
 

 
 

 
 
◆令和２(2020)年度科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）（国際共同研究加速基金 

（帰国発展研究））の交付申請に係る手続きについて 
 
 
Ⅰ 当該研究代表者の交付申請に係る条件 

  交付申請に当たっては、当該研究代表者が以下の条件を満たす必要がありますので、確認

した上で、交付申請書等を提出してください。 

（１）令和４(2022)年４月３０日までに交付申請を行うこと。 
    ※日本国内の研究機関（注１）において産前産後の休暇又は育児休業を取得することに伴い交付

申請を留保する場合を除き、期日までに交付申請を行う事ができない場合には、条件付交付

内定を取り消します。 
（２）交付申請に当たっては、日本を主たる拠点として研究を遂行するために、教授、准教授又はそ

れに準ずる身分（ポストドクターは除く）として日本国内の研究機関に所属し、科研費の応募資

格を取得すること。 
（注１）日本国内の研究機関は、科学研究費補助金取扱規程（文部省告示）第 2 条に規定される研究機関

であることが必要です。（研究機関については、日本学術振興会ホームページ「機関番号一覧」

（https://www-kaken.jsps.go.jp/kaken1/kikanList.do）を参照すること。） 
 
Ⅱ 提出書類及び提出期限 

  「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」の内容を確認した上で、下記の提出書類を日本学術振興会研究助成第一課（下
記Ⅳ参照）に、提出期限までに提出してください。また、提出書類作成にあたっては提出予
定日の１ヶ月程度前に「Ⅴ 提出先・問合せ先」に連絡してください。 

 
提出書類（予定）  作成者 部数 提出期限  

(1)必ず提出する書類  
 ①交付申請書（様式D-2-3）  研究代表者  １部 

令和4(2022)年4月30日 
（上記の条件を満たし

た場合は、提出期限ま

で随時提出可能）  
②支払請求書（様式D-4-3）  研究代表者  １部 

(2)必要に応じ提出する書類  
 ③交付申請の辞退届（様式D-7-3）  

④研究代表者の転出報告書（様式D-8-3）  
⑤育児休業等に伴う交付申請留保届（様式D-10-3）  
⑥間接経費の辞退届（様式D-11-3） 

研究機関  各１部 

令和4(2022)年4月30日 
（上記の条件を満たし

た場合は、提出期限ま

で随時提出可能） 

 
Ⅲ 提出方法 

＜科研費電子申請システムによる提出＞ 
 
    上表のうち、①～⑥については、科研費電子申請システム（以下「電子申請システム」と

いう。）により日本学術振興会へ提出してください（別紙１参照）。 
  ※印刷物の郵送による提出は不要です。 
  ※電子申請システム上で書類を作成するには、事前に当会でのシステム処理が必要となります

ので、前述のとおり、提出予定日の１ヶ月程度前に「Ⅴ 提出先・問合せ先」に連絡してく
ださい。 

 

  

日本国内において所属することとなった研究機関の 

科学研究費助成事業担当者にお渡しください。 



Ⅳ 留意事項  

１. 今回、適用することを予定している交付条件は当該研究代表者に既に周知しています。 
 

２．「統合イノベーション戦略２０１９」（令和元年６月２１日閣議決定）や、「研究力強化・若手
研究者支援総合パッケージ」（令和２年１月２３日総合科学技術・イノベーション会議決定）等
の政府方針に基づき決定された、「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用され
る若手研究者の自発的な研究活動等に関する実施方針」（令和２年２月１２日競争的研究費に関
する関係府省連絡会申し合わせ）を踏まえ、別紙２のとおり、科研費においても令和２(2020)
年４月から、科研費により雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施を可能とする制
度改善を行います。 

実施に当たっては、各研究機関において、実施方針等を踏まえた申請手続等の具体的な実施
方法について規程等を定める必要がありますので、研究者の希望に応じた対応が可能となるよ
う、必要な検討を進めてください。 

 
 
３. 交付申請に当たっては、電子申請システム上で「研究活動の公正性の確保及び適正な研

究費の使用について確認・誓約すべき事項」（別紙３）について、研究者に確認を求めて
います。この確認事項において、研究代表者及び研究分担者が既に研究倫理教育の受講を
行ったことを確認すること、日本学術会議の声明「科学者の行動規範－改訂版－」や、日
本学術振興会「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－」の内容のうち、研究
者が研究遂行上配慮すべき事項について、十分内容を理解し確認することとしています。 

また、本内容は本会のホームページに掲載していますので、研究代表者の責務として、
本内容を研究分担者等にも必ず周知し、理解してもらうよう各研究代表者に周知してくだ
さい。 

URL：https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/15_hand/index.html 
 

 
４．日本学術振興会への交付申請書の提出日以降に研究を開始し、必要な契約等を行って差

し支えありません。必要な経費は、助成金受領後に支出するか、研究機関等が立て替えて
助成金受領後に精算してください。また、間接経費については、公正・適正かつ計画的・
効率的に使用してください。 

 
５．本研究課題の助成金は、各年度の請求額全額を送金しますので、支払請求書には全額を

計上してください。 
 
６．交付申請書（様式D-2-3）及び支払請求書（様式D-4-3）に含まれる個人情報は、助成金

の交付等業務のために利用（データの電算処理及び管理を外部の民間企業に委託して行わ
せるための個人情報の提供を含む。）するほか、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）
に提供するとともに、政府標準利用規約に準拠して取り扱い、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）に収録し公開する予定です。 

 ※【参考：内閣官房 政府標準利用規約ホームページ】  
URL：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/it2/densi/kettei/gl2_betten_1_gaiyou.pdf 

 
７．科研費による研究の実施に当たり、研究機関は、「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（実施基準）」に基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」（体制整備
等自己評価チェックリスト）及び「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」に基づく「取組状況に係るチェックリスト」（研究不正行為チェックリスト）を提出する
必要があります。両チェックリストの提出がない研究機関に所属する研究者が、研究代表者又
は研究分担者として参画している研究課題については交付決定を行いませんので、該当する場
合は速やかに提出してください。詳細は公募要領を確認してください。 

 
８．交付申請書の提出後から交付決定までの間に研究代表者に異動等があった場合、及び研究分担

者を変更する必要が生じた場合には、速やかに下記Ⅴに連絡してください。 
 

Ⅴ 提出先・問合せ先 
 
 〒102-0083 東京都千代田区麹町５－３－１  

独立行政法人日本学術振興会 研究事業部 研究助成第一課 基金助成係  
TEL  03-3263-1057,1867,1843,0913,0983  FAX  03-3263-9005 

 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/15_hand/index.html


別紙１ 

電子申請システムを利用した交付申請について 

 
 

今回交付内定を行う研究種目の交付申請手続きについては、電子申請システム等により申請

書類の作成・提出を行うこととしています。 
各様式については、交付内定通知のとおり、電子申請システムに入力し作成・提出する書類

及び日本学術振興会ホームページ（https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html）掲載

の様式をダウンロードし作成・提出する書類があります。 
 
 
１ 電子申請システムの操作手引・フロー図 

電子申請システムの操作手引・フロー図は、日本学術振興会ホームページ「電子申請のご

案内」（https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/index.html）に掲載していますので、必ず

