
令和元年度科学研究費助成事業における交付条件の主な変更点について 
 

令和元年度の交付条件については、制度の改善に伴って次のような変更を⾏うととも
に、研究種⽬名を最新の情報に更新するなど⽂⾔の整理を⾏っています。 

 
○海外における研究滞在等による科研費の研究中断・再開について 

（交付条件 3-13、3-14 等） 
  海外における研究滞在等による科研費の研究中断・再開の仕組みを導⼊するため、

研究を中断する際の⼿続や、研究期間を延⻑する際の⼿続について新たに規定してい
ます。 

 
 ○補助事業を廃⽌する際等における実績報告書の提出期限について 

（交付条件 3-3 等） 
   年度途中で補助事業を廃⽌する際等における実績報告書の提出期限について、廃⽌

の承認を得た後「３０⽇以内」から「６１⽇以内」に変更しています。 
 
 ○研究分担者を新たに加える場合の⼿続（研究分担者承諾の⼿続）について 

（交付条件 3-9 等） 
   従来書⾯にて⾏っていた、研究分担者を新たに加える際に承諾を得る⼿続について

は、今後、電⼦申請システムにより⾏うため、必要な変更を⾏っています。 

 

別紙４ 



- 1 / 13 - 

 

 

令和元年度科学研究費助成事業における交付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－学術研究助成基金助成金研究者使用ルール（交付条件）」の主な

変更点 

 

平成３０年度 令和元年度 

＜「基盤研究（Ｃ）」、「挑戦的研究（萌芽）」、「挑

戦的萌芽研究」（平成２８年度以前に採択された

研究課題）、「若手研究」、「若手研究（Ｂ）」（平

成２９年度以前に採択された研究課題）、「基盤

研究（Ｂ）」のうち平成２４年度から平成２６年

度に採択された配分総額５００万円以下の研究

課題及び平成２７年度以降に採択された応募区

分「特設分野研究」の研究課題、「若手研究（Ａ）」

（平成２４年度から平成２６年度に採択された

配分総額５００万円以下の研究課題）、「特別研

究促進費」、｢新学術領域研究（研究領域提案型）

『国際共同研究加速基金（国際活動支援班）』｣

（平成２８年度以前に採択された研究課題）及

び、「国際共同研究加速基金（帰国発展研究）」

＞ 
 
 
  （略） 
 
 
１ 総則 

 

 
（略） 

 

 
２ 直接経費の使用 

 
 

（略） 
 
 
【研究・契約等の開始】 
2-6 新たに採択された研究課題については、内

定通知日以降研究を開始し、必要な契約等を

行うことができるが、必要な経費は、直接経

費受領後に支出し、又は研究機関等が立て替

えて直接経費受領後に精算しなければなら

ない。 
ただし、「国際共同研究加速基金（帰国発

展研究）」においては、研究代表者が所属す

る研究機関による交付申請書の提出日以降

研究を開始し、必要な契約等を行うことがで

きるが、必要な経費は、直接経費受領後に支

出し、又は研究機関等が立て替えて直接経費

＜「基盤研究（Ｃ）」、「挑戦的研究（萌芽）」、「挑

戦的萌芽研究」（平成２８年度以前に採択された

研究課題）、「若手研究」、「若手研究（Ｂ）」（平

成２９年度以前に採択された研究課題）、「研究

活動スタート支援」、「基盤研究（Ｂ）」のうち平

成２４年度から平成２６年度に採択された配分

総額５００万円以下の研究課題及び平成２７年

度以降に採択された応募区分「特設分野研究」

の研究課題、「若手研究（Ａ）」（平成２４年度か

ら平成２６年度に採択された配分総額５００万

円以下の研究課題）、「特別研究促進費」、｢新学

術領域研究（研究領域提案型）『国際共同研究加

速基金（国際活動支援班）』｣（平成２８年度以

前に採択された研究課題）及び、「国際共同研究

加速基金（帰国発展研究）」＞ 

 
 

