する定め 

 

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。）が取り扱う平成２７２

６年度科学研究費助成事業（科学研究費補助金

（「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）」、「基盤

研究（Ａ）」、「基盤研究（Ｂ）（平成２４か

ら平成２６年度に採択された研究課題及び平成

２７年度に採択された審査区分「特設分野研究」

の研究課題を除く。）」、「基盤研究（Ｃ）（平

成２２年度以前に採択された研究課題。）」、

「若手研究（Ａ）（平成２４年度から平成２６

年度に採択された研究課題を除く。）」、「若

手研究（Ｂ）（平成２２年度以前に採択された

研究課題。）」、「基盤研究」、「若手研究」、

「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」、「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）」））の使用について各研究機関

が行うべき事務等は次のとおりとする。なお、

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」、「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」等を踏まえ、各研究

機関が定める規程等に従って適切に行うものと

する 
 
 

１ 申請資格の確認 
 
 

（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、不正な使

用、不正な受給又は特定不正行為（発表され

た研究成果の中に示されたデータや研究結

果等の捏造や改ざん、及び盗用）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。 
 
 
  （略） 
 
 
２ 研究代表者及び研究分担者との関係に関す

る定め 
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（略） 
 
 
３ 研究機関が行う事務の内容 
 
 
  （略） 
 
 

【費目別の収支管理】 

3-8 「研究成果公開促進費（学術図書）」に係る

直接経費の収支管理は、様式Ｃ－５３－１「費

用計算書（研究成果公開促進費「学術図書」

＜直接出版費＞（紙媒体のみで刊行する場合

又は紙媒体と電子媒体双方で刊行する場

合）」、様式Ｃ－５３－２「費用計算書（研究

成果公開促進費「学術図書」＜直接出版費＞

（電子媒体のみで刊行する場合））」又は様式

Ｃ－５３－３「費用計算書（研究成果公開促

進費「学術図書」＜翻訳・校閲経費＞」を用

いて、以下の費目ごとに行うこと。 

その他（直接出版費） 

学術図書の刊行に係る経費（組版代、製版代、

刷版代、印刷代、用紙代、製本代及び電子代） 

（翻訳・校閲経費） 

学術図書の刊行に際し、日本語で書かれた図

書・論文を外国語に翻訳・校閲するための経

費 

 

 

（略） 

 

 

【物品費の支出等】 

3-10 補助事業に係る物品費の支出にあたって

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あたっ

ても同様の取扱いとする。）。 

 

 

（略） 

 

 

④ 取得価格５０万円以上かつ耐用年数１年

以上の物品及び換金性の高い物品について

は、研究機関において設備等として受入れ、

適切に管理すること。 

 

 

 

 
 

（略） 
 
 
３ 研究機関が行う事務の内容 
 
 
  （略） 
 
 

【費目別の収支管理】 

3-8 「研究成果公開促進費（学術図書）」に係

る直接経費の収支管理は、様式Ｃ－５３－１

「費用計算書（研究成果公開促進費「学術図

書」＜直接出版費＞（紙媒体のみで刊行する

場合又は紙媒体と電子媒体双方で刊行する場

合）」、様式Ｃ－５３－２「費用計算書（研

究成果公開促進費「学術図書」＜直接出版費

＞（電子媒体のみで刊行する場合））」又は

様式Ｃ－５３－３「費用計算書（研究成果公

開促進費「学術図書」＜翻訳・校閲経費＞」

を用いて、以下の費目ごとに行うこと。 

その他（直接出版費） 

学術図書の刊行に係る経費（組版代、製版代、

刷版代、印刷代、用紙代、製本代及び電子代） 

（翻訳・校閲経費） 

学術図書の刊行に際し、日本語で書かれた原

稿図書・論文を外国語に翻訳・校閲するため

の経費 

 

 

（略） 

 

 

【物品費の支出等】 

3-10 補助事業に係る物品費の支出にあたって

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あたっ

ても同様の取扱いとする。）。 

 

 

（略） 

 

 

④ 補助金により取得した取得価格５０万円

以上かつ耐用年数１年以上かつ取得価格１

０万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、及び換金性の高い物品についてもは、
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（略） 

 

 
【合算使用の制限】 
3-14 次の場合を除き、他の経費と合算して使

用しないこと。 
 
 
  （略） 
 
 
④ 直接経費に、同一研究機関における他の

科研費（「3-2」に規定する場合を除く。）

による補助事業の直接経費を加えて、複数

の補助事業において共同して利用する設備

（以下「共用設備」という。）を購入する

場合（なお、各補助事業に係る負担額及び

その算出根拠等について明らかにしておく

こと。） 
 
 
 
