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別紙６ 

 

平成２８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２７年度 平成２８年度 

＜「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）」、「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） 
 
 
【直接経費の使用内訳の変更】 

2-4 研究代表者及び研究分担者は、交付申請書

に記載した各費目の額にしたがって、直接経

費を使用するものとする。ただし、研究代表

者は、直接経費の使用内訳について各費目の

額を、交付する直接経費の５０％（直接経費

の総額の５０％の額が３００万円以下の場

合は、３００万円まで）の範囲内で、取扱要

領第１１条第３項に規定する日本学術振興

会の承認を得ることなく変更することがで

きる。 

 
 

（略） 
 
 
 

＜「新学術領域研究（研究領域提案型）」、「特

別推進研究（平成２８年度に採択された研究課

題）」、「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年度以降

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）」、「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） 
 
 
【直接経費の使用内訳の変更】 

2-4 研究代表者及び研究分担者は、交付申請書

に記載した各費目の額にしたがって、直接経

費を使用しなければならないするものとす

る。ただし、研究代表者は、直接経費の使用

内訳について各費目の額を、交付する直接経

費の５０％（直接経費の総額の５０％の額が

３００万円以下の場合は、３００万円まで）

の範囲内で、取扱要領第１１条第３項に規定

する日本学術振興会の承認を得ることなく

変更することができる。 

 
 

（略） 
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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） 

 
 
  （略） 
 
 
【補助事業の廃止】 

3-3  研究代表者は、補助事業を廃止しようと

する場合には、様式Ｃ－５－１「補助事業

廃止承認申請書」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、廃止のときまでの補助

事業について、廃止の承認を受けた後、３

０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） 
 
 
3-9 研究代表者は、「3-8」に規定する研究分

担者の変更において、研究分担者を新たに加

える場合には、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）」を徴し、これ

を保管しなければならない。 

 
【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。）。 

 

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） 

 
 
  （略） 
 
 
【補助事業の廃止】 

3-3  研究代表者は、補助事業を廃止しようと

する場合には、様式Ｃ－５－１「補助事業

廃止承認申請書」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、廃止のときまでの補助

事業について、廃止の承認を受けた後、３

０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

報学研究所の科学研究費助成事業データベ

ース（KAKEN）ホームページにより公開され

る。）。 
 
 
  （略） 
 
 
3-9 研究代表者は、「3-8」に規定する研究分

担者の変更において、研究分担者を新たに加

える場合には、事前に、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）」を徴

し、これを保管しなければならない。 

 

【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科学

研究費助成事業データベース（KAKEN）ホー

ムページにより公開される。）。 
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  （略） 
 
 
【利子の取扱】 

3-14 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。 

 
 
 
  （略） 
 
 
４ 間接経費の譲渡等 

 
 
  （略） 
 
 
５ 実績の報告 

 
【実績報告書の提出】 

5-1 研究代表者は、平成２８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、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。）。また、実績報告時に未使用の

補助金が生じた場合には、日本学術振興会に

返還しなければならない。 

 
 
【翌年度にわたる補助金の使用を行う場合の実

績報告書の提出】 

5-2 「2-8」の規定に基づき、補助事業の期間

を延長するとともに、翌年度にわたる補助金

の使用を行う場合には、研究代表者は、補助

事業を開始した年度の終了時において、様式

Ｃ－１７－１「実績報告書（収支決算報告書

（２））」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、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

 
 
  （略） 
 
 

【利子及び為替差益の取扱】 

3-14 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。 

 

 

（略） 
 

 

４ 間接経費の譲渡等 

 

 

  （略） 

 

 

５ 実績の報告 

 

【実績報告書の提出】 

5-1 研究代表者は、平成２９８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、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科学研究費助成事

業データベース（KAKEN）ホームページによ

り公開される。）。また、実績報告時に未使

用の補助金が生じた場合には、日本学術振興

会に返還しなければならない。 

 

【翌年度にわたる補助金の使用を行う場合の実

績報告書の提出】 

5-2 「2-8」の規定に基づき、補助事業の期間

を延長するとともに、翌年度にわたる補助金

の使用を行う場合には、研究代表者は、補助

事業を開始した年度の終了時において、様式

Ｃ－１７－１「実績報告書（収支決算報告書

（２））」により、日本学術振興会に実績報

告を行うとともに、平成３０２９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、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
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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。） 

 

 

 