（略） 
 
 
１ 総則 

 

 
 （略） 
 
 
２ 直接経費の使用 

 
 

（略） 
 
 
【研究・契約等の開始】 
2-6 新たに採択された研究課題については、内

定通知日以降研究を開始し、必要な契約等を

行うことができるが、必要な経費は、直接経

費受領後に支出し、又は研究機関等が立て替

えて直接経費受領後に精算しなければなら

ない。 
ただし、「国際共同研究加速基金（帰国発

展研究）」及び海外における研究滞在等によ

る中断後の再開の場合にはにおいては、日本

学術振興会への研究代表者が所属する研究

機関による交付申請書（再開の場合には再開

時の交付申請書）の提出日以降研究を開始



- 2 / 13 - 

受領後に精算しなければならない。 
 
 
 
 
 

（略） 
 
 
【使用の制限】 
2-9 直接経費は、次の経費として使用してはな

らない。 
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 
 
 

（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） 

 
 

（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Ｆ－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、未使用の助成金

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、

様式Ｆ－６－２「実績報告書（収支決算報告

書）」及び様式Ｆ－７－２「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）によ

り公開される。）。 
 
 

（略） 
 

し、必要な契約等を行うことができるが、必

要な経費は、直接経費受領後に支出し、又は

研究機関等が立て替えて直接経費受領後に

精算しなければならない。 
 
 

（略） 
 
 
【使用の制限】 
2-9 直接経費は、次の経費として使用してはな

らない。 
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 
 
 

（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） 

 
 

（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Ｆ－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、未使用の助成金

を返還し、廃止のときまでの補助事業につい

て、廃止の承認を得た受けた後、６１３０日

以内に、様式Ｆ－６－２「実績報告書（収支

決算報告書）」及び様式Ｆ－７－２「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）により公開される。）。 
 
 

（略） 
 



- 3 / 13 - 

 
【研究代表者の応募資格の喪失等】 
3-5 研究代表者は、応募資格を有しなくなる場

合、１年を超えて補助事業を継続して実施で

きなくなる場合、公募要領に示す重複制限に

より補助事業を実施できなくなる場合、又は

補助事業以外で不正使用、不正受給又は不正

行為により助成金を交付しないこととされ

た場合には、「3-3」に規定する手続により、

補助事業を廃止しなければならない。ただ

し、産前産後の休暇又は育児休業を取得し１

年を超えて補助事業を中断する場合には、

「3-11」及び「3-12」に従うものとする。 
 
 
 
 
 
 

（略） 
 
 
【研究分担者の変更】 

 
 

（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Ｆ－１１「研究分

担者承諾書（他機関用）」又は様式Ｆ－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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
【補助事業期間の延長】 
3-10 研究代表者は、研究計画変更等に伴い、

研究計画 終年度の翌年度まで補助事業期

間の延長を希望する場合には、研究計画 終

年度の３月１日までに、様式Ｆ－１４「補助

事業期間延長承認申請書」により日本学術振

興会に対し申請を行い、日本学術振興会の承

認を得なければならない。 
なお、１年を超えて補助事業期間を延長す

ることはできない。ただし、産前産後の休暇

又は育児休業を取得する場合には、「3-11」

 
【研究代表者の応募資格の喪失等】 
3-5 研究代表者は、応募資格を有しなくなる場

合、１年を超えて補助事業を継続して実施で

きなくなる場合、公募要領に示す重複制限に

より補助事業を実施できなくなる場合、又は

補助事業以外で不正使用、不正受給若しくは

又は不正行為により助成金を交付しないこ

ととされた場合には、「3-3」に規定する手続

により、補助事業を廃止しなければならな

い。ただし、産前産後の休暇又は育児休業を

取得し１年を超えて補助事業を中断する場

合には、「3-11」及び「3-12」に規定する手

続による従うものとする。また、海外におけ

る研究滞在等により補助事業を中断する場

合には、「3-13」に規定する手続によるもの

とする。 
 
 