 
  （略） 
 
 
【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】 
3-21 「特別推進研究」、「新学術領域研究（研

究領域提案型）」、「基盤研究」、「若手研究」、

「研究活動スタート支援」、「特別研究促進

費」及び「特別研究員奨励費」に係る次の

手続を行うこと。 
 
 
  （略） 
 
 

①調整金を活用した直接経費の前倒し使用に

係る手続 

研究代表者（「特別研究員奨励費」の研究

代表者を除く。）が、各年度において、研究

計画変更等に伴い、年度途中で補助金の前

倒し使用を希望する場合には、研究代表者

が作成する必要な申請書類を取りまとめ、

各年度の９月１日、１２月１日までに日本

学術振興会へ申請を行うこと。 

 

②翌年度にわたる直接経費の使用 

当該年度の補助事業が、交付決定時には

研究機関において設備等として受入れ、適

切に管理すること。 

 

 

（略） 

 

 
【合算使用の制限】 
3-14 次の場合を除き、他の経費と合算して使

用しないこと。 
 
 
  （略） 
 
 
④ 直接経費に、同一研究機関における他の

科研費（「3-2」に規定する場合を除く。）

による補助事業の直接経費を加えて、又は

複数の補助事業において共同して利用する

設備（以下「共用設備」という。）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（ただし、同一の研究機関に

おいて購入する共用設備に限る。なお、各

補助事業に係る負担額及びその算出根拠等

について明らかにしておくこと。） 
 
 
  （略） 
 
 
【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】 
3-21 「特別推進研究」、「新学術領域研究（研

究領域提案型）」、「基盤研究」、「若手研究」、

「研究活動スタート支援」、「特別研究促進

費」及び「特別研究員奨励費」に係る次の

手続を行うこと。 
 
 
  （略） 
 
 

①調整金を活用した直接経費の前倒し使用に

係る手続 

研究代表者（「特別研究員奨励費」の研

究代表者を除く。）が、各年度において、

研究計画変更等に伴い、年度途中で補助金

の前倒し使用を希望する場合には、研究代

表者が作成する必要な申請書類を取りまと

め、各年度の９月１日、１２月１日までに

日本学術振興会へ申請を行うこと。 

 

②翌年度にわたる直接経費の使用 

当該年度の補助事業が、交付決定時には予
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予想し得なかった繰越要件に合致するやむ

を得ない事由に基づき、予定の期間内に完

了しない見込みとなった場合であって、研

究代表者が、補助事業の期間を延長すると

ともに、補助金の全部又は一部を翌年度に

使用することを希望する場合に、研究代表

者が作成する様式Ｃ－２６「繰越を必要と

する理由書」を取りまとめ、様式Ｂ－２別

紙１「繰越承認要求一覧」を付して、平成

２８年３月１日までに日本学術振興会へ申

請を行うこと。 

なお、取りまとめに当たり、事前にその

内容等について、様式Ｂ－２別紙２「科学

研究費助成事業に係る繰越要件等事前確認

票」により繰越要件に合致することを確認

するとともに、研究機関において５年間保

管しておくこと。 

 

 

「特別推進研究」については、上記「②」

に代えて下記「②-1」のとおりとする。 

②-1 交付を受けた各年度に行う事業が、各

年度に発生した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基づき、予

定の期間内に完了しない見込みとなった場

合であって、研究代表者が、国庫債務負担

行為分について各年度に行う事業の期間を

延長するとともに、補助金の全部又は一部

を翌年度に使用することを希望する場合

に、研究代表者が作成する様式ＣＫ－２６

「繰越を必要とする理由書」を取りまとめ、

様式ＢＫ－２別紙１「繰越承認要求一覧」

を付して、各年度の３月１日までに日本学

術振興会へ申請を行うこと。なお、取りま

とめに当たり、事前にその内容等について、

様式ＢＫ－２別紙２「科学研究費助成事業

に係る繰越要件等事前確認票」により繰越

要件に合致することを確認するとともに、

研究機関において５年間保管しておくこ

と。 

 

 

（略） 

 