６ 研究成果報告書等の提出 

 
【研究成果報告書等の提出】 

6-1 「新学術領域研究（研究領域提案型）」の

計画研究及び生命科学系３分野支援活動、

「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」の研究

課題の研究代表者は、研究計画の 終年度の

翌年度の６月３０日までに、補助金により実

施した研究の成果について、様式Ｃ－１９

「研究成果報告書」により、日本学術振興会

に成果報告を行わなければならない。ただ

し、上記の提出期限までに報告書を取りまと

められない場合には、様式Ｃ－２１「研究経

過報告書」を日本学術振興会に提出し、研究

成果の取りまとめができ次第速やかに研究

成果報告書により、日本学術振興会に成果報

告を行わなければならない（研究成果報告書

は、国立情報学研究所のホームページにより

公開される。）。 

 
 
 
6-2 研究代表者は、研究計画 終年度前年度の

応募研究課題が採択されたことに伴い、辞退

することとなった 終年度に当たる研究課

題の研究の成果については、様式Ｃ－１９

「研究成果報告書」により、日本学術振興会

に成果報告を行わなければならない（提出期

限は、辞退することとなった研究課題の 終

年度の翌年度の６月３０日までとする。ま

た、研究成果報告書は、国立情報学研究所の

ホームページにより公開される。）。 

 
 
 
【研究成果報告書等が未提出の場合の取扱】 

6-3 研究代表者が、科学研究費助成事業の他の

補助事業の「研究成果報告書」（様式Ｃ－１

９、様式Ｆ－１９、 様式Ｚ－１９）又は「研

究経過報告書」（様式Ｃ－２１、様式Ｆ－２

１、様式Ｚ－２１）を提出期限までに提出し

ない場合には、研究代表者及び研究分担者

は、上記報告書を文部科学省又は日本学術振

興会に提出するまで、補助事業の執行を停止

しなければならない（文部科学省又は日本学

術振興会が別に指示した場合は、その指示に

内容は、国立情報学研究所の科学研究費助成

事業データベース（KAKEN）ホームページに

より公開される。）。 

 

 

６ 研究成果報告書等の提出 

 

【研究成果報告書等の提出】 

6-1 「新学術領域研究（研究領域提案型）」の

計画研究及び生命科学系３分野支援活動、

「特別推進研究（平成２８年度に採択された

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」の研究課題の研究代表者は、研究計画

の 終年度の翌年度の６月３０日までに、補

助金により実施した研究の成果について、様

式Ｃ－１９「研究成果報告書」により、日本

学術振興会に成果報告を行わなければなら

ない。ただし、上記の提出期限までに報告書

を取りまとめられない場合には、様式Ｃ－２

１「研究経過報告書」を日本学術振興会に提

出し、研究成果の取りまとめができ次第速や

かに研究成果報告書により、日本学術振興会

に成果報告を行わなければならない（研究成

果報告書は、国立情報学研究所の科学研究費

助成事業データベース（KAKEN）ホームペー

ジにより公開される。）。 

 

6-2 研究代表者は、研究計画 終年度前年度の

応募研究課題が採択されたことに伴い、辞退

することとなった 終年度に当たる研究課

題の研究の成果については、様式Ｃ－１９

「研究成果報告書」により、日本学術振興会

に成果報告を行わなければならない（提出期

限は、辞退することとなった研究課題の 終

年度の翌年度の６月３０日までとする。ま

た、研究成果報告書は、国立情報学研究所の

科学研究費助成事業データベース（KAKEN）

ホームページにより公開される。）。 

 

 

【研究成果報告書等が未提出の場合の取扱】 

6-3 研究代表者が、科学研究費助成事業の他の

補助事業の「研究成果報告書」（様式Ｃ－１

９、様式Ｆ－１９－１、様式Ｆ－１９－２、 

様式Ｚ－１９、様式ＣＫ－１９）又は「研究

経過報告書」（様式Ｃ－２１、様式Ｆ－２１、

様式Ｚ－２１、様式ＣＫ－２１）を提出期限

までに提出しない場合には、研究代表者及び

研究分担者は、上記報告書を文部科学省又は

日本学術振興会に提出するまで、補助事業の

執行を停止しなければならない（文部科学省
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従わなければならない。）。 

 
 
6-4 研究分担者が、科学研究費助成事業の他

の補助事業の「研究成果報告書」（様式Ｃ

－１９、様式Ｆ－１９、様式Ｚ－１９）又

は「研究経過報告書」（様式Ｃ－２１、様

式Ｆ－２１、様式Ｚ－２１）を提出期限ま

でに提出しない場合には、研究分担者は、

上記報告書を文部科学省又は日本学術振興

会に提出するまで、補助事業の執行を停止

しなければならない（文部科学省又は日本

学術振興会が別に指示した場合は、その指

示に従わなければならない。）。 

 
 
 
 