（略） 
 
 
【研究分担者の変更】 

 
 

（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、研究分担者承諾の手続

を行わなければならない様式Ｆ－１１「研究

分担者承諾書（他機関用）」又は様式Ｆ－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。その際、

国際共同研究加速基金（帰国発展研究 ）」に

おいては、様式Ｆ－１１「研究分担者承諾書

（他機関用）」又は様式Ｆ－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。 
 
 
【補助事業期間の延長】 
3-10 研究代表者は、研究計画変更等に伴い、

研究計画 終年度の翌年度まで補助事業期

間の延長を希望する場合には、研究計画 終

年度の３月１日までに、様式Ｆ－１４「補助

事業期間延長承認申請書」により日本学術振

興会に対し申請を行い、日本学術振興会の承

認を得なければならない。 
なお、１年を超えて補助事業期間を延長す

ることはできない。ただし、産前産後の休暇

又は育児休業を取得する場合には、「3-11」
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及び「3-12」に従うものとする。 
 
 
 
 
 

（略） 
 
 

【育児休業等の取得に伴う補助事業期間の延長】 
3-12 育児休業等の取得による研究計画変更等

に伴い、補助事業期間の延長を希望する場

合には、補助事業を再開する前に様式Ｆ－

１３－２「産前産後の休暇又は育児休業の

取得に伴う補助事業期間延長承認申請書」

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。なお、補助事業期

間は、育児休業等を取得することにより補

助事業を中断する期間に応じて延長するこ

とができる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

及び「3-12」に規定する手続による従うもの

とする。また、海外における研究滞在等によ

り補助事業を中断する場合には、「3-13」に

規定する手続によるものとする。 
 
 

（略） 
 
 

【育児休業等の取得に伴う補助事業期間の延長】 
3-12 研究代表者は、育児休業等の取得による

研究計画変更等に伴い、補助事業期間の延

長を希望する場合には、補助事業を再開す

る前に様式Ｆ－１３－２「産前産後の休暇、

又は育児休業の取得又は海外における研究

滞在等に伴う補助事業期間延長承認申請

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。なお、補助事

業期間は、育児休業等を取得することによ

り補助事業を中断する期間に応じて延長す

ることができる。 
 
【海外における研究滞在等による中断】 
3-13 研究代表者（国際活動支援班を除く。）は、

海外における研究滞在等により補助事業を

中断し、未使用の助成金について中断の終

了後に再交付を希望する場合には、様式Ｆ

－１３－４「海外における研究滞在等によ

る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

使用の助成金を返還し、中断の時までの補

助事業について、中断の承認を得た後、６

１日以内に、様式Ｆ－６－２「実績報告書

（収支決算報告書）」及び様式Ｆ－７－２

「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）により公開される。）。 
 
【海外における研究滞在等に伴う補助事業期間

の延長】 
3-14 研究代表者（国際活動支援班を除く。）は、

海外における研究滞在等により補助事業を

中断し、かつ１年以内に補助事業を再開し

た場合であって、研究計画変更等に伴い、

補助事業期間の延長を希望する場合には、

様式Ｆ－１３－２「産前産後の休暇、育児

休業の取得又は海外における研究滞在等に

伴う補助事業期間延長承認申請書」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。なお、補助事業期間は、

海外における研究滞在等により補助事業を
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（略） 
 
 
４ 間接経費の譲渡等 

 
 

（略） 
 
 
５ 実施状況の報告 

 
 

（略） 
 
 
６ 実績の報告 

 
【実績報告書の提出】 
6-1 研究代表者は、研究計画 終年度の翌年度

の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Ｆ－６－２「実績報告書（収支

決算報告書）」及び様式Ｆ－７－２「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）により公開される。）。また、実

績報告時に未使用の助成金が生じた場合に

は、日本学術振興会に返還しなければならな

い。 
 

 
７ 研究成果報告書等の提出 

 
 