お読みください。 
 

２ 電子申請システムを利用して作成する書類 

電子申請システムに入力し作成・提出する書類については、交付内定通知を参照してくだ

さい。 
また、具体的な交付申請手続きについては、別添１「交付申請手続きについて（機関（部

局）担当者向け）」、別添２「交付申請手続きについて（研究代表者向け）」を参照してく

ださい。 
 
３ お問い合わせ先 

（電子申請システムの操作方法等に関すること） 
・コールセンター（受付時間：9：30から 17：30） 

電話：0120-556-739（フリーダイヤル） 
   ※上記フリーダイヤルが利用できない場合 

電話：03-5419-3209（直通） 

   ※上記以外の電話 
  電話：03-3263-1017,1022,1107,1024（独立行政法人日本学術振興会経営企画部情報企画課） 

 

（府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の操作方法に関すること） 

・e-Radヘルプデスク（受付時間：9：00から18：00） 

電話：0570-066-877（ナビダイヤル） 

※上記ナビダイヤルが利用できない場合 

電話：03- 6631-0622（直通） 

（交付申請手続きに関すること） 
・独立行政法人日本学術振興会 研究事業部研究助成第一課 

電話：03-3263-2148, 1870, 2146, 0164（補助金分、一部基金分） 

03-3263-1057, 1867, 1843, 0913, 0983（基金分） 

 

※日本語のみ。必ず所属する研究機関の事務担当者を通じてお問い合わせください。 
※土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（12月 29日～1月 3日）、創立記念日（9/21）を除

く。 



別紙１（別添１） 

交付申請手続きについて（機関（部局）担当者向け） 

 
 
Ⅰ．手続きの流れ（フロー図） 

 

 

 

Ⅱ．機関（部局）担当者が行う手続き 

 
資料：所属研究機関担当者向け操作手引（詳細版）（交付内定時用） 

（https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/topkakenhi/download-ka-s.html#tebiki

2で公開中） 

 
① 交付内定通知・情報送信 

電子申請システム上で、内定通知・情報を送信します。紙媒体では送付しませんの

で、電子申請システムからダウンロードし、適切に保管してください。 
 
② 交付内定通知・情報受領 

所属研究機関担当者は、日本学術振興会から送信された内定通知・情報を受領して

ください。また、内定情報一覧をＣＳＶ出力にて、データとして取得することがで

きます。 
 
③ 各種手続き 

 
※各種手続きは、必ずしも内定情報を送信する前に更新、登録、承認を行う必要はあり

ませんが、できるだけ速やかに手続きを行ってください。 
 

 e-Rad研究者情報の登録・更新 

・ 交付申請書及び交付（支払）請求書の研究代表者の情報は、e-Radの研究者情報



をもとに自動表示されます。 

・ 電子申請システムの情報と e-Radの情報が異なる場合は、「修正」をクリックす

ることにより部局名・職名の情報を修正することができます（電子申請システ

ムと e-Radで研究者の所属研究機関が同一の場合のみ）。 

・ e-Radの研究者情報が最新のものに更新されていない場合は、最新のものに更新

してください。 

 
 所属研究機関情報の登録・更新 

・ 所属研究機関担当者は電子申請システムの「所属研究機関情報管理」メニュー

から、『所属研究機関情報更新』画面の『交付申請書』欄及び『交付請求書及び

支払請求書』欄に最新の情報が登録されているか確認してください（内定情報

送信後に修正した場合は、作成済みの交付申請書等を差戻す必要があります。）。 
・ 部局担当者又は研究代表者へ内定情報を送信する際、『所属研究機関情報更新』

画面の『交付申請書』欄及び『交付請求書及び支払請求書』欄が未入力の場合

は送信できません。 
・ 補助金分の交付申請に当たっては、『振込口座情報（科学研究費補助金）』欄に

振込口座の情報を正しく入力し、基金分の交付申請に当たっては、『振込口座情

報（学術研究助成基金助成金）』欄に振込口座の情報を正しく入力してください。

入力がないと「⑭交付申請データ確定・送信」を行うことができません。 
※詳細については、参考１「科研費振込口座の開設及び登録（修正）について」

によりご確認ください。 
 

 辞退・留保の登録 
・ 交付申請を辞退する場合、所属研究機関担当者は電子申請システムの「辞退・

留保情報管理」メニューから、交付申請の辞退を登録してください。 
・ 産前産後の休暇又は育児休業を取得すること若しくは海外渡航により交付申請

を留保する場合、所属研究機関担当者は、電子申請システムの「辞退・留保情

報管理」メニューから、交付申請の留保を登録してください。 
 
 転出の登録 

・ 他の研究機関へ転出した研究代表者がいる場合、所属研究機関担当者は電子申

請システムの「転出・転入情報管理」メニューから、転出者の情報を登録して

ください。この登録を行わないと転出先の研究機関で交付申請が行えませんの

で、速やかに登録してください。 
・ 転出情報の登録後、転出先の研究機関へ研究課題の情報を別途、連絡する必要

があります。 
     

 転入の承認 
・ 他の研究機関から転入してきた研究代表者がいる場合、所属研究機関担当者は

電子申請システムの「転出・転入情報管理」メニューから、異動前の研究機関

から連絡を受けた研究課題の情報で転入を承認してください。 
・ 転入の承認は、異動前の研究機関が転出情報を登録した後に行うことができま

す。 
 

 間接経費辞退の登録 
・ 間接経費を辞退する場合、所属研究機関担当者は電子申請システムの「間接経

費辞退情報管理」メニューから、間接経費の辞退を登録してください。 



・ 本登録は、研究代表者へ内定情報を送信する前に行ってください。 
 
 ④ 内定通知 

電子申請システム上の内定通知は、研究代表者に対してメールや電子申請システム

等で送られるものではありません。別途、内定通知を伝達してください。 
 
 ⑤ 内定情報送信 

所属研究機関担当者は電子申請システムの「内定情報検索・通知、転出情報登録」

メニューから、部局担当者又は研究代表者へ内定情報を通知してください（部局担

当者は、研究代表者へ内定情報を通知してください）。 
研究代表者へ内定情報を送信する際には、操作画面で『経費管理責任者』及び『経

費管理担当者』欄を入力する必要があります。 
  
 ⑩ 研究分担者機関承諾 
    所属する研究者が研究代表者から研究分担者となる依頼を受け、当該研究者が承諾

した場合、「研究分担者承諾状況情報管理」メニューから、承諾・確認を行ってくだ

さい。 
 
⑬ 交付申請データ確認完了・送信 

研究代表者が作成した交付申請書・交付（支払）請求書が、研究代表者から所属研

究機関担当者（部局担当者）へ電子申請システム上で送信されます。 
 

 ⑭ 交付申請データ確定・送信 
所属研究機関担当者は電子申請システムから、日本学術振興会へ（部局担当者は所

属研究機関担当者へ）交付申請書・交付（支払）請求書を送信してください。 



別紙１（別添２） 
 

交付申請手続きについて（研究代表者向け） 

 
 