 
⑧研究代表者の交替 

「新学術領域研究（研究領域提案型）」

の総括班研究課題及び生命科学系３分野

支援活動の研究代表者が、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又は連携研究者

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

想し得なかった繰越要件に合致するやむを

得ない事由に基づき、予定の期間内に完了し

ない見込みとなった場合であって、研究代表

者が、補助事業の期間を延長するとともに、

補助金の全部又は一部を翌年度に使用する

ことを希望する場合に、研究代表者が作成す

る様式Ｃ－２６「繰越を必要とする理由書」

を取りまとめ、様式Ｂ－２別紙１「繰越承認

要求一覧」を付して、平成２８年３月１日ま

でに日本学術振興会へ申請を行うこと。 

なお、取りまとめに当たり、事前にその内

容等について、様式Ｂ－２別紙２「科学研究

費助成事業に係る繰越要件等事前確認票」に

より繰越要件に合致することを確認すると

ともに、研究機関において補助事業期間終了

後５年間保管しておくこと。 

 

 

 

「特別推進研究」については、上記「②」に

代えて下記「②-1」のとおりとする。 

②-1 交付を受けた各年度に行う事業が、各

年度に発生した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基づき、予定

の期間内に完了しない見込みとなった場合

であって、研究代表者が、国庫債務負担行為

分について各年度に行う事業の期間を延長

するとともに、補助金の全部又は一部を翌年

度に使用することを希望する場合に、研究代

表者が作成する様式ＣＫ－２６「繰越を必要

とする理由書」を取りまとめ、様式ＢＫ－２

別紙１「繰越承認要求一覧」を付して、各年

度の３月１日までに日本学術振興会へ申請

を行うこと。なお、取りまとめに当たり、事

前にその内容等について、様式ＢＫ－２別紙

２「科学研究費助成事業に係る繰越要件等事

前確認票」により繰越要件に合致することを

確認するとともに、研究機関において補助事

業期間終了後５年間保管しておくこと。 

 

 

 

（略） 

 

 
⑧研究代表者の交替 

「新学術領域研究（研究領域提案型）」

の計画研究（総括班研究課題に限る。）及

び生命科学系３分野支援活動の研究代表

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

担者又は連携研究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
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失以外の事由により、研究代表者を交替

（補助事業の研究分担者又は連携研究者

に交替する場合に限る。）しようとする場

合に、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うえ作成する様

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。その際、研究分担者又は連携研

究者が、他の研究機関に所属する研究者と

研究代表者を交替して新たな研究代表者

となった場合には、新たな研究代表者が作

成する様式Ｃ－１０－２「研究代表者交替

に伴う所属研究機関変更届」により、日本

学術振興会への届出を行うこと。 

「新学術領域研究（研究領域提案型）」

の総括班研究課題及び生命科学系３分野

支援活動の研究代表者が欠けた場合であ

って、研究分担者及び連携研究者がその総

意により、研究代表者を交替（補助事業の

研究分担者又は連携研究者に交替する場

合に限る。）して補助事業の継続を希望す

る場合に、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。その際、研究分担

者又は連携研究者が、他の研究機関に所属

する研究者から研究代表者を交替して、新

たな研究代表者となった場合には、新たな

研究代表者が作成する様式Ｃ－１０－２

「研究代表者交替に伴う所属研究機関変

更届」により、日本学術振興会への届出を

行うこと。 
 
 

 

 

 

  （略） 

 
 

⑪産前産後の休暇又は育児休業による中断 

 

研究代表者（「特別推進研究」の研究代

表者を除く。）が、産前産後の休暇又は育児

休業（以下「育児休業等」という。）を取得

し、未使用の補助金について翌年度以降の

育児休業等の終了後に再交付を受けること

を希望する場合に、育児休業等を取得する

前に、当該研究代表者が作成する様式Ｃ－

１３「研究中断承認申請書」により申請を

行い、日本学術振興会の承認を得るととも

に、未使用の補助金を返還し、中断のとき

までの補助事業について、中断の承認を受

けた後、３０日以内に、当該研究代表者が

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

業の研究分担者又は連携研究者に交替す

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

うえで、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うえ作成する

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。その際、研究分担者又は連携

研究者が、他の研究機関に所属する研究者

と研究代表者を交替して新たな研究代表

者となった場合には、新たな研究代表者が

作成する様式Ｃ－１０－２「研究代表者交

替に伴う所属研究機関変更届」により、日

本学術振興会への届出を行うこと。 

「新学術領域研究（研究領域提案型）」

の総括班研究課題計画研究及び生命科学

系３分野支援活動の研究代表者が欠けた

場合であって、研究分担者及び連携研究者

がその総意により、研究代表者を交替（補

助事業の研究分担者又は連携研究者に交

替する場合に限る。）して補助事業の継続

を希望する場合には、科学技術・学術審議

会における審査を経たうえで、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。その際、研究分担者又は連携研究者が、