（略） 
 

 

８ 研究成果の発表 

 
 

（略） 
 
 
９ その他 

 

中断する期間に応じて延長することができ

る。ただし、海外における研究滞在等によ

り応募資格を有しなくなる場合には、

「3-13」に規定する手続によるものとする。 
 

 

（略） 
 

 

４ 間接経費の譲渡等 

 

 

 （略） 
 

 

５ 実施状況の報告 

 

 

（略） 
 

 

６ 実績の報告 

 
【実績報告書の提出】 
6-1 研究代表者は、研究計画 終年度の翌年度

の５月３１日まで（補助事業を廃止した場合

には、当該廃止の承認を得た受けた後６１３

０日以内）に、様式Ｆ－６－２「実績報告書

（収支決算報告書）」及び様式Ｆ－７－２「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）により公開される。）。また、実

績報告時に未使用の助成金が生じた場合に

は、日本学術振興会に返還しなければならな

い。 
 

 

７ 研究成果報告書等の提出 

 

 

（略） 
 

 

８ 研究成果の発表 

 

 
（略） 

 
 
９ その他 
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【研究倫理教育の受講等の確認】 
9-1  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Ｆ－９

－１「研究分担者変更承認申請書」を提出

する前に、様式Ｆ－１１「研究分担者承諾

書（他機関用）」又は様式Ｆ－１２「研究分

担者承諾書（同一機関用）」を速やかに徴し、

研究分担者が研究倫理教育の受講等をした

ことを確認しなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
（略） 

 

 

【研究倫理教育の受講等の確認】 
9-1  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Ｆ－９－

１「研究分担者変更承認申請書」を提出する

前に、研究分担者承諾の手続を行い様式Ｆ－

１１「研究分担者承諾書（他機関用）」又は

様式Ｆ－１２「研究分担者承諾書（同一機関

用）」を速やかに徴し、研究分担者が研究倫

理教育の受講等をしたことを確認しなけれ

ばならない。その際、国際共同研究加速基金

（帰国発展研究 ）」においては、様式Ｆ－１

１「研究分担者承諾書（他機関用）」又は様

式Ｆ－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。 
 
 
（略） 
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２.「科学研究費助成事業－科研費－学術研究助成基金助成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３０年度 令和元年度 

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。）が取り扱う科学研究費助成

事業（学術研究助成基金助成金）（「基盤研究

（Ｃ）」、「挑戦的研究（萌芽）」、「挑戦的萌芽研

究」（平成２８年度以前に採択された研究課題）、

「若手研究」、「若手研究（Ｂ）」（平成２９年度

以前に採択された研究課題）、「基盤研究（Ｂ）」

のうち平成２４年度から平成２６年度に採択さ

れた配分総額５００万円以下の研究課題及び平

成２７年度以降に採択された応募区分「特設分

野研究」の研究課題、「若手研究（Ａ）」のうち

平成２４年度から平成２６年度に採択された配

分総額５００万円以下の研究課題、「特別研究促

進費」、｢新学術領域研究（研究領域提案型）『国

際共同研究加速基金（国際活動支援班）』｣（平

成２８年度以前に採択された研究課題）、「国際

共同研究加速基金（帰国発展研究）」に限る。）（以

下「助成金」という。）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 交付申請書又は支払請求書に記載された

研究代表者及び研究分担者が、助成金や科

学研究費補助金、それ以外の競争的資金で、

不正使用、不正受給又は不正行為（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、助成金の支払を受

ける年度において、日本学術振興会から助

成金を交付しないこととされている者でな

いことを確認すること。 
 
 
 
 