Ⅰ．手続きの流れ（フロー図） 

 
Ⅱ．研究代表者が行う手続き 

 
資料：研究者向け操作手引 
（https://www-shinsei.jsps.go.jp/kaken/topkakenhi/download-ka.html#tebiki2 で公開

中） 
 
 ④ 内定通知 

交付内定通知にある補助（交付）条件等を確認の上、科研費の交付を希望する場合に

は、交付申請手続きを行ってください。 
 
 ⑤ 内定情報送信 

所属する研究機関から内定情報が送信されます。送信後に、電子申請システムを用い

て交付申請書等の作成が行えるようになります。 
 
 ⑫ 交付申請書等作成 

 e-Radの ID・PW により、電子申請システムにログインし、交付申請書等の作成を

行ってください。e-Radの ID・PWについては、所属する研究機関へご確認くださ

い。 

 

  ＜交付申請時に他の研究者に研究分担者となることを依頼する場合＞ 

   ⑥ 研究分担者承諾依頼 

      交付申請書の作成画面で、当該研究者の承諾状況欄にある「依頼する」のチェッ

クボックスにチェックを入れ、一時保存してください。これにより当該研究者へ

研究分担者承諾依頼が送信されます。 



 

  ＜交付申請時に他の研究者から研究分担者となることを依頼された場合＞ 

   ⑧ 研究分担者承諾 

      電子申請システムの「研究分担者の処理を行う」メニューから、研究分担者の承

諾・不承諾を行ってください。 

 
 ⑬ 交付申請データ確認完了・送信 

確認用の PDF ファイルで確認後、問題がなければ「確認完了・送信」を行ってくださ

い。確認完了・送信後に修正したい場合は、所属研究機関に差し戻しを依頼してくだ

さい。 

 



科研費により雇用される若手研究者の自発的な研究活動等の実施について 

 

 

「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な

研究活動等に関する実施方針」（令和 2 年 2 月 12 日競争的研究費に関する関係府省連絡会

申し合わせ）（以下「実施方針」という。別添参照）に基づき、下記のとおり、科学研究費

助成事業（科研費）により雇用される若手研究者の自発的な研究活動等を可能とする（以

下「本制度」という。）。 

 

１．本制度導入に当たっての考え方  

 

  科研費は、人文学・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応用ま

でのあらゆる「学術研究」（研究者の自由な発想に基づく研究）を格段に発展させること

を目的とする研究費制度である。学術研究は新たな知を基にした価値の創造であるイノ

ベーションの源泉であって、広く知識社会を牽引する人材を育てる重要な役割を担って

おり、学術研究が将来にわたり持続的に社会における役割を発揮するためには、次代を

担う若手研究者の育成がとりわけ重要である 1。 

科研費により雇用される若手研究者が、自発的な研究活動等（他の研究資金を獲得し

て実施する研究活動及び研究・マネジメント能力向上に資する活動を含む。以下同じ。）

を行うことを可能とし、独立した自由な研究環境下での活躍を推進することは、若手研

究者自身の育成とともに、若手研究者の自由な発想に基づく研究を通じた雇用元の科研

費の更なる発展や、我が国全体の学術研究の発展にも資するものであることから、今般、

科研費においても本制度を導入する。 

 

２．本制度の概要  

 

  科研費により雇用されている者（以下「科研費被雇用者」という。）は、通常、雇用契

約等において雇用元の科研費の業務に専念する必要があるため、雇用元の科研費の業務

に充てるべき勤務時間を前提として、自ら科研費に応募することを含む自発的な研究活

動等を行うことは認められなかった。 

  本制度の導入により、各研究機関における必要な手続を経た上で、科研費被雇用者で

ある若手研究者が、雇用元の科研費の業務に充てるべき勤務時間において自発的な研究

活動等を行うことが可能となる。 

 

３．適用開始時期  

 

  令和 2(2020)年度に実施される科研費（継続研究課題含む。また、令和 2(2020)年度に

繰り越された研究課題及び令和 2(2020)年度に研究期間が延長された研究課題を含む。）

により雇用される若手研究者を対象に、令和 2(2020)年 4月以降の実施を可能とする 

                                                   
1 「学術研究の総合的な推進方策について（最終報告）」（平成 27年 1月 27日科学技術・学術審議会学術分科会）より 

別紙２ 



（各研究機関における必要な手続を経た上で、雇用元の科研費の研究代表者又は研究分

担者（以下「研究代表者等」という。）が、雇用される若手研究者の自発的な研究活動等

の実施を認めることが必要。）。 

なお、科研費被雇用者が自ら科研費に応募する場合の取扱いについては、令和 2(2020)

年度科研費の公募要領における取扱いと併せて、令和 2(2020)年 4月以降は本制度も適用

される。 

 

４．対象研究種目  

  

 全ての研究種目の研究課題を対象とする。 

 （ただし、若手研究者の雇用経費を支出することが制度上想定されない研究種目は除

かれる（研究成果公開促進費 学術図書等）） 

 

５．対象研究機関  

 

  科学研究費補助金取扱規程（昭和 40年文部省告示第 110号）第 2 条に規定される全て

の研究機関（民間企業等の文部科学大臣が指定する研究機関を含む）を対象とする。 

  

６．対象となる若手研究者  

 

  各年度 4月 1日時点において「40歳未満」又は「博士の学位取得後 8年未満」の者で

あって、研究活動を行うことを職務に含む者とする。 

  なお、自発的な研究活動等として科研費に応募する場合は、科研費の応募資格を満た

す必要があることに留意。 

 

７．実施条件  

 

  「実施方針」に定める条件どおり、次の条件を全て満たすこととする。 

（１）若手研究者本人が自発的な研究活動等の実施を希望すること 

（２）研究代表者等が、雇用元の科研費の推進に資する自発的な研究活動等であると判

断し、所属研究機関が認めること 

（３）研究代表者等が、雇用元の科研費の推進に支障がない範囲であると判断し、所属

研究機関が認めること（雇用元の科研費の研究課題に従事するエフォートの 20％を

上限とする） 

 

８．従事できる業務内容  

 

  「実施方針」に定める内容どおり、上記７の全ての実施条件を満たす自発的な研究活

動等とする。 

 



９．実施方法  

 

  「若手研究者の募集」、「申請方法」、「活動報告」及び「活動の支援、承認取消」等の

各研究機関における具体的な実施方法については、「実施方針」を踏まえ、各研究機関の

実情等に応じて、各研究機関においてあらかじめ規程等を定めた上で実施するものとす

る。各研究機関における手続等を定めるに当たっては、研究者等の負担にも留意しつつ、

雇用元の科研費の研究遂行に支障がないよう、また、若手研究者の自発的な研究活動等

が円滑に実施されるよう、適切なエフォート管理等を行うこと。 

  なお、申請内容や活動報告内容等については、文部科学省又は日本学術振興会に対す

る一律の提出は求めないので、各研究機関において適切に保管すること（必要に応じて

報告を求めるとともに、実地検査等において確認する。）。  



競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の 

自発的な研究活動等に関する実施方針 

 

                       令和２年２月１２日 

競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ 

 