他の研究機関に所属する研究者から研究

代表者を交替して、新たな研究代表者とな

った場合には、新たな研究代表者が作成す

る様式Ｃ－１０－２「研究代表者交替に伴

う所属研究機関変更届」により、日本学術

振興会への届出を行うこと。 
 

 
  （略） 
 
 

⑪産前産後の休暇又は育児休業等による中断 

 

研究代表者（「特別推進研究」の研究代表

者を除く。）が、産前産後の休暇又は育児休

業（以下「育児休業等」という。）を取得し、

未使用の補助金について翌年度以降の育児

休業等の終了後に再交付を受けることを希

望する場合に、原則、育児休業等を取得する

前に、当該研究代表者が作成する様式Ｃ－１

３－１「研究中断承認申請書」により申請を

行い、日本学術振興会の承認を得るととも

に、未使用の補助金を返還し、中断のときま

での補助事業について、中断の承認を受けた

後、３０日以内に、当該研究代表者が作成す
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作成する様式Ｃ－６「実績報告書（収支決

算報告書）」（様式Ｂ－３「収支決算報告書

（表紙）」を添える。）及び様式Ｃ－７－１

「実績報告書（研究実績報告書）」（様式Ｂ

－４「研究実績報告書（表紙）」を添える。）

を取りまとめ、日本学術振興会に実績報告

を行うこと。 

 

 

「特別研究員奨励費（外国人特別研究員）」

については、上記「⑪」に代えて下記「⑪

-1」のとおりとする。 

⑪-1 研究分担者の育児休業等による中断 

研究分担者が、産前産後の休暇又は育児休

業（以下「育児休業等」という。）を取得し、

未使用の補助金について翌年度以降の育児

休業等の終了後に再交付を受けることを希

望する場合に、育児休業等を取得する前に、

研究代表者が作成する様式Ｃ－１３「研究

中断承認申請書」により申請を行い、日本

学術振興会の承認を得るとともに、未使用

の補助金を返還し、中断のときまでの補助

事業について、中断の承認を受けた後、３

０日以内に、当該研究代表者が作成する様

式Ｃ－６「実績報告書（収支決算報告書）」

（様式Ｂ－３「収支決算報告書（表紙）」を

添える。）及び様式Ｃ－７－１「実績報告書

（研究実績報告書）」（様式Ｂ－４「研究実

績報告書（表紙）」を添える。）を取りまと

め、日本学術振興会に実績報告を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る様式Ｃ－６「実績報告書（収支決算報告

書）」（様式Ｂ－３「収支決算報告書（表紙）」

を添える。）及び様式Ｃ－７－１「実績報告

書（研究実績報告書）」（様式Ｂ－４「研究

実績報告書（表紙）」を添える。）を取りま

とめ、日本学術振興会に実績報告を行うこ

と。 

 

 

「特別研究員奨励費（外国人特別研究員）」

については、上記「⑪」に代えて下記「⑪-1」

のとおりとする。 

⑪-1 研究分担者の育児休業等による中断 

研究分担者が、産前産後の休暇又は育児休業

（以下「育児休業等」という。）を取得し、

未使用の補助金について翌年度以降の育児

休業等の終了後に再交付を受けることを希

望する場合に、原則、育児休業等を取得する

前に、研究代表者が作成する様式Ｃ－１３－

１「研究中断承認申請書」により申請を行い、

日本学術振興会の承認を得るとともに、未使

用の補助金を返還し、中断のときまでの補助

事業について、中断の承認を受けた後、３０

日以内に、当該研究代表者が作成する様式Ｃ

－６「実績報告書（収支決算報告書）」（様

式Ｂ－３「収支決算報告書（表紙）」を添え

る。）及び様式Ｃ－７－１「実績報告書（研

究実績報告書）」（様式Ｂ－４「研究実績報

告書（表紙）」を添える。）を取りまとめ、

日本学術振興会に実績報告を行うこと。 

 

 