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。）が取り扱う科学研究費助成

事業（学術研究助成基金助成金）（「基盤研究

（Ｃ）」、「挑戦的研究（萌芽）」、「挑戦的萌芽研

究」（平成２８年度以前に採択された研究課題）、

「若手研究」、「若手研究（Ｂ）」（平成２９年度

以前に採択された研究課題）、「基盤研究（Ｂ）」

のうち平成２４年度から平成２６年度に採択さ

れた配分総額５００万円以下の研究課題及び平

成２７年度以降に採択された応募区分「特設分

野研究」の研究課題、「若手研究（Ａ）」のうち

平成２４年度から平成２６年度に採択された配

分総額５００万円以下の研究課題、「研究活動ス

タート支援」、「特別研究促進費」、｢新学術領域

研究（研究領域提案型）『国際共同研究加速基金

（国際活動支援班）』｣（平成２８年度以前に採

択された研究課題）、「国際共同研究加速基金（帰

国発展研究）」に限る。）（以下「助成金」という。）

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 交付申請書又は支払請求書に記載された

研究代表者及び研究分担者が、助成金や科学

研究費補助金、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、助成金の支払を受ける

年度において、日本学術振興会から助成金を

交付しないこととされている者でないこと

を確認すること。 
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1-4 研究代表者が交付申請書又は支払請求書

に記載している研究分担者の「研究分担者

承諾書」を保管していることを確認するこ

と。 
 
 
 

２ 研究代表者及び研究分担者との関係に関す

る定め 
 

 
（略） 

 
 
３ 研究機関が行う事務の内容 
 
 

（略） 
 
 
【使用の開始】 
3-2 研究代表者及び研究分担者が、交付され

た直接経費の使用を速やかに開始できるよ

う、必要な事務を迅速に行うこと。 
（新規の研究課題については内定通知日以

降補助事業を開始し、必要な契約等を行っ

て差し支えない。ただし、「国際共同研究加

速基金（帰国発展研究）」においては、研究

代表者が所属する研究機関による交付申請

書の提出日以降補助事業を開始し、必要な

契約等を行って差し支えない。必要な経費

は、直接経費受領後に支出し、又は研究機

関等が立て替えて直接経費受領後に精算す

ること。） 
 
 
 
 
（略） 
 
 

【使用の制限】 
3-8 直接経費は、次の費用として使用しない

こと。 
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 

 
1-4 「国際共同研究加速基金（帰国発展研究）」

においては、研究代表者が交付申請書又は支

払請求書に記載している研究分担者の「研究

分担者承諾書」を保管していることを確認す

ること。 
 
 

２ 研究代表者及び研究分担者との関係に関す

る定め 
 
 

（略） 
 
 
３ 研究機関が行う事務の内容 
 
 

（略） 
 
 
【使用の開始】 
3-2 研究代表者及び研究分担者が、交付された

直接経費の使用を速やかに開始できるよう、

必要な事務を迅速に行うこと。 
（新規の研究課題については内定通知日以

降補助事業を開始し、必要な契約等を行って

差し支えない。ただし、「国際共同研究加速

基金（帰国発展研究）」及び海外における研

究滞在等による中断後の再開の場合にはに

おいては、研究代表者が所属する研究機関に

よる日本学術振興会への交付申請書（再開の

場合には再開時の交付申請書）の提出日以降

補助事業を開始し、必要な契約等を行って差

し支えない。必要な経費は、直接経費受領後

に支出し、又は研究機関等が立て替えて直接

経費受領後に精算すること。） 
 
 

（略） 
 
 

【使用の制限】 
3-8 直接経費は、次の費用として使用しない

こと。 
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 
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④ その他、間接経費を使用することが適切

な経費 
 
 

（略） 
 
 
【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】 
3-17 交付申請書の記載内容の変更にあたり、

次の手続を行うこと。 
 
 

（略） 
 
 