１．趣旨 

科学技術イノベーションを支える人材力を強化するためには、一人ひとりが

能力と意欲に応じて適材適所で最大限活躍できる環境を整備することが重要

である。 

科学技術イノベーションを担うのは「人」であり、世界中で高度人材の獲得

競争が激化する一方、我が国において若年人口の減少が進んでいる中、博士課

程進学者が減少傾向にあるなど、将来各分野において優秀な研究者の確保が困

難になることが予想される。こういった情勢の中、科学技術イノベーション人

材の質の向上、能力の発揮が一層重要になってきており、競争的研究費におい

ても若手研究者の育成・活躍促進の観点から制度改革の推進が求められている。

本件は若手研究者の研究能力を高め、優れた若手研究者に対して、競争的研究

費において雇用されつつ独立した自由な研究環境の下での活躍を推進するも

のである。 

また、若手研究者が自発的な研究活動や研究・マネジメント能力向上に資す

る活動を実施することにより、若手自身の能力向上のみならず、元々のプロジ

ェクトの発展への寄与、研究ネットワークの拡大、将来の不安の解消によるモ

チベーションの向上、キャリアパスとしてプロジェクトが位置付けられ、優秀

な人材の確保に繋がる。こうして当該分野の若手研究者を育成、確保すること

は、雇用元のプロジェクトひいては我が国の研究全体の発展に資するものであ

る。 

 

２．実施の概要 

競争的研究費で雇用されている若手研究者は、当該プロジェクトに従事し、

他の研究活動を実施する場合には、当該プロジェクト以外の雇用財源を確保す

ることが必要であるが、現状では他からの財源が確保できない場合があり、一

部の実施のみにとどまっている。 

若手研究者の育成・活躍機会の創出及びキャリアパスの形成（海外や所属す

るセクター外での活動を含む。）のため、各競争的研究費制度の目的等に人材

育成が含まれる旨を明記し、競争的研究費においてプロジェクトの実施のため

に雇用される若手研究者について、雇用されているプロジェクトから人件費を

支出しつつ、当該プロジェクトに従事するエフォートの一部を、プロジェクト

の推進に資する若手研究者の自発的な研究活動や研究・マネジメント能力向上

に資する活動（以下、「自発的な研究活動等」という。）に充当することを可能

とする。 

y-konno
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なお、適用に当たっては、プロジェクトの執行に責任を持つ研究代表者等（研

究分担者を含む）（以下、「PI 等」という。）は若手研究者の自発的な研究活動

等を積極的に支援することとする。 

 

３．対象制度 

 競争的研究費における各制度とする。  

 

４．対象者 

 本実施方針の対象者は、原則として以下の全てを満たす者とする。 

（１）民間企業を除く研究機関において、競争的研究費においてプロジェクト

の実施のために雇用される者（ただし、プロジェクトの PI 等が自らの人

件費をプロジェクトから支出し雇用される場合を除く） 

（２）40 歳未満の者（ただし、競争的研究費制度の各制度の特性に応じ、40

歳以上を対象とすることを可能とする） 

（３）研究活動を行うことを職務に含む者 

 

５．実施条件 

本実施方針の実施条件は、原則として以下の全ての条件を満たすこととする。 

（１）若手研究者本人が自発的な研究活動等の実施を希望すること 

（２）PI 等が、当該プロジェクトの推進に資する自発的な研究活動等である

と判断し、所属研究機関が認めること 

（３）PI 等が、当該プロジェクトの推進に支障がない範囲であると判断し、

所属研究機関が認めること（当該プロジェクトに従事するエフォートの

20％を上限とする） 

 

６．従事できる業務内容 

上記５の全ての条件を満たす自発的な研究活動等（他の研究資金を獲得して

実施する研究活動及び研究・マネジメント能力向上に資する活動を含む。） 

 

７．実施方法 

本実施方針に基づく自発的な研究活動等の実施方法については、以下のとお

りとする。 

（１）公募要領等の記載 

各競争的研究費制度の公募要領等において、各制度の目的等に人材育成

が含まれる旨とともに、本実施方針に基づき、競争的研究費においてプロ

ジェクトの実施のために雇用される若手研究者について、雇用されている

プロジェクトから人件費を支出しつつ、当該プロジェクトに従事するエフ

ォートの一部を、自発的な研究活動等に充当することが所属研究機関から

の承認が得られた場合、可能である旨を記載する。 

 



（２）若手研究者の募集 

プロジェクトの実施のために PI 等の所属研究機関が若手研究者を募集

する際に、自発的な研究活動等が可能であることや当該プロジェクトの遂

行に支障がないと判断するエフォートの目安を示す。 

（３）申請方法 

申請に関する標準的な手続は、別添の「自発的な研究活動等の承認申請

手続」及び「自発的な研究活動等の変更承認申請手続」のとおりとする。 

なお、配分機関の求めに応じ、PI 等は、若手研究者による自発的な研究

活動等の実施が承認された場合、当該プロジェクトの実施計画等にその旨

を記載する。 

（４）活動報告 

活動報告に関する標準的な手続は、別添の「自発的な研究活動等の活動

報告手続」のとおりとする。 

（５）活動の支援、承認取消 

PI 等は、若手研究者の自発的な研究活動等について、必要に応じて、実

施状況を把握し当該研究活動等を支援するとともに承認された当該研究

活動等が適切に実施されるよう助言を行う。 

なお、当該研究活動等が５．の実施条件に違反していることが確認され

た場合には、所属研究機関は、PI 等と相談の上、年度途中でも当該研究活

動等の承認を取り消すことができる。    

 

８．配分機関による対応 

配分機関は、若手研究者の自発的な研究活動等の実施状況に疑義が生じた

場合に、当該自発的な研究活動等の状況報告を求めることができるととも

に、５．の実施条件に違反していることが確認された場合には、研究機関等

に対して、当該自発的な研究活動等の是正を求めることや当該研究者に支出

した人件費のうち、自発的な研究活動等に係る人件費の返還等、必要な措置

を講ずることができる。 

 

９．フォローアップ 

内閣府は各府省の進捗状況を把握し、公表するとともに、未対応の制度につ

いては、連絡会にてフォローアップしていく。 

   

10．関係法令との関係 

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

が適用される競争的研究費において、本方針に基づく若手研究者の自発的な研

究活動等を実施することについては、同法第 11 条により制限される他の用途

への使用には当たらない。 

 

 



11．その他 

本方針に基づき、明確にすべき事項が生じた場合は、必要に応じ FAQ を作成

する等で対応することとする。 

 

12．適用開始日 

 本方針は、令和２年４月以降、新たに公募するものから適用する。 

 