【「新学術領域研究（研究領域提案型）」に係る

研究成果報告書（冊子体）等の提出】 

6-5 領域代表者（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）は、研

究領域の研究期間終了後又は「成果取りま

とめ」の研究課題の研究終了後の翌年度の

６月２０日から６月３０日までの間に、研

究領域内の各研究課題（公募研究を含む。）

の補助事業の成果を取りまとめた上で、様

式Ｃ－１８「研究成果報告書（冊子体）」

により、日本学術振興会に成果報告を行わ

なければならない（様式Ｃ－１８「研究成

果報告書（冊子体）」は、国立国会図書館

関西館にも併せて提出しなければならな

い。）。ただし、上記の提出期限までに報

告書を取りまとめられない場合には、様式

Ｃ－２３「研究成果報告書提出延期届」を

日本学術振興会に提出し、研究成果の取り

まとめができ次第速やかに、上記報告書等

により、日本学術振興会に成果報告及び届

出を行うとともに、上記報告書を国立国会

図書館関西館に提出しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

【「新学術領域研究（研究領域提案型）」に係る

研究成果報告書（冊子体）等が未提出の場合の

取扱】 

6-6 研究代表者が、様式Ｃ－１８「研究成果報

告書（冊子体）」又は様式Ｃ－２３「研究成

又は日本学術振興会が別に指示した場合は、

その指示に従わなければならない。）。 

 

6-4 研究分担者が、科学研究費助成事業の他

の補助事業の「研究成果報告書」（様式Ｃ

－１９、様式Ｆ－１９－１、様式Ｆ－１９

－２、様式Ｚ－１９、様式ＣＫ－１９）又

は「研究経過報告書」（様式Ｃ－２１、様

式Ｆ－２１、様式Ｚ－２１、様式ＣＫ－２

１）を提出期限までに提出しない場合には、

研究分担者は、上記報告書を文部科学省又

は日本学術振興会に提出するまで、補助事

業の執行を停止しなければならない（文部

科学省又は日本学術振興会が別に指示した

場合は、その指示に従わなければならな

い。）。 

 

 

【「新学術領域研究（研究領域提案型）」に係る

研究成果報告書（研究領域冊子体）等の提出】 

6-5 領域代表者（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）は、研

究領域の研究期間終了後又は「成果取りま

とめ」の研究課題の研究終了後の翌年度の

６月２０日から６月３０日までの間に、研

究領域内の各研究課題（公募研究を含む。）

の補助事業の成果を取りまとめた上で、様

式Ｃ－１８「研究成果報告書（研究領域冊

子体）」により、日本学術振興会に成果報

告を行わなければならない（様式Ｃ－１８

「研究成果報告書（研究領域冊子体）」は、

電子データでの提出とする国立国会図書館

関西館にも併せて提出しなければならな

い。）。ただし、上記の提出期限までに報

告書を取りまとめられない場合には、様式

Ｃ－２３「研究成果報告書提出延期届」を

日本学術振興会に提出し、研究成果の取り

まとめができ次第速やかに、上記報告書等

により、日本学術振興会に成果報告及び届

出を行わなければならないうとともに、上

記報告書を国立国会図書館関西館に提出し

なければならない。（研究成果報告書（研

究領域）は、国立情報学研究所の科学研究

費助成事業データベース（KAKEN）により公

開される。） 

 

 

【「新学術領域研究（研究領域提案型）」に係る

研究成果報告書（研究領域冊子体）等が未提出

の場合の取扱】 

6-6 研究代表者が、様式Ｃ－１８「研究成果報

告書（研究領域冊子体）」又は様式Ｃ－２３
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果報告書提出延期届」を提出期限までに提出

しない場合には、研究代表者及び研究分担者

は、上記報告書等を文部科学省に提出するま

で、平成２７年度補助事業の執行を停止しな

ければならない（文部科学省又は日本学術振

興会が別に指示した場合は、その指示に従わ

なければならない。）。 

 

6-7 研究分担者が、様式Ｃ－１８「研究成果報

告書（冊子体）」又は様式Ｃ－２３「研究成

果報告書提出延期届」を提出期限までに提出

しない場合には、研究分担者は、上記報告書

等を文部科学省に提出するまで、平成２７年

度補助事業の執行を停止しなければならな

い（文部科学省又は日本学術振興会が別に指

示した場合は、その指示に従わなければなら

ない。）。 

 
 
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 Number ８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 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

出した後に書籍、雑誌等において発表を行っ

た場合、又は産業財産権を取得した場合に

は、様式Ｃ－２４「研究成果発表報告書」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

「研究成果報告書提出延期届」を提出期限ま

でに提出しない場合には、研究代表者及び研

究分担者は、上記報告書等を文部科学省に提

出するまで、平成２８７年度補助事業の執行

を停止しなければならない（文部科学省又は

日本学術振興会が別に指示した場合は、その

指示に従わなければならない。）。 

 