②補助事業の廃止 
研究代表者が、補助事業を廃止しようと

する場合に、当該研究代表者が作成する様

式Ｆ－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、未使用の助成金を返還し、

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、当該研

究代表者が作成する様式Ｆ－６－２「実績

報告書（収支決算報告書）」及び様式Ｆ－７

－２「実績報告書（研究実績報告書）」を取

りまとめ、日本学術振興会に実績報告を行

うこと。 
研究代表者が欠けた場合には、その旨を

様式Ｆ－５－２「研究代表者死亡等報告書」

により日本学術振興会に報告するとともに

必要な事務を行った上で、未使用の助成金

を返還し、様式Ｆ－６－２「実績報告書（収

支決算報告書）」により日本学術振興会に実

績報告を行うこと。 
 
国際共同研究加速基金（帰国発展研究）」

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 補助事業の廃止 
研究代表者が、補助事業を廃止し

ようとする場合に、当該研究代表者

が作成する様式Ｆ－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、未使用の助成金を返還し、

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、当該研究代表者が作成する

様式Ｆ－６－２「実績報告書（収支

決算報告書）」（様式Ｅ－３－２「収

支決算報告書（表紙）」を添える。）

④ その他、間接経費を使用することが適切

な経費 
 
 

（略） 
 
 
【交付申請書の記載内容の変更に係る手続】 
3-17 交付申請書の記載内容の変更にあたり、

次の手続を行うこと。 
 
 

（略） 
 
 

②補助事業の廃止 
研究代表者が、補助事業を廃止しようと

する場合に、当該研究代表者が作成する様

式Ｆ－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、未使用の助成金を返還し、

廃止のときまでの補助事業について、廃止

の承認を得た受けた後、６１３０日以内に、

当該研究代表者が作成する様式Ｆ－６－２

「実績報告書（収支決算報告書）」及び様式

Ｆ－７－２「実績報告書（研究実績報告書）」

を取りまとめ、日本学術振興会に実績報告

を行うこと。 
研究代表者が欠けた場合には、その旨を

様式Ｆ－５－２「研究代表者死亡等報告書」

により日本学術振興会に報告するとともに

必要な事務を行った上で、未使用の助成金

を返還し、様式Ｆ－６－２「実績報告書（収

支決算報告書）」により日本学術振興会に実

績報告を行うこと。 
 
「国際共同研究加速基金（帰国発展研

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 補助事業の廃止 
研究代表者が、補助事業を廃止し

ようとする場合に、当該研究代表者

が作成する様式Ｆ－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、未使用の助成金を返還し、

廃止のときまでの補助事業につい

て、廃止の承認を得た受けた後、６

１３０日以内に、当該研究代表者が

作成する様式Ｆ－６－２「実績報告

書（収支決算報告書）」（様式Ｅ－３

－２「収支決算報告書（表紙）」を添
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及び様式Ｆ－７－２「実績報告書（研

究実績報告書）」（様式Ｅ－４－２「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。 
研究代表者が欠けた場合には、そ

の旨を様式Ｆ－５－２「研究代表者

死亡等報告書」により日本学術振興

会に報告するとともに必要な事務を

行った上で、未使用の助成金を返還

し、様式Ｆ－６－２「実績報告書（収

支決算報告書）」（様式Ｅ－３－２「収

支決算報告書（表紙）」を添える。）

により日本学術振興会に実績報告を

行うこと。 
 
 

（略） 
 
 

④研究代表者の応募資格の喪失等 
研究代表者が、応募資格を有しなくなる

場合、１年を超えて補助事業を継続して実

施できなくなる場合、公募要領に示す重複

制限により補助事業を実施できなくなる場

合、又は補助事業以外で不正使用、不正受

給又は不正行為により助成金を交付しない

こととされた場合には、「3-17②」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、産前産後の休暇

又は育児休業を取得し１年を超えて補助事

業を中断する場合には、「3-17⑨」及び

「3-17⑩」に従い手続を行うこと。 
 
 
 
 
 

（略） 
 
 

⑦研究分担者の変更 
研究代表者が、研究分担者を変更する場

合に、当該研究代表者が作成する様式Ｆ－

９－１「研究分担者変更承認申請書」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Ｆ－１１「研究分担者承諾