⑫育児休業等の取得に伴う研究期間の延長  

研究代表者（「特別推進研究」の研究代表

者を除く。）が、年度内に育児休業等を取得

し、研究を中断し、かつ年度内に研究を再開

した場合であって、翌年度以降の研究実施計

画の変更に伴い、研究期間の延長を希望する

場合には、研究を再開する前に当該研究代表

者が作成する様式Ｃ－１３－２「科学研究費

助成事業（科学研究費補助金）における産前

産後の休暇又は育児休業の取得に伴う研究

期間延長承認申請書」により平成２８年２月

２８日までに申請を行い、日本学術振興会の

承認を得ること。 

 

「特別研究員奨励費（外国人特別研究員）」

については、上記「⑫」に代えて下記「⑫-1」

のとおりとする。 

 

⑫-1 研究分担者の育児休業等による研究

実施計画の変更 

研究分担者が、年度内に育児休業等を取得
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（略） 

 

 

3-23 「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。 

 

 

（略） 

 

 

②事業計画の変更 

代表者は、事業計画を変更し、交付申請書

の記載事項について、以下の範囲内において変

更できるため、各費目の使用状況、その他補助

事業の実施状況を常に把握すること。 

ア 「入力レコード数」及び「データ容量」

について、各々５０％の増減内で変更すること 

イ 「所要経費」の使用内訳について、補助

金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、各費

目の額を、交付された補助金の総額の５０％

（補助金の総額の５０％の額が３００万円以

下の場合は、３００万円まで）を限度として変

更すること 

ただし、旅費（「国内連絡旅費」）について

は、当該費目の５０％を上限として変更するこ

と 

代表者が、上記の範囲を超えて交付申請書

の記載事項を変更しようとする場合、及び交付

申請書の記載事項のうち「データベースの名

称」又は「データベースの種類・性格」を変更

しようとする場合に、当該代表者が作成する様

式Ｃ－５４－３「事業計画変更承認申請書（研

究成果公開促進費「データベース（研究成果デ

ータベース）」）」により申請を行い、日本学術

振興会の承認を得ること。 

 

 

 

（略） 

 

 

し、研究を中断し、かつ年度内に研究を再開

した場合であって、翌年度以降の研究実施計

画の変更に伴い、研究期間の延長を希望する

場合には、研究を開始する前に研究代表者が

作成する様式Ｃ－１３－２「科学研究費助成

事業（科学研究費補助金）における産前産後

の休暇又は育児休業の取得に伴う研究期間

延長承認申請書」により平成２８年２月２８

日までに申請を行い、日本学術振興会の承認

を得ること。 

 

 

（略） 

 

 

3-23 「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。 

 

 

（略） 

 

 

②事業計画の変更 

代表者は、事業計画を変更し、交付申請書の

記載事項について、以下の範囲内において変

更できるため、各費目の使用状況、その他補

助事業の実施状況を常に把握すること。 

ア 「入力レコード数」及び「データ容量」

について、各々５０％の増減内で変更するこ

と 

イ 「所要経費」の使用内訳について、補助

金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、各

費目の額を、交付された補助金の総額の５

０％（補助金の総額の５０％の額が３００万

円以下の場合は、３００万円まで）を限度と

して変更すること 

ただし、旅費（「国内連絡旅費」）について

は、減額する場合又は当該費目の５０％を上

限として変更すること 

代表者が、上記の範囲を超えて交付申請書の

記載事項を変更しようとする場合、及び交付

申請書の記載事項のうち「データベースの名

称」又は「データベースの種類・性格」を変

更しようとする場合に、当該代表者が作成す

る様式Ｃ－５４－３「事業計画変更承認申請

書（研究成果公開促進費「データベース（研

究成果データベース）」）」により申請を行

い、日本学術振興会の承認を得ること。 

 

 

（略） 
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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「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。 

 

 

（略） 

 

 

3-27 「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。 

 

 

（略） 

 

 

②翌年度にわたる直接経費の使用を行う場合

の実績報告書の提出 

補助事業の期間が延長されるとともに、翌年

度にわたる補助金の使用が行われる場合には、

代表者が補助事業を開始した年度の終了時に

おいて作成する様式Ｃ－６０－８「実績報告書

（２）（研究成果公開促進費「データベース（研

究成果データベース）」）」により日本学術振興

会に実績報告を行うとともに、平成２９年５月

３１日まで（補助事業を廃止した場合には、当

該廃止の承認を受けた後３０日以内）に、各代

表者が作成する様式Ｃ－５６－３「実績報告書

（研究成果公開促進費「データベース（研究成

果データベース）」）」（様式Ｂ－５１－４「収支

簿（研究成果公開促進費「データベース（研究

成果データベース）」）」の写し及び様式Ｂ－３

「実績報告書（収支決算報告書）（表紙）」を添

える。）及び「作成したデータベースから出力

した任意の１０レコード」を取りまとめ、日本

学術振興会に実績報告を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 

 