6-7 研究分担者が、様式Ｃ－１８「研究成果報

告書（研究領域冊子体）」又は様式Ｃ－２３

「研究成果報告書提出延期届」を提出期限ま

でに提出しない場合には、研究分担者は、上

記報告書等を日本学術振興会文部科学省に

提出するまで、平成２８７年度補助事業の執

行を停止しなければならない（文部科学省又

は日本学術振興会が別に指示した場合は、そ

の指示に従わなければならない。）。 

 

 

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 Number JP８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 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

出した後に書籍、雑誌等において発表を行っ

た場合、又は産業財産権を取得した場合に

は、様式Ｃ－２４「研究成果発表報告書」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

究所の科学研究費助成事業データベース

（KAKEN）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においての中

に示されたデータ、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
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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。 

 

 

 

 

【生命倫理・安全対策等の遵守】 

8-4 研究代表者及び研究分担者が行う研究計

画に、社会的コンセンサスが必要とされてい

る研究、個人情報の取扱いに配慮する必要が

ある研究、及び生命倫理・安全対策に対する

取組が必要とされている研究など関連する

法令等を遵守しなければ行うことができな

い研究を含む場合には、研究代表者及び研究

分担者は、当該研究を、関連する法令等に基

づき実施しなければならない。 

 
 
 

（略） 
 

 

本的な注意義務を著しく怠ったことによる

ねつや研究結果等の捏造、や改ざん又は、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等】 

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

究倫理教育のを受講等をしなければならな

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、

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の

を受講等をしたすることを確認しなければ

ならない。 

 

【人権の保護及び法令生命倫理・安全対策等の遵

守】 

8-4 研究代表者及び研究分担者が行う研究計

画に、社会的コンセンサスが必要とされてい

る研究、個人情報の取扱いに配慮する必要が

ある研究、及び生命倫理・安全対策に対する

取組が必要とされている研究など関連する

法令等を遵守しなければ行うことができな

い研究を含む場合には、研究代表者及び研究

分担者は、当該研究を、関連する法令等に基

づき実施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２７年度 平成２８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２７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。）」、「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、不正使用、不

正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 

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２８２
７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年度以降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。）」、「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
使用、不正受給又は特定不正行為（発表さ
れた研究成果においての中に示されたデー
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や研究結
果等の捏造、や改ざん又は、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 
 
【補助事業期間】 
3-1 補助事業期間は単年度となることを踏ま

え、適切に管理すること。ただし、「特別
推進研究」については、国庫債務負担行為
分について研究期間が補助事業期間、調整
金を活用した研究費の前倒し使用分及び次
年度使用分並びに研究計画の大幅な変更に
伴う継続研究課題の増額応募等による増額
分（以下「調整金等交付分」という。）に
ついては単年度が補助事業期間となること
を踏まえ、適切に管理すること。 

 
 
 
【同一の補助事業のために交付される複数の補
助金の合算使用】 
3-2 「特別推進研究」については、研究代表

者及び研究分担者は、同一の補助事業を行
うために交付される複数の補助金（国庫債
務負担行為分及び調整金等交付分。以下同
じ。）を合わせた使用ができることとして
いるので、適切に管理すること。 

 
 
 
  （略） 
 
 
【支出の期限】 
3-6 補助事業に係る物品の納品、役務の提供

等を、補助事業を行う年度の３月３１日ま
でに終了し、これに係る支出を実績報告書
の提出期限までに行うこと。 

 
 
「特別推進研究」については、上記「3-6」
に代えて下記「3-6-1」のとおりとする。 

 
3-6-1 各年度に行う事業に係る物品の納
品、役務の提供等を、当該事業を行う年度
の３月３１日までに終了し、これに係る支
出を実績報告書の提出期限までに行うこ
と。 

 
 
 
  （略） 
 
 
【費目別の収支管理】 

 
 

（略） 
 
 
３ 研究機関が行う事務の内容 
 
【補助事業期間】 
3-1 補助事業期間は単年度となることを踏ま

え、適切に管理すること。ただし、「特別
推進研究（平成２７年度以前に採択された
研究課題）」については、国庫債務負担行
為分として交付されているため、について
研究期間が補助事業期間となるが、調整金
を活用した研究費の前倒し使用分及び次年
度使用分並びに研究計画の大幅な変更に伴
う継続研究課題の増額応募等による増額分
（以下「調整金等交付分」という。）につ
いては単年度が補助事業期間となることを
踏まえ、適切に管理すること。 