以上 



若⼿研究者

所属研究機関

配分機関

研究代表者

⾃発的な研究活動等の承認申請⼿続

①相談

④報告

①若⼿研究者は、「⾃発的な研究活
動等」を希望する際は、研究代表者
に活動内容等を相談

④配分機関の求めに応じ、所属研究機
関は、承認申請書及び承認通知書の写
しを配分機関に提出

③所属研究機関は、承認⼜は不承
認を研究代表者へ通知
（様式例_承認通知書、様式例_不
承認通知書）

（研究代表者と同⼀の研究機関に所属する若⼿研究者の場合）

②研究代表者は、若⼿研究者が希望す
る活動内容等について実施条件に照ら
し認められると判断した場合は、所属
研究機関に承認申請書を提出
（様式例_承認申請書）

②申請③承認・不承認

④報告
④研究代表者は、若⼿研究者に承
認⼜は不承認を報告

若⼿研究者

所属研究機関

配分機関

研究代表者

⾃発的な研究活動等の変更承認申請⼿続

①相談

④報告

①若⼿研究者は、「⾃発的な研究活
動等」の変更を希望する際は、研究
代表者に変更内容を相談

④配分機関の求めに応じ、所属研究機
関は、承認申請書及び承認通知書の写
しを配分機関に提出

③所属研究機関は、承認⼜は不承
認を研究代表者へ通知
（様式例_変更承認通知書、様式例
_変更不承認通知書）

（研究代表者と同⼀の研究機関に所属する若⼿研究者の場合）

②研究代表者は、若⼿研究者が希望す
る変更内容について実施条件に照らし
認められると判断した場合は、所属研
究機関に変更承認申請書を提出
（様式例_変更承認申請書）

②申請③承認・不承認

④報告
④研究代表者は、若⼿研究者に変
更の承認または不承認を報告



⾃発的な研究活動等の活動報告⼿続

①報告

若⼿研究者

所属研究機関

配分機関

研究代表者

②報告②研究代表者は、所属研究機関に活動内容
等を報告（様式例_活動報告書）

①若⼿研究者は、研究代表者に活
動内容等を報告
なお、報告時期は、⾃発的な研究
活動等における活動期間中の毎年
度終了時、及び活動期間終了時と
する。
なお、他の研究費を獲得する活動
については、当該制度の実績報告
等をもって本報告の活動内容・成
果に代えられるとともに、当該制
度の実績報告等の提出期限までに
報告することとする。

③所属研究機関は、活動報告書の
写しの提出や、研究代表者が提出
するプロジェクトの実績報告に⾃
発的な研究活動等を含める等、配
分機関の求めに応じ報告する。

（研究代表者と同⼀の研究機関に所属する若⼿研究者の場合）

③報告



若⼿研究者

所属研究機関A

配分機関

研究分担者

⾃発的な研究活動等の承認申請⼿続

①相談

⑦報告

①若⼿研究者は、「⾃発的な研究活
動等」を希望する際は、研究分担者
に活動内容等を相談

⑦配分機関の求めに応じ、所属研究機
関Bは、承認申請書及び承認通知書の写
しを配分機関に提出

④所属研究機関Aは、承認⼜は不承
認を研究分担者へ通知
（様式例_承認通知書、様式例_不
承認通知書）

（研究分担者と同⼀の研究機関に所属する若⼿研究者の場合）

③研究分担者は、若⼿研究者が希望し
た活動内容等について実施条件に照ら
し認められると判断した場合は、所属
研究機関Aに承認申請書を提出
（様式例_承認申請書）

③申請④承認・不承認

⑤報告

⑤研究分担者は、若⼿研究者に承
認⼜は不承認を報告

所属研究機関B

研究代表者
②⑤報告

②研究代表者の求めに応じ、研究
分担者は、研究代表者に申請する
ことを報告
⑤研究代表者の求めに応じ、研究
分担者は、研究代表者に承認⼜は
不承認を報告

※若⼿研究者及び研究分担者が所属する研究機関

※研究代表者が所属する研究機関

⑥報告 ⑥所属研究機関Bの求めに応じ所属研究
機関Aは、承認申請書及び承認通知書の
写しを所属研究機関Bに提出

若⼿研究者

所属研究機関A

配分機関

研究分担者

⾃発的な研究活動等の変更承認申請⼿続

①相談

⑦報告

①若⼿研究者は、「⾃発的な研究活
動等」の変更を希望する際は、研究
分担者に変更内容を相談

⑦配分機関の求めに応じ、所属研究機
関Bは、変更承認申請書及び変更承認通
知書の写しを配分機関に提出

④所属研究機関Aは、変更の承認⼜
は不承認を研究分担者へ通知
（様式例_変更承認通知書、様式例
_変更不承認通知書）

（研究分担者と同⼀の研究機関に所属する若⼿研究者の場合）

③研究分担者は、若⼿研究者が希望す
る変更内容について認められると判断
した場合は、所属研究機関Aに変更承
認申請書を提出
（様式例_変更承認申請書）

③申請④承認・不承認

⑤報告

⑤研究分担者は、若⼿研究者に変
更の承認⼜は不承認を報告

所属研究機関B

研究代表者
②⑤報告

②研究代表者の求めに応じ、研究
分担者は、研究代表者に変更申請
することを報告
⑤研究代表者の求めに応じ、研究
分担者は、研究代表者に変更の承
認⼜は不承認を報告

※若⼿研究者及び研究分担者が所属する研究機関

※研究代表者が所属する研究機関

⑥報告 ⑥所属研究機関Bの求めに応じ、所属研
究機関Aは、変更承認申請書及び変更承
認通知書の写しを所属研究機関Bに提出



⾃発的な研究活動等の活動報告⼿続

①報告

⑤報告

若⼿研究者

配分機関

研究分担者

③報告

④所属研究機関Bの求めに応じ、所属研究
機関Aは、所属研究機関Bに活動報告書の
写しを提出

①若⼿研究者は、研究分担者に活動内容
等を報告
なお、報告時期は、⾃発的な研究活動等
における活動期間中の毎年度終了時、及
び活動期間終了時とする。
なお、他の研究費を獲得する活動につい
ては、当該制度の実績報告等をもって本
報告の活動内容・成果に代えられるとと
もに、当該制度の実績報告等の提出期限
までに報告することとする。

⑤所属研究機関Bは、活動報告書の写しの
提出や、研究代表者が提出するプロジェク
トの実績報告等に⾃発的な研究活動等を含
める等、配分機関の求めに応じ報告する。

（研究分担者と同⼀の所属研究機関に所属する若⼿研究者の場合）

研究代表者

所属研究機関A

所属研究機関B

④報告

②報告

③研究分担者は、所属研究機関Aに活動
内容等を報告（様式例_活動報告書）

②研究代表者の求めに応じ、研究分担者は、
研究代表者に活動内容等を報告

※若⼿研究者及び研究分担者が所属する研究機関

※研究代表者が所属する研究機関



様式例_承認申請書 
    年  月  日 

 
所属研究機関 殿 

 
                        プロジェクト名： 

研 究 代 表 者： 
                        （又は研究分担者） 
 

自発的な研究活動等承認申請書 
 
 

本プロジェクトにおいて、下記の者が自発的な研究活動等を行うことを希望したため、内
容等を確認した結果、当該プロジェクトの推進に資する活動であり、また支障がないと判断
したことから申請します。 