 

（略） 

 

 

3-27 「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。 

 

 

（略） 

 

 

②翌年度にわたる直接経費の使用を行う場合

の実績報告書の提出 

補助事業の期間が延長されるとともに、翌

年度にわたる補助金の使用が行われる場合に

は、代表者が補助事業を開始した年度の終了

時において作成する様式Ｃ－６０－８「実績

報告書（２）（研究成果公開促進費「データ

ベース（研究成果データベース）」）」（様

式Ｂ－５１－４「収支簿（研究成果公開促進

費「データベース（研究成果データベース）」）」

の写しを添える。）及び「作成したデータベ

ースから出力した任意の１０レコード」を取

りまとめ、により日本学術振興会に実績報告

を行うとともに、平成２９年５月３１日まで

（補助事業を廃止した場合には、当該廃止の

承認を受けた後３０日以内）に、各代表者が

作成する様式Ｃ－５６－３「実績報告書（研

究成果公開促進費「データベース（研究成果

データベース）」）」（様式Ｂ－５１－４「収

支簿（研究成果公開促進費「データベース（研

究成果データベース）」）」の写し及び様式

Ｂ－３「実績報告書（収支決算報告書）（表

紙）」を添える。）及び「作成したデータベ

ースから出力した任意の１０レコード」を取

りまとめ、日本学術振興会に実績報告を行う

こと。 

 

 

（略） 
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【研究成果発表に係る手続】 
3-29 研究成果を発表する場合には、次の手続

を行うこと。 
 
 
  （略） 
 
 

②研究成果発表の報告 
研究代表者は、補助事業の成果につい

て、新聞、書籍、雑誌等において発表を行

った場合、又は特許を取得した場合には、

その都度、様式Ｃ－２４「研究成果発表報

告書」又は様式Ｃ－２５「新聞掲載等報告

書」により、日本学術振興会に報告しなけ

ればならないこととしているので、これに

関する事務を行うこと。 
 
 
 
 
 
  （略） 
 
 
４ 適正な使用の確保 
 
 
  （略） 
 
 
【不正な使用に係る調査の実施】 
4-7 補助金の不正な使用が明らかになった場

合（不正な使用が行われた疑いのある場合

を含む。）には、日本学術振興会に報告の

上、速やかに調査を実施すること。また、

その結果を日本学術振興会に報告するとと

もに、公表すること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【研究成果発表に係る手続】 
3-29 研究成果を発表する場合には、次の手続

を行うこと。 
 
 
  （略） 
 
 