 
【同一の補助事業のために交付される複数の補
助金の合算使用】 
3-2 「特別推進研究（平成２７年度以前に採

択された研究課題）」については、研究代
表者及び研究分担者は、同一の補助事業を
行うために交付される複数の補助金（国庫
債務負担行為分及び調整金等交付分。以下
同じ。）を合わせた使用ができることとし
ているので、適切に管理すること。 

 
 
  （略） 
 
 
【支出の期限】 
3-6 補助事業に係る物品の納品、役務の提供

等を、補助事業を行う年度の３月３１日ま
でに終了し、これに係る支出を実績報告書
の提出期限までに行うこと。 

 
 
「特別推進研究（平成２７年度以前に採択さ
れた研究課題）」については、上記「3-6」
に代えて下記「3-6-1」のとおりとする。 

 
3-6-1 各年度に行う事業に係る物品の納
品、役務の提供等を、当該事業を行う年度
の３月３１日までに終了し、これに係る支
出を実績報告書の提出期限までに行うこ
と。 

 
 
  （略） 
 
 
【費目別の収支管理】 
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3-7 「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」に係る直接経費の収
支管理は、様式Ｂ－１「収支簿」（「特別推進
研究」にあっては「様式Ｂ」は「様式ＢＫ」、
「様式Ｃ」は「様式ＣＫ」と読み替えるものと
する。以下同じ。）を用いて、以下の費目ごと
に行うこと。 

 
 
 
  （略） 
 
 
3-9 「研究成果公開促進費（データベース）」
に係る直接経費の収支管理は、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）」）」を用いて、
以下の費目ごとに行うこと。 

 
 
  （略） 
 
 
【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。 

 
 
 
  （略） 
 
 
【特別推進研究の支払請求に係る手続】 
3-20 「特別推進研究」について、研究代表者

が、各年度に必要となる経費について請
求しようとする場合には、研究代表者が
作成する「支払請求書」を取りまとめ、
「支払請求書（表紙）」を添えて日本学
術振興会が別途指示する期日までに日本
学術振興会へ提出すること。 

 
 
 
 
【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。 

 
 

3-7 「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」に係る直接経費の収
支管理は、様式Ｂ－１「収支簿」（「特別推進
研究（平成２７年度以前に採択された研究課
題）」にあっては「様式Ｂ」は「様式ＢＫ」、
「様式Ｃ」は「様式ＣＫ」と読み替えるものと
する。以下同じ。）を用いて、以下の費目ごと
に行うこと。 

 
 
  （略） 
 
 
3-9 「研究成果公開促進費（データベース）」
に係る直接経費の収支管理は、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）」）」を用いて、
以下の費目ごとに行うこと。 

 
 
  （略） 
 
 
【間接経費使用執行実績報告書の報告提出】 
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、府
省共通研究開発管理システム（e-Rad）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。 

 
 
  （略） 
 
 
【特別推進研究（平成２７年度以前に採択され
た研究課題）の支払請求に係る手続】 
3-20 「特別推進研究（平成２７年度以前に採

択された研究課題）」について、研究代
表者が、各年度に必要となる経費につい
て請求しようとする場合には、研究代表
者が作成する「支払請求書」を取りまと
め、「支払請求書（表紙）」を添えて日
本学術振興会が別途指示する期日までに
日本学術振興会へ提出すること。 

 
 
【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） 



- 11 / 19 - 

  （略） 
 
 

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。 
 
 
 
  （略） 
 
 

⑦研究代表者の応募資格の喪失 
研究代表者が、応募資格を有しなく

なる場合又は補助事業を継続できなく
なる場合に、「3-21⑤」に規定する手
続により、補助事業を廃止するための
手続を行うこと。ただし、日本学術振
興会の特別研究員として採用されるこ
とで応募資格を有しなくなる研究代表
者（「特別推進研究」の研究代表者を
除く。）が、「3-21②」に規定する手
続を経て、補助金の全部又は一部を翌

 
 
 

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２９８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（平成２７年度以前に採択さ
れた研究課題）」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。 
 
 
  （略） 
 
 

⑦研究代表者の応募資格の喪失 
研究代表者が、応募資格を有しなく

なる場合又は補助事業を継続できなく
なる場合に、「3-21⑤」に規定する手
続により、補助事業を廃止するための
手続を行うこと。ただし、日本学術振
興会の特別研究員として採用されるこ
とで応募資格を有しなくなる研究代表
者（「特別推進研究」の研究代表者を
除く。）が、「3-21②」に規定する手
続を経て、補助金の全部又は一部を翌
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年度に使用することができる場合に
は、当該年度の補助事業を廃止する必
要はない。 

 
 
  （略） 
 
 

⑩研究分担者の変更 
研究代表者が、研究分担者（外国人

特別研究員である研究分担者を除く。）
を変更する場合に、当該研究代表者が
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。 
上記の変更において、研究分担者が