 
本 プ ロ ジ ェ ク ト 

プロジェクト名 ○○プロジェクト 

活 動 期 間 ○年○月○日から○年○月○日まで 

氏 名 
※自発的な研究活動等を希望する者 

○○ ○○ 

本プロジェクト内で行う 
研究活動のエフォート 

○％ （自発的な研究活動等を含んだ当該プロジェクトの全仕事時間を
100％とし、それに対する自発的な研究活動等を除いた研究活動の割合を
記載する。※80％以上） 

 
自 発 的 な 研 究 活 動 等 

活 動 名 （例）科学研究費助成事業（科研費） 基盤研究（C） 

活 動 期 間 ○年○月○日から○年○月○日まで 

金 額
（年度ごとに記載） 

○○円（○年度：○○円） 
※上記資金からの人件費（給与・報酬等）の受給はない。 

活 動 内 容 （例） 
日本学術振興会が公募している科学研究費助成事業（科研費）の基盤研究（C）
に応募し、当該研究課題に係る研究を行いたい。 
研究内容は、○○○・・・ 
 

本プロジェクト
との関連性 

○○○・・・ 

自発的研究活動等
のエフォート 

○％ 
 

※1 若手研究者は、自発的な研究活動等を実施する前に手続きを行う。 
※2 複数の自発的な研究活動等を申請する場合は、自発的な研究活動等ごとに記載する。 



様式例_承認通知書 
    年  月  日 

 
研究代表者 殿 

   （又は研究分担者） 
 

 
所属研究機関 

  
 

自発的な研究活動等承認通知書 
 
 

○年○月○日付けで申請のあった自発的な研究活動等について承認します。 
 
 
   



様式例_不承認通知書 
    年  月  日 

 
研究代表者 殿 

   （又は研究分担者） 
 

 
所属研究機関 

  
 

自発的な研究活動等不承認通知書 
 
 

○年○月○日付けで申請のあった自発的な研究活動等について、以下の理由により不承認
とします。 

 
 
 

記 
 

不承認の理由 
○○・・・ 



様式例_変更承認申請書 
    年  月  日 

 
所属研究機関 殿 

 
                        プロジェクト名： 

研 究 代 表 者： 
                        （又は研究分担者） 
 

自発的な研究活動等変更承認申請書 
 
 

○年○月○日付けで承認された自発的な研究活動等について、以下のとおり変更すること
について、実施条件に照らし問題ないと判断したため申請します。 

 
 
１．変更理由 

○○○・・・ 
 
 
２．変更後の活動内容 

本 プ ロ ジ ェ ク ト 

プロジェクト名 ○○プロジェクト 

活 動 期 間 ○年○月○日から○年○月○日まで 

氏 名 
※自発的な研究活動等を希望する者 

○○ ○○ 

本プロジェクト内で行う 
研究活動のエフォート 

○％ （自発的な研究活動等を含んだ当該プロジェクトの全仕事時間を
100％とし、それに対する自発的な研究活動等を除いた研究活動の割合を
記載する。※80％以上） 

 
自 発 的 な 研 究 活 動 等 

活 動 名 （例）科学研究費助成事業（科研費） 基盤研究（C） 

活 動 期 間 ○年○月○日から○年○月○日まで 

金 額
（年度ごとに記載） 

○○円（○年度：○○円） 
※上記資金からの人件費（給与・報酬等）の受給はない。 

活 動 内 容 （例） 
○月○日付けで承認された活動について以下のとおり変更したい。 
日本学術振興会が公募している科学研究費助成事業（科研費）の基盤研究（C）
に応募し、当該研究課題に係る研究を行いたい。 
研究内容は、○○○・・・ 
 

本プロジェクト
との関連性 

○○○・・・ 

自発的研究活動等
のエフォート 

○％ 
 

※ 複数の自発的な研究活動等を実施している場合、変更の有無に関わらず全ての活動内容を
記載する。 



様式例_変更承認通知書 
    年  月  日 

 
研究代表者 殿 

   （又は研究分担者） 
 

 
所属研究機関 

  
 

自発的な研究活動等変更承認通知書 
 
 

○年○月○日付けで変更申請のあった自発的な研究活動等について、承認します。 
 
 
   



様式例_変更不承認通知書 
    年  月  日 

 
研究代表者 殿 

（又は研究分担者） 
 

 
所属研究機関 

  
 

自発的な研究活動等変更不承認通知書 
 
 

○年○月○日付けで変更申請のあった自発的な研究活動等について、以下の理由により不
承認とします。 

 
 
 

記 
 

不承認の理由 
○○・・・ 



様式例_活動報告書 
    年  月  日 

 
所属研究機関 殿 

 
                        プロジェクト名： 

研 究 代 表 者： 
                        （又は研究分担者） 
 

自発的な研究活動等活動報告書 
 
 

○年○月○日で承認された自発的な研究活動等について、以下のとおり活動内容等を報告
します。 

 
 

本 プ ロ ジ ェ ク ト 

プロジェクト名 ○○プロジェクト 

活 動 期 間 ○年○月○日から○年○月○日まで 

氏 名 
※自発的な研究活動等を希望する者 

○○ ○○ 

本プロジェクト内で行う 
研究活動のエフォート 

○％ （自発的な研究活動等を含んだ当該プロジェクトの全仕事時間を
100％とし、それに対する自発的な研究活動等を除いた研究活動の割合を
記載する。※80％以上） 

 
自 発 的 な 研 究 活 動 等 

活 動 名 （例）科学研究費助成事業（科研費） 基盤研究（C） 

活 動 期 間 ○年○月○日から○年○月○日まで 

金 額
（年度ごとに記載） 

○○円（○年度：○○円） 
※上記資金からの人件費（給与・報酬等）の受給はない。 

活動内容・成果
（本プロジェク
トとの関連性に
ついては後述） 
 

（自発的な研究活動等の成果） 
○○○・・・ 
 
※他の研究費を獲得した活動については、当該制度における実績報告や成果
報告を添付することによる報告を可能とする。 
 

本プロジェクト
との関連性 

○○○・・・ 

自発的研究活動等
のエフォート 

○％ 
 

※ 複数の自発的な研究活動等を実施している場合は、自発的な研究活動等ごとに記載する。 



競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の自発的な

研究活動等に関する実施方針について ＦＡＱ 

 

このＦＡＱは「競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研

究者の自発的な研究活動等に関する実施方針（令和 2年 2 月 2日付け競争的研究費に関

する関係府省連絡会申し合わせ）について関係者の方々により良く理解していただくた

め、Ｑ＆Ａ形式でまとめて掲載するものです。本実施方針の運用にあたり参考にしてく

ださい。 

また、随時更新していきますので、本実施方針に関してご不明な点がございましたら、

下記問い合わせ先にご質問をお寄せいただきますようお願いします。 

 

 

            【問い合わせ先】                

内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当） 

付参事官（イノベーション創出環境担当）付  

電話：０３－６２５７－１３２９    

FAX：０３－３５８１－９７９０     

    

  