②研究成果発表の報告 
研究代表者は、補助事業の成果につい

て、研究計画の最終年度の翌年度に様式Ｃ

－７－１「実績報告書（研究実績報告書）」

を提出した後に新聞、書籍、雑誌等におい

て発表を行った場合、又は産業財産権特許

を取得した場合には、その都度、様式Ｃ－

２４「研究成果発表報告書」又は様式Ｃ－

２５「新聞掲載等報告書」により、日本学

術振興会に報告しなければならないこと

としているので、これに関する事務を行う

こと。 
 
 
  （略） 
 
 
４ 適正な使用の確保 
 
 
  （略） 
 
 
【不正な使用及び不正受給に係る調査の実施

等】 
4-7 所属する研究代表者及び研究分担者補助

金の補助事業について、不正な使用又は不

正受給が明らかになった場合（不正な使用

や不正受給が行われた疑いのある場合を含

む。）には、日本学術振興会に報告の上、速

やかに調査を実施しすること。また、その

調査結果を日本学術振興会に報告するとと

もに、公表すること。 
 
【不正使用及び不正受給に係る補助事業の執行

停止】 
4-8 所属する研究代表者及び研究分担者につ

いて、不正使用又は不正受給が明らかにな

った場合（不正使用や不正受給が行われた

疑いのある場合を含む。）には、その調査結

果を配分機関等に報告するまで、必要に応

じて、関係する研究代表者及び研究分担者

の補助事業の執行に係る諸手続を停止する

こと。 
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  （略） 
 
 
５ 研究活動における不正行為への対応 
 
【規程等の整備】 
5-1 補助金による研究活動における不正行為

（発表された研究成果の中に示されたデー

タや研究結果等の捏造や改ざん、及び盗用）

を防止するとともに、その疑いが生じた場

合に適切に対応できるようにするため、「研

究活動の不正行為への対応のガイドライン

について」を参考に、関連する規程等を定

めるとともに、所属する研究者に周知する

こと。 
 
【研究活動の不正行為に係る調査の実施】 
5-2 補助金による研究活動に関わる不正行為

が明らかになった場合（不正行為が行われた

疑いのある場合を含む。）には、日本学術振

興会に報告の上、速やかに調査を実施するこ

と。また、その結果を日本学術振興会に報告

するとともに、公表すること。    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【不正行為に伴う助成金の返還等】 
5-3 補助事業において不正行為があった場合

には、当該不正行為に係る助成金を返還す

るとともに、日本学術振興会の指示に従っ

て、間接経費を返還すること。また、不正

行為の再発を防止するための措置を適切に

講じること。 

 
 
【間接経費の削減】 
5-4 「研究活動の不正行為への対応のガイド

ライン」に基づいて、文部科学省又は日本

学術振興会から、間接経費措置額の一定割

合削減が通知された場合には、文部科学省

又は日本学術振興会の指示に従うこと。 

 
（略） 

 
 
５ 研究活動における不正行為への対応 
 
【規程等の整備】 
5-1 補助金による研究活動における特定不正

行為（発表された研究成果の中に示された

データや研究結果等の捏造や改ざん、及び

盗用）を防止するとともに、その疑いが生

じた場合に適切に対応できるようにするた

め、「研究活動におけるの不正行為への対応

等に関するのガイドラインについて」を参

考に、関連する規程等を定めるとともに、

所属する研究者に周知すること。 
 

【研究活動の不正行為に係る調査の実施等】 
5-2 所属する研究代表者及び研究分担者の補

助事業について、補助金による研究活動に

おける関わる特定不正行為が明らかになっ

た場合（特定不正行為が行われた疑いのあ

る場合を含む）には、日本学術振興会に報

告の上、速やかに調査を実施し、すること。

また、その調査結果を日本学術振興会に報

告するとともに、公表すること。 
 
【研究活動の不正行為に係る補助事業の執行停

止】 
5-3 所属する研究代表者及び研究分担者につ

いて、研究活動における特定不正行為が明

らかになった場合（特定不正行為が行われ

た疑いのある場合を含む。）には、その調査

結果を配分機関等に報告するまで、必要に

応じて、関係する研究代表者及び研究分担

者の補助事業の執行に係る諸手続を停止す

ること。 
 

【不正行為に伴う助成金の返還等】 
5-43 補助事業において補助金による研究活

動における特定不正行為があった場合に

は、当該特定不正行為に係る補助金を返還

するとともに、日本学術振興会の指示に従

って、間接経費を返還すること。また、特

定不正行為の再発を防止するための措置を

適切に講じること。 

 
【間接経費の削減】 
5-54 「研究活動におけるの不正行為への対応

等に関するのガイドライン」に基づいて、

文部科学省又は日本学術振興会から、間接

経費措置額の一定割合削減が通知された場

合には、文部科学省又は日本学術振興会の
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６ 生命倫理・安全対策等の遵守に係る事務 
 

 

（略） 

 

 

７ 関係書類の整理・保管 
 

 

  （略） 

 

                                              

指示に従うこと。 

 
【研究倫理教育の実施】 
5-6 「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」に基づいて、科研

費による研究活動に関わる者を対象に研究

倫理教育を実施すること。 
 
【研究倫理教育の受講確認】 
5-7 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について、研究代表者

が改めて徴した様式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）」により速や

かに確認すること。 
 

「特別研究員奨励費（外国人特別研究員）」

については、上記「5-7」に代えて下記「5-7-1」

のとおりとする。 

 

【研究倫理教育の受講確認】 

5-7-1 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について、研究代表

者が改めて徴した「平成２７年度科学研究費

助成事業（特別研究員奨励費）（外国人特別

研究員）の応募等による確認書」により速や

かに確認すること。 

 

 

６ 生命倫理・安全対策等の遵守に係る事務 
 

 

（略） 

 

 

７ 関係書類の整理・保管 
 

 

  （略） 

           

 