新たに加えられる場合には、当該研究
代表者が、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）」
を徴し、これを保管しなければならな
いこととしているので、必要に応じ事
務的な援助を行い、研究代表者が様式
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）」を保管してい
ることを確認すること。 

 
⑪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－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、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。 

 
 
  （略） 
 
 

⑫育児休業等の取得に伴う研究期間の延
長 

年度に使用することができる場合に
は、当該年度の補助事業を廃止する必
要はない。 

 
 
  （略） 
 
 

⑩研究分担者の変更 
研究代表者が、研究分担者（外国人

特別研究員である研究分担者を除く。）
を変更する場合に、当該研究代表者が
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。 

上記の変更において、研究分担者が
新たに加えられる場合には、事前に、
当該研究代表者が、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）」を徴し、これを保管しなけ
ればならないこととしているので、必
要に応じ事務的な援助を行い、研究代
表者が様式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）」を保
管していることを確認すること。 

 
⑪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－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、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。 

 
 
  （略） 
 
 

⑫育児休業等の取得に伴う研究期間の延
長 
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      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。 

 
 
  （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５
０％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５
０％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

      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２９８年３２月
１２８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５
０％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５
０％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
合又は旅費の総額が１０万円
程度を超えない範囲内で当該
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
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承認を得ること。 
 
 
 

③補助事業の廃止 
代表者が、補助事業を廃止しようと

する場合に、当該代表者が作成する様
式Ｃ－５５－１「補助事業廃止承認申
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
得るとともに、未使用の補助金を返還
し、廃止のときまでの補助事業につい
て、廃止の承認を受けた後、３０日以
内に、当該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。 
代表者が一人で行う補助事業にお

いて、当該代表者が欠けた場合には、
その旨を様式Ｃ－５５－２「代表者死
亡等報告書（研究成果公開促進費）」
により日本学術振興会に報告すると
ともに、未使用の補助金を返還するこ
と。 

 
 
  （略） 
 
 
【実績報告等に係る手続】 
3-24 「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） 
 
 
3-25 「特別推進研究」に係る次の手続を行う

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。 

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。 

 
③補助事業の廃止 

代表者が、補助事業を廃止しようと
する場合に、当該代表者が作成する様
式Ｃ－５５－１「補助事業廃止承認申
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
得るとともに、未使用の補助金を返還
し、廃止のときまでの補助事業につい
て、廃止の承認を受けた後、３０日以
内に、当該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。 

代表者が一人で行う補助事業にお
いて、当該代表者が欠けた場合には、
その旨を様式Ｃ－５５－２「代表者死
亡等報告書（研究成果公開促進費）」
により日本学術振興会に報告すると
ともに、未使用の補助金を返還するこ
と。 

 
 
  （略） 
 
 
【実績報告等に係る手続】 
3-24 「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） 
 
 
3-25 「特別推進研究（平成２７年度以前に採

択された研究課題）」に係る次の手続を行
うこと。 

 
  （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。 
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① 実績報告書の提出 
各補助事業について、平成２８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３
０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－５
１－４「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。 

また、補助事業の完了又は廃止の後
に行う実績の報告に伴い、日本学術振
興会から関係書類の提出を求められ
た場合は、遅滞なく関係書類を提出し
なければならないこととされている
ので、その場合には、関係書類を取り
まとめ、日本学術振興会に提出するこ
と。 

 
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、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。 

 
 
【研究成果報告に係る手続】 
3-28 「特別推進研究」、「新学術領域研究（研

① 実績報告書の提出 
各補助事業について、平成２９８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。 

また、補助事業の完了又は廃止の後
に行う実績の報告に伴い、日本学術振
興会から関係書類の提出を求められ
た場合は、遅滞なく関係書類を提出し
なければならないこととされている
ので、その場合には、関係書類を取り
まとめ、日本学術振興会に提出するこ
と。 

 
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、日本学術振興会に実績報告
を行うとともに、平成３０２９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。 

 
 
【研究成果報告に係る手続】 
3-28 「特別推進研究」、「新学術領域研究（研
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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） 
 

②研究成果報告書等が未提出の場合の
取扱 
研究代表者が、科学研究費助成事業

の他の補助事業の「研究成果報告書」
（様式Ｃ－１９、様式Ｆ－１９、様式
Ｚ－１９）又は「研究経過報告書」（様
式Ｃ－２１、様式Ｆ－２１、様式Ｚ－
２１）を提出期限までに提出しない場
合には、上記報告書を文部科学省又は
日本学術振興会に提出するまで、研究
代表者及び研究分担者が実施する補
助事業の執行を停止すること（文部科
学省又は日本学術振興会が別に指示
した場合は、その指示に従うこと。）。 
研究分担者が、科学研究費助成事業