Ｑ．エフォート管理されている者のみが対象となるのか。 

Ａ．エフォート管理以外の方法により勤務管理されている者も適用可能です。 

時間単位や日管理で勤務管理されている場合、実施方法に沿って、日々の勤務管理

において既存の記載・保管する書類に基づき、従事率を管理することとなります。管

理方法として、以下の様式例を参考に適切に管理してください。 

  
様式例

（

殿

～

自発的研究活動等従事状況 （単位：従事時間）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

130 140 135

30 20 25

24 15 19 #### #### #### #### #### #### #### #### ####

２０○○

2019年○月○日

2019年4月1日 2020年2月28日

※従事時間の根拠となる書類（従事日誌等）の写しを添付

19

時間管理、日管理

プロジェクト名

活動期間

氏名

本プロジェクト内で行う自
発的研究活動等の承認時の
エフォート率

雇用形態

役 職：

氏 名：

若手研究者

自発的な研究活動等従事状況管理表

○○プロジェクト

○○　○○

○％

所 属：

当該プロジェクト

（自発的な研究活

動等を含む）

Ａ

業務内容

うち

自発的な研究活動等

Ｂ

自発的な研究活動等の

当該プロジェクトに対

する割合

（％）

Ｃ＝Ｂ／Ａ

合計

405

75

研究代表者

年度）

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・



Ｑ．自発的な研究活動等において、どのような場合、承認取消となるのか。 

Ａ．研究代表者等が該当する若手研究者の自発的な研究活動等（以下、活動という）を

モニタリングすることにより、必要に応じて、実施状況を把握し活動を支援するとと

もに、承認された活動が適切に実施されるよう助言を行うこととなります。 

承認された活動内容と実際の活動内容が異なる場合、活動していることが確認でき

ない場合、承認されたエフォート率（従事率）に対し、大幅に異なる場合等において

は、所属研究機関は、研究代表者等と相談のうえ、若手研究者の活動が適正に実施さ

れるよう是正させることができる。なお、是正を促したにも関わらず、是正されない

場合は、活動を中止（承認取消）させることができます。 

 

 

Ｑ．若手研究者の自発的な研究活動等の成果に対する責任は、どのようになるのか。 

Ａ．若手研究者による自発的な研究活動等の実施やその成果の公表等に係る見解や責任は、

若手研究者自身に帰属します。 

 

 

Ｑ．変更承認申請書は、どのような場合に提出が必要となるのか。 

Ａ．若手研究者の自発的な研究活動等の内容が変更になる場合、変更承認申請が必要なりま

す。ただし、以下の場合は、変更承認申請の必要ありません。 

・他の研究費を獲得する活動について、金額の査定等の研究費支出元の都合による金額

の増減があった場合 

・他の研究費を獲得する場合について、当該研究費のルールにおいて軽微な変更として

申請を要しないとされている変更を行う場合 

 



 

 
 

研究活動の公正性の確保及び適正な研究費の使用について確認・誓約すべき事項 
 
 科研費で研究活動を行うに当たっては、科研費が国民の貴重な税金で賄われていることを十分認識し、科研

費を適正かつ効率的に使用するとともに、研究において不正行為を行わないことが求められています。 
研究代表者の責務として、本内容を研究分担者等にも必ず周知し、研究活動の公正性の確保や適正な研究費

の使用について理解してもらうよう努めてください。 
 

記 
 
（研究活動の公正性の確保） 
   科学研究における不正行為は、科学を冒涜し、人々の科学への信頼を揺るがし、科学の発展を妨げるもの

であって、本来あってはならないものである。また、未来への先行投資として、国費による研究費支援が増

加する中、国費の効果的活用の意味でも研究の公正性の確保がより一層求められる。 
   研究活動とは、先人達が行った研究の諸業績を踏まえた上で、観察や実験等による事実、データを素材と

しつつ、自分自身の省察・発想・アイディア等に基づく新たな知見を創造し、知の体系を構築していく行為

である。研究成果の発表とは、研究活動によって得られた成果を、客観的で検証可能なデータ・資料を提示

しつつ、研究者コミュニティに向かって公開し、その内容について吟味・批判を受けることである。不正行

為とは、研究者倫理に背馳し、研究活動や研究成果の発表の本質ないし本来の趣旨を歪め、研究者コミュニ

ティの正常な科学的コミュニケーションを妨げる行為に他ならない。 
  不正行為は、科学そのものに対する背信行為であり、研究費の多寡や出所の如何を問わず絶対に許されな

い。これらのことを個々の研究者はもとより、研究者コミュニティや研究機関、研究費の配分機関は理解し

て、不正行為に対して厳しい姿勢で臨まなければならない。また、不正行為の問題は、知の生産活動である

研究活動における「知の品質管理」の問題として捉えることができる。公表した研究成果に不正行為が関わ

っていたことに気づいたら、直ちに研究者コミュニティに公表し、取り下げることが必要である。 
  不正行為に対する対応は、その防止とあわせ、まずは研究者自らの規律、ならびに研究者コミュニティ、

研究機関の自律に基づく自浄作用としてなされなければならず、あらゆるレベルにおいて重要な課題として

認識されなければならない。その際、若い研究者を育てる指導者自身が、自律・自己規律ということを理解

し、若手研究者や学生にきちんと教育していくことが重要である。 
  「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」（平成２６年８月２６日 文部科学大臣

決定）では以下の行為を特定不正行為としている。 
(1) 捏 造：存在しないデータ、研究結果等を作成すること。 
(2) 改ざん：研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究活動によって得られた結果等を

真正でないものに加工すること。 
(3) 盗 用：他の研究者のアイディア、分析・解析方法、データ、研究結果、論文又は用語を、当該研究

者の了解もしくは適切な表示なく流用すること。 
 

（適正な研究費の使用） 
  競争的資金等には研究機関に交付されるものと個々の研究者の研究遂行のためのものがあるが、個人への

補助の性格を有するものであっても、その原資が国民の税金である以上、国民の信頼に応えるため、競争的

資金等の管理は研究機関の責任において行われている。 
  競争的資金等の管理を委ねられた研究機関の責任者は、研究費の不正な使用が行われる可能性が常にある

という前提の下で、不正を誘発する要因を除去し、抑止機能のあるような環境・体制の構築を図ることが求

められている。 
  研究費の使用に当たっては、その管理が委ねられている研究機関のルールに従って適正に執行する必要が

ある。 
  研究費の不正使用とは、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交付の決定の内容

若しくはこれに付した条件に違反した使用をいう。 
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  研究費の不正使用の事例は、虚偽の請求によって資金を引き出して、他の目的に流用したり、プールした