書（他機関用）」又は様式Ｆ－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

える。）及び様式Ｆ－７－２「実績報

告書（研究実績報告書）」（様式Ｅ－

４－２「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。 
研究代表者が欠けた場合には、そ

の旨を様式Ｆ－５－２「研究代表者

死亡等報告書」により日本学術振興

会に報告するとともに必要な事務を

行った上で、未使用の助成金を返還

し、様式Ｆ－６－２「実績報告書（収

支決算報告書）」（様式Ｅ－３－２「収

支決算報告書（表紙）」を添える。）

により日本学術振興会に実績報告を

行うこと。 
 
 

（略） 
 
 

④研究代表者の応募資格の喪失等 
研究代表者が、応募資格を有しなくなる

場合、１年を超えて補助事業を継続して実

施できなくなる場合、公募要領に示す重複

制限により補助事業を実施できなくなる場

合、又は補助事業以外で不正使用、不正受

給若しくは又は不正行為により助成金を交

付しないこととされた場合には、「3-17②」

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、産前産

後の休暇又は育児休業を取得し１年を超え

て補助事業を中断する場合には、「3-17⑨」

及び「3-17⑩」に規定する従い手続を行う

こと。また、海外における研究滞在等によ

り補助事業を中断する場合には、「3-17⑪」

に規定する手続を行うこと。 
 
 

（略） 
 
 

⑦研究分担者の変更 
研究代表者が、研究分担者を変更する場

合に、当該研究代表者が作成する様式Ｆ－

９－１「研究分担者変更承認申請書」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Ｆ－１１「研究分担者承諾

書（他機関用）」又は様式Ｆ－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
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で、必要に応じ事務的な援助を行い、研究

代表者が様式Ｆ－１１「研究分担者承諾書

（他機関用）」又は様式Ｆ－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。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（略） 
 
 

⑩育児休業等に伴う補助事業期間の延長 
研究代表者が、育児休業等の取得による

研究計画変更等に伴い、補助事業期間の延

長を希望する場合には、補助事業を再開す

る前に、当該研究代表者が作成する様式Ｆ

－１３－２「産前産後の休暇又は育児休業

の取得に伴う補助事業期間延長承認申請

書」により申請を行い、日本学術振興会の

承認を得ること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で、必要に応じ事務的な援助を行い、研究

代表者が様式Ｆ－１１「研究分担者承諾書

（他機関用）」又は様式Ｆ－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。 
 
「国際共同研究加速基金（帰国発展研

究 ）」については、上記「⑦」に代えて下

記「⑦-1」のとおりとする。 
 

⑦-1 研究分担者の変更 
研究代表者が、研究分担者を変更

する場合に、当該研究代表者が作成

する様式Ｆ－９－１「研究分担者変

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Ｆ－１

１「研究分担者承諾書（他機関用）」

又は様式Ｆ－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Ｆ－１１「研

究分担者承諾書（他機関用）」又は様

式Ｆ－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。 
 
 

（略） 
 
 