の他の補助事業の「研究成果報告書」
（様式Ｃ－１９、様式Ｆ－１９、様式
Ｚ－１９）又は「研究経過報告書」（様
式Ｃ－２１、様式Ｆ－２１、様式Ｚ－
２１）を提出期限までに提出しない場
合には、上記報告書を文部科学省又は
日本学術振興会に提出するまで、研究
分担者が実施する補助事業の執行を
停止すること（文部科学省又は日本学
術振興会が別に指示した場合は、その
指示に従うこと。）。 

 
 
 
 
 

③ 「新学術領域研究（研究領域提案
型）」に係る研究成果報告書（冊子
体）等の提出 
研究領域の研究期間終了後又は「成

果取りまとめ」の研究課題の研究終了
後の翌年度の６月２０日から６月３
０日までの間に、領域代表者（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、研究領域内の
各研究課題（公募研究を含む。）の補
助事業の成果を取りまとめた上で作
成する、様式Ｃ－１８「研究成果報告
書（冊子体）」（様式Ｂ－１２「新学
術領域研究（研究領域提案型）研究成
果報告書等提出届」を添える。）によ
り、日本学術振興会に成果報告を行う
こと（様式Ｃ－１８「研究成果報告書
（冊子体）」は、国立国会図書館関西
館にも併せて提出すること。）。上記

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） 
 

 ②研究成果報告書等が未提出の場合の取
扱 

研究代表者が、科学研究費助成事業
の他の補助事業の「研究成果報告書」
（様式Ｃ－１９、様式Ｆ－１９－１、
様式Ｆ－１９－２、様式Ｚ－１９、様
式ＣＫ－１９）又は「研究経過報告書」
（様式Ｃ－２１、様式Ｆ－２１、様式
Ｚ－２１、様式ＣＫ－２１）を提出期
限までに提出しない場合には、上記報
告書を文部科学省又は日本学術振興
会に提出するまで、研究代表者及び研
究分担者が実施する補助事業の執行
を停止すること（文部科学省又は日本
学術振興会が別に指示した場合は、そ
の指示に従うこと。）。 
研究分担者が、科学研究費助成事業

の他の補助事業の「研究成果報告書」
（様式Ｃ－１９、様式Ｆ－１９－１、
様式Ｆ－１９－２、様式Ｚ－１９、様
式ＣＫ－１９）又は「研究経過報告書」
（様式Ｃ－２１、様式Ｆ－２１、様式
Ｚ－２１、様式ＣＫ－２１）を提出期
限までに提出しない場合には、上記報
告書を文部科学省又は日本学術振興
会に提出するまで、研究分担者が実施
する補助事業の執行を停止すること
（文部科学省又は日本学術振興会が
別に指示した場合は、その指示に従う
こと。）。 

 
③ 「新学術領域研究（研究領域提案

型）」に係る研究成果報告書（研究
領域冊子体）等の提出 
研究領域の研究期間終了後又は「成

果取りまとめ」の研究課題の研究終了
後の翌年度の６月２０日から６月３
０日までの間に、領域代表者（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、研究領域内の
各研究課題（公募研究を含む。）の補
助事業の成果を取りまとめた上で作
成する、様式Ｃ－１８「研究成果報告
書（研究領域冊子体）」（様式Ｂ－１
２「新学術領域研究（研究領域提案型）
研究成果報告書等提出届」を添える。）
により、日本学術振興会に成果報告を
行うこと（様式Ｃ－１８「研究成果報
告書（研究領域冊子体）」は、電子デ
ータで提供すること。）。国立国会図
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の提出期限までに報告書を取りまと
められない場合には、領域代表者が作
成する、様式Ｃ－２３「研究成果報告
書提出延期届」（様式Ｂ－１２「新学
術領域研究（研究領域提案型）研究成
果報告書等提出届」を添える。）を日
本学術振興会に提出し、研究成果の取
りまとめができ次第速やかに、領域代
表者が作成する、上記報告書等により
日本学術振興会に成果報告及び届出
を行うとともに、上記報告書を国立国
会図書館関西館に提出すること。 

 
 
 

④「新学術領域研究（研究領域提案型）」
に係る研究成果報告書（冊子体）等が
未提出の場合の取扱 
研究代表者が、様式Ｃ－１８「研究

成果報告書（冊子体）」又は様式Ｃ－
２３「研究成果報告書提出延期届」を
提出期限までに提出しない場合には、
上記報告書等を日本学術振興会に提
出するまで、研究代表者及び研究分担
者が実施する補助事業の執行を停止
すること（文部科学省又は日本学術振
興会が別に指示した場合は、その指示
に従うこと。）。 
研究分担者が、様式Ｃ－１８「研究