りすることなどであり、物品購入費、謝金・給与、旅費に関するものに大別される。その際、私的流用はも

とより、目的外の使用や書類の捏造による支出は、研究資金として使用された場合でも不正使用となる。 
(1) 物品購入費に係る不正使用の例 

業者と物品購入に係る架空の取引により、納品書や請求書等を捏造、改ざんすることなどによっ

て、研究機関から支払われた代金を業者に「預け金」として管理させ、適宜異なる研究用物品の

納品を受けていた。 
(2) 謝金・給与に係る不正使用の例 

出勤表等を捏造、改ざんすることなどによって、謝金の水増しや架空の雇用者の給与の請求を行

い、研究機関から支払われた謝金、給与を研究者に還流させ、研究室等でプールし、適宜研究の

ための消耗品等の購入や大学院生等の学会等への旅費に使用するなどしていた。 
(3) 旅費に係る不正使用の例 

旅費の支払いに係る書類を捏造、改ざんすることによって日程の水増しや架空の出張に係る旅費

の請求を行い、研究機関から支払われた旅費を研究者に還流させ、研究室等でプールし、適宜研

究のための消耗品等の購入や大学院生等の学会等への旅費に使用していた。 
 

（不正が認定されたときの扱い） 
  論文等において不正行為が行われたと認定された場合や研究費の不正使用が認定された場合は、競争的資

金等の返還に加えて、認定された年度の翌年度から最長１０年間、競争的資金等への申請等の資格が制限さ

れる。 
（注）研究費の不正使用が認定された場合の措置の見直しがなされました。（平成２５(2013)年度４月より） 

  捏造、改ざん、盗用の不正行為が認定されたときの措置の対象者は以下の者が該当する。 
(1) 不正行為に関与したと認定された者（２～１０年） 
(2) 不正行為に関与したとまでは認定されないものの、不正行為があったと認定された研究に係る論文等

の内容について責任を負う者として認定された著者（１～３年） 
  研究費の不正使用が認定されたときの措置の対象者は以下の者が該当する。 

(1) 不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者（１～１０年） 
(2) 偽りその他不正の手段により研究費の交付を受けていた研究者及びそれに共謀した研究者（５年） 
(3) 不正使用に直接関与していないが、善良なる管理者の注意をもって事業を行うべき義務に違反した研

究者（１～２年） 
  日本学術振興会及び文部科学省のみならず、他府省の所管の競争的資金を活用した研究活動において不正

行為や不正使用があったと認定された者について、当該認定に伴う申請等資格制限が一斉適用される。 
 

（研究倫理教育の受講等について） 
  科研費の配分により行われる研究活動に参画する研究代表者、研究分担者は、自ら研究倫理教育に関する

教材（『科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－』日本学術振興会「科学の健全な発展のために」

編集委員会、研究倫理 e ラーニングコース（e-Learning Course on Research Ethics［eL CoRE］）、APRIN 

e ラーニングプログラム（eAPRIN）等）を通読・履修すること、又は、「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」（平成２６年８月２６日 文部科学大臣決定）を踏まえ研究機関が実施する研究

倫理教育を受講することが求められています。 

  以下に示す研究倫理教育の受講等を行った上で、チェックしてください。 

 

■ 所属する研究機関の取扱いに従い、研究倫理教育の受講等を行いました。 

 

※研究組織に研究分担者がいる場合には、以下の内容を研究分担者に確認した上でチェックしてください。 

■研究組織全ての研究分担者が、所属する研究機関の取扱いに従い、研究倫理教育の受講等を行いました。 
 



 

 
 

※研究組織に研究分担者がいない場合には、以下をチェックしてください。 

■ 研究分担者はいません。 
  

（研究者が遵守すべき行動規範について） 
■ 研究者が研究遂行上配慮すべき、日本学術会議の声明「科学者の行動規範－改訂版－」（うち、Ⅰ．科学

者の責務）や、日本学術振興会「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－」（特に、SectionⅠ 責

任ある研究活動とは）について、十分内容を理解し確認しました。科研費による研究を遂行するに当たって

は、こうした行動規範を遵守し、公平で誠実な研究活動を行うことを約束します。 

 

 

※研究組織に研究分担者がいる場合には、以下の内容を研究組織内の全ての研究分担者に誓約させた上で、チ

ェックしてください。 

■研究分担者として、上述の日本学術会議の声明「科学者の行動規範－改訂版－」や、日本学術振興会「科学

の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－」について、十分内容を理解するとともに確認し、科研費に

よる研究を遂行するに当たっては、こうした行動規範を遵守し、公平で誠実な研究活動を行うことを約束し

ます。 
 
※研究組織に研究分担者がいない場合には、以下をチェックしてください。 

■ 研究分担者はいません。 
 

 

【日本学術会議 声明「科学者の行動規範－改訂版－」（平成 25年（２０１３年）1月 25日）より抜粋】 

Ⅰ．科学者の責務 

（科学者の基本的責任） 

１ 科学者は、自らが生み出す専門知識や技術の質を担保する責任を有し、さらに自らの専門知識、技術、経験を活かして、

人類の健康と福祉、社会の安全と安寧、そして地球環境の持続性に貢献するという責任を有する。 

（科学者の姿勢） 

２ 科学者は、常に正直、誠実に判断、行動し、自らの専門知識・能力・技芸の維持向上に努め、科学研究によって生み出さ

れる知の正確さや正当性を科学的に示す最善の努力を払う。 

（社会の中の科学者） 

３ 科学者は、科学の自律性が社会からの信頼と負託の上に成り立つことを自覚し、科学・技術と社会・自然環境の関係を広

い視野から理解し、適切に行動する。 

（社会的期待に応える研究） 

４ 科学者は、社会が抱く真理の解明や様々な課題の達成へ向けた期待に応える責務を有する。研究環境の整備や研究の実施

に供される研究資金の使用にあたっては、そうした広く社会的な期待が存在することを常に自覚する。 

（説明と公開） 

５ 科学者は、自らが携わる研究の意義と役割を公開して積極的に説明し、その研究が人間、社会、環境に及ぼし得る影響や

起こし得る変化を評価し、その結果を中立性・客観性をもって公表すると共に、社会との建設的な対話を築くように努め

る。 

（科学研究の利用の両義性） 

６ 科学者は、自らの研究の成果が、科学者自身の意図に反して、破壊的行為に悪用される可能性もあることを認識し、研究

の実施、成果の公表にあたっては、社会に許容される適切な手段と方法を選択する。 

 

※URL:http://www.scj.go.jp/ja/scj/kihan/ 

 

【日本学術振興会「科学の健全な発展のために-誠実な科学者の心得-」】 

（日本語版（テキスト版））（日本学術振興会「科学の健全な発展のために」編集委員会） 

※URL:https://www.jsps.go.jp/j-kousei/data/rinri.pdf 

 

http://www.scj.go.jp/ja/scj/kihan/
https://www.jsps.go.jp/j-kousei/data/rinri.pdf


 

 
 

（補助条件（交付条件）の遵守について） 
■ 科研費により研究を遂行するに当たり、補助条件（交付条件）を理解しこれを遵守します。また、学術研

究に対する国民の負託を受けていること、及び科研費が国民の貴重な税金で賄われていることを十分認識し、

科研費を適正かつ効率的に使用するとともに、研究において不正行為を行わないことを約束します。 

 
※研究組織に研究分担者がいる場合には、以下の内容を研究組織内の全ての研究分担者に誓約させた上で、チ

ェックしてください。 

■ 研究分担者として、科研費により研究を遂行するに当たり、補助条件（交付条件）を理解しこれを遵守し

ます。また、学術研究に対する国民の負託を受けていること、及び科研費が国民の貴重な税金で賄われてい

ることを十分認識し、科研費を適正かつ効率的に使用するとともに、研究において不正行為を行わないこと

を約束します。 
 
※研究組織に研究分担者がいない場合には、以下をチェックしてください。 

■ 研究分担者はいません。 
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