⑩育児休業等に伴う補助事業期間の延長 
研究代表者が、育児休業等の取得による

研究計画変更等に伴い、補助事業期間の延

長を希望する場合には、補助事業を再開す

る前に、当該研究代表者が作成する様式Ｆ

－１３－２「産前産後の休暇、又は育児休

業の取得又は海外における研究滞在等に伴

う補助事業期間延長承認申請書」により申

請を行い、日本学術振興会の承認を得るこ

と。 
 

⑪海外における研究滞在等による中断 
研究代表者（国際活動支援班を除く。）が、

海外における研究滞在等により補助事業を

中断し、未使用の助成金について中断の終

了後に再交付を受けることを希望する場合

には、当該研究代表者が作成する様式Ｆ－

１３－４「海外における研究滞在等による

研究中断承認申請書」により申請を行い、
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（略） 
 
 
【実績報告等に係る手続】 
3-19  各補助事業について、研究計画 終年度

の翌年度の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、各研究代表者が作成す

る様式Ｆ－６－２「実績報告書（収支決算

報告書）」及び様式Ｆ－７－２「実績報告書

（研究実績報告書）」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、実

績報告時に未使用の助成金が生じた場合に

は、日本学術振興会に返還すること。 
 
 
国際共同研究加速基金（帰国発展研究 ）」

については、上記「3-19」に代えて下記

「3-19-1」のとおりとする。 
 

【実績報告等に係る手続】 

3-19-1  各補助事業について、研究計画

終年度の翌年度の５月３１日ま

で（補助事業を廃止した場合には、

日本学術振興会の承認を得るとともに、未

使用の助成金を返還し、中断の時までの補

助事業について、中断の承認を得た後、６

１日以内に、当該研究代表者が作成する様

式Ｆ－６－２「実績報告書（収支決算報告

書）」及び様式Ｆ－７－２「実績報告書（研

究実績報告書）」を取りまとめ、日本学術振

興会に実績報告を行うこと。 
 

⑫海外における研究滞在等に伴う補助事業

期間の延長 
研究代表者（国際活動支援班を除く。）が、

海外における研究滞在等により補助事業を

中断し、かつ１年以内 に補助事業を再開し

た場合であって、研究計画変更等に伴い、

補助事業期間の延長を希望する場合には、

当該研究代表者が作成する様式Ｆ－１３－

２「産前産後の休暇、育児休業の取得又は

海外における研究滞在等に伴う補助事業期

間延長承認申請書」により申請を行い、日

本学術振興会の承認を得ること。なお、補

助事業期間は、海外における研究滞在等に

より補助事業を中断する期間に応じて延長

することができる。ただし、海外における

研究滞在等により応募資格を有しなくなる

場合には、「3-17⑪」に規定する手続を行う

こと。 
 
 

（略） 
 
 
【実績報告等に係る手続】 
3-19  各補助事業について、研究計画 終年度

の翌年度の５月３１日まで（補助事業を廃

止した場合には、当該廃止の承認を得た受

けた後、６１３０日以内）に、各研究代表

者が作成する様式Ｆ－６－２「実績報告書

（収支決算報告書）」及び様式Ｆ－７－２

「実績報告書（研究実績報告書）」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、実績報告時に未使用の助成金が

生じた場合には、日本学術振興会に返還す

ること。 
 
「国際共同研究加速基金（帰国発展研

究 ）」については、上記「3-19」に代えて

下記「3-19-1」のとおりとする。 
 

【実績報告等に係る手続】 

3-19-1  各補助事業について、研究計画

終年度の翌年度の５月３１日ま

で（補助事業を廃止した場合には、
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当該廃止の承認を受けた後３０日

以内）に、各研究代表者が作成する

様式Ｆ－６－２「実績報告書（収支

決算報告書）」（様式Ｅ－３－２「収

支決算報告書（表紙）」を添える。）

及び様式Ｆ－７－２「実績報告書

（研究実績報告書）」（様式Ｅ－４－

２「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。また、

実績報告時に未使用の助成金が生

じた場合には、日本学術振興会に返

還すること。 
 
 
 

（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 

 

 
（略） 

 
 
６ コンプライアンス教育及び研究倫理教育の

実施 

 
 

（略） 
 
 
７ その他 

 
 

（略） 
 
  

当該廃止の承認を得た受けた後、６

１３０日以内）に、各研究代表者が

作成する様式Ｆ－６－２「実績報告

書（収支決算報告書）」（様式Ｅ－３

－２「収支決算報告書（表紙）」を

添える。）及び様式Ｆ－７－２「実

績報告書（研究実績報告書）」（様式

Ｅ－４－２「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。また、実績報告時に未使用の助

成金が生じた場合には、日本学術振

興会に返還すること。 
 
 

（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 
 
 

（略） 
 

 

６ コンプライアンス教育及び研究倫理教育の

実施 

 

 

（略） 
 

 

７ その他 

 

 

（略） 
 
 

 