成果報告書（冊子体）」又は様式Ｃ－
２３「研究成果報告書提出延期届」を
提出期限までに提出しない場合には、
上記報告書等を日本学術振興会に提
出するまで、研究分担者が実施する補
助事業の執行を停止すること（文部科
学省又は日本学術振興会が別に指示
した場合は、その指示に従うこと。）。 

 
 
【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。 
① 研究成果発表における謝辞の表示 

研究代表者及び研究分担者が、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
（「JSPS KAKENHI Grant Number ８桁
の課題番号」）を必ず記載するよう、
研究代表者及び研究分担者に周知する
こと。 

また、研究機関のホームページや広
報誌において補助事業の成果を発表す
る場合には、その成果が補助金の交付
を受けて行った研究の成果であること
を表示すること。 

 
 

書館関西館にも併せて提出するこ
と。）。上記の提出期限までに報告書
を取りまとめられない場合には、領域
代表者が作成する、様式Ｃ－２３「研
究成果報告書提出延期届」（様式Ｂ－
１２「新学術領域研究（研究領域提案
型）研究成果報告書等提出届」を添え
る。）を日本学術振興会に提出し、研
究成果の取りまとめができ次第速や
かに、領域代表者が作成する、上記報
告書等により日本学術振興会に成果
報告及び届出を行うとともに、上記報
告書を国立国会図書館関西館に提出
すること。 

 
④「新学術領域研究（研究領域提案型）」
に係る研究成果報告書（研究領域冊子
体）等が未提出の場合の取扱 
研究代表者が、様式Ｃ－１８「研究

成果報告書（研究領域冊子体）」又は
様式Ｃ－２３「研究成果報告書提出延
期届」を提出期限までに提出しない場
合には、上記報告書等を日本学術振興
会に提出するまで、研究代表者及び研
究分担者が実施する補助事業の執行
を停止すること（文部科学省又は日本
学術振興会が別に指示した場合は、そ
の指示に従うこと。）。 

研究分担者が、様式Ｃ－１８「研究
成果報告書（研究領域冊子体）」又は
様式Ｃ－２３「研究成果報告書提出延
期届」を提出期限までに提出しない場
合には、上記報告書等を日本学術振興
会に提出するまで、研究分担者が実施
する補助事業の執行を停止すること
（文部科学省又は日本学術振興会が
別に指示した場合は、その指示に従う
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。 
① 研究成果発表における謝辞の表示 

研究代表者及び研究分担者が、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
（「JSPS KAKENHI Grant Number JP 
８桁の課題番号」）を必ず記載するよ
う、研究代表者及び研究分担者に周知
すること。 

また、研究機関のホームページや広
報誌において補助事業の成果を発表す
る場合には、その成果が補助金の交付
を受けて行った研究の成果であること
を表示すること。 
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  （略） 
 
 
【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。 

 
 
  （略） 
 
 
 
４ 適正な使用の確保 
 
 
  （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、「研究活動における不正行為への対応

等に関するガイドライン」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、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、日本学術振興会に報告の上、速やかに
調査を実施し、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。 

 
【不正行為に伴う補助金の返還等】 
5-4 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

  （略） 
 
 
【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。 

 
 
  （略） 
 
 
４ 適正な使用の確保 
 
 
  （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、「研究活動における不正行為への対応

等に関するガイドライン」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、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、日本学術振興会に報告の上、速やかに
調査を実施し、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。 

 
【不正行為に伴う補助金の返還等】 
5-4 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
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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。 
 
 
  （略） 
 
 
【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 
 
 

研究代表者又は研究分担者が、社会的コン
センサスが必要とされている研究、個人情報
の取扱いに配慮する必要がある研究及び生命
倫理・安全対策に対する取組が必要とされて
いる研究等を実施する場合に行うこととされ
ている、関連する法令等に基づく文部科学省
への届出等に関する事務を行うこと。 

 
 
７ 関係書類の整理・保管 
 
 
  （略） 
 

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。 
 
 
  （略） 
 
 
【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 人権保護及び法令生命倫理・安全対策等の

遵守に係る事務 
 

研究代表者又は研究分担者が、社会的コン
センサスが必要とされている研究、個人情報
の取扱いに配慮する必要がある研究及び生命
倫理・安全対策に対する取組が必要とされて
いる研究等を実施する場合に行うこととされ
ている、関連する法令等に基づく文部科学省
等関係府省庁等への届出等に関する事務を行
うこと。 

 
７ 関係書類の整理・保管 
 
 
  （略） 
 

 


