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＜１．執行全般について＞ 
Ｑ1001 補助事業の実施に当たって、留意する点はあるか。 

Ａ 補助事業の実施に当たっては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」、

「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令」を遵守する必要があります。

また、各年度の公募要領及び独立行政法人日本学術振興会が定める「科学技術人材育成

費補助金（卓越研究員事業）取扱要領」等に基づき、適切に実施する必要があります。 

  本補助金を本補助事業以外の目的で使用するなど、不適切な執行が発覚した場合には、

選定の取消を含め、厳格に対処することとなりますので、十分御留意願います。 

 

Ｑ1002 経費の使用に関して、注意する点はあるか。 

Ａ  補助事業者が事業を遂行する場合、本補助金は国民の税金が原資であることに鑑み、

公正かつ最小の費用で最大の効果をあげ得るよう、経費の効率的使用に努めてください。

また、本補助事業の実施に必要な経費については、卓越研究員の研究費及び研究環境整

備費それぞれの経費の目的に応じて、適切な経費から執行してください。 

 

Ｑ1003 補助金の管理に関して、ルールはあるか。 

Ａ  文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人から配分する研究資金の管理につ

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（実施基準）」が

定められていますので、御参照願います。 

（参考）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） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343831.htm 

 

Ｑ1004 いつから補助金を充当できるようになるのか。 

Ａ  補助金の交付決定により補助金を充当することが可能になります。詳細は交付決定の

内容に従っていただくことになります。ただし、財政事情等により、交付申請書の内容

どおりに交付決定がなされない場合があり得ることを御承知おき願います。 

 

Ｑ1005 補助事業で使用した経費は、全て補助金の充当対象となるか。 

Ａ  補助事業に使用された自己経費（本補助金以外の補助金や委託費等の経費を除く）に

ついては、補助対象経費として補助金を充当する対象となります。ただし、卓越研究員

本人の人件費は補助対象経費とはなりません。また、本補助金以外の補助金や委託費等

については、「補助対象外経費」となり、本補助金を充当する対象にはなりません。 

なお、各年度の公募要領、科学技術人材育成費補助金（卓越研究員事業）取扱要領、

科学技術人材育成費補助金（卓越研究員事業）交付条件等には、補助金充当の対象と認

められない経費についての記載がありますので、十分に御注意願います。 

 

Ｑ1006 交付決定後に納品され支払を行うものであれば、交付決定前に発注を行った物品

等についても補助金を充当可能か。 

Ａ  補助対象経費とできるのは、交付決定後、当該年度の補助事業期間中に発注、納品、
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検収、支払等を完了したものに限ります。その他、補助事業のために必要な契約等は、

交付決定後に行う必要があります。 

補助対象経費の判断基準については以下を参考にしてください。 

 

  

※ 例外として、支払の対象となる行為や検収が当該年度の補助事業期間中に完了し、

かつ当該経費の額（支出義務額）が確定しており、補助事業期間中に支払われていな

いことに相当な事由があると認められる場合には、補助対象経費として認められます。 

(例1) 人件費や光熱水費等の月末締め、翌月払いとなるもの。 

(例2) 事業期間の終了直前に発生した経費について、経理処理の都合上、事業期間

中の支払が困難である場合に、翌月払いを認めているもの。なお、物品等の

購入にあたっては、年度末に購入が集中しないよう計画的な購入が望まれま

す。 

 

Ｑ1007 補助金の交付決定を受けた時点でまだ卓越研究員の雇用を開始していない場合、

補助金は卓越研究員の雇用開始後でなければ執行できないのか。 

Ａ  補助金は、交付決定を受けた以降であれば、卓越研究員の着任前でも執行開始可能で

す。ただし、卓越研究員の研究費については、採用される卓越研究員本人の研究活動に

係るスタートアップのために必要な経費に使用可能であることから、本人の着任前に執

行する場合には、機関として適切な経費であることを説明できるようにしてください。 

 

Ｑ1008 交付申請時に計画していなかった物品等を購入する必要が生じたが、補助金から

執行可能か。 

Ａ  交付申請時に計上していないものを補助金から支出することは、申請書に記載された

内容を遂行し、さらに発展させる趣旨に合致するものであれば可能です。なお、科学技

術人材育成費補助金（卓越研究員事業）交付条件 3-2 にあるとおり、当該購入物品等の
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変更が軽微な変更である場合には、事業内容変更承認手続きをとっていただく必要はあ

りません。軽微でない変更の場合には、あらかじめ独立行政法人日本学術振興会の承認

を得ていただく必要があります。 

 

Ｑ1009 卓越研究員の研究費は、申請書に記載した研究以外には使用できないのか。 

Ａ  卓越研究員の研究費の補助は、申請時に記載された研究計画に基づく研究自体を支援

するというよりも、当該研究計画等から卓越研究員の能力を確認し、当該卓越研究員が

安定かつ自立して研究を行うためのスタートアップに係る支援を行うことを目的として

います。このため、申請書に記載された研究を遂行し、さらに発展させる趣旨に合致す

るものであれば、補助金を使用することは可能です。 

 

Ｑ1010 研究環境整備費は卓越研究員本人の意思で執行可能か。 

Ａ  研究環境整備費は、卓越研究員を中心とした若手研究者が安定かつ自立して研究を遂

行する体制を構築するための経費として、卓越研究員を雇用する研究機関に対して支援

するものです。執行計画については、機関と卓越研究員とでよく相談してください。ま

た、執行に際しては、研究環境整備費の目的にあった経費かどうかを確認のうえ、本補

助金の交付条件や機関の規程等のルールに従い、適切に執行してください。 

 

Ｑ1011 補助金の費目間の流用は可能か。 

Ａ  補助事業の目的を変えない軽微な変更で、その変更が補助目的の達成をより効率的に

する場合であり、また、補助金の交付決定額に影響を及ぼすことなく、補助対象経費の

費目の額を補助対象経費の総額の30％又は300万円のいずれか高い額以内で増減する場

合は、流用可能です。それを超える場合には、事前に独立行政法人日本学術振興会の承

認を得る必要があります。 

 

Ｑ1012 卓越研究員の研究費と研究環境整備費との流用は可能か。 

Ａ 卓越研究員の研究費から研究環境整備費への流用はできません。一方、研究環境整備

費から卓越研究員の研究費への流用は禁止しませんが、公募要領に定める卓越研究員の

研究費の上限を越えて流用することはできません。本事業の公募要領等で設定された範

囲内で実施願います。 

 

   （例）人文学の卓越研究員（研究費支援の上限４００万円）の場合 

・卓越研究員の研究費について当初３５０万円の交付決定を受けた場合、５０万

円以内であれば研究環境整備費から研究費への流用が可能。 

・卓越研究員の研究費について当初４００万円の交付決定を受けた場合、研究環

境整備費から研究費への流用は不可。 

 

Ｑ1013 複数の卓越研究員を受け入れる研究機関において、卓越研究員間での研究費の流

用は可能か。 
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Ａ 卓越研究員間での研究費の流用はできません。 

 

Ｑ1014 卓越研究員の研究費と研究環境整備費を合算して使用できるのか。 

Ａ  一つのものを購入等する場合に両方の経費を合算使用することはできません。卓越研

究員の研究費と研究環境整備費はそれぞれの経費の目的が異なるため、区分して使用及

び管理する必要があります。 

 

Ｑ1015 本補助金と本補助金以外の経費を合算して使用できるのか。 

Ａ  エフォート等に応じて切り分けて支出することが認められている他の経費と按分して

支出すること（例えば、旅費について、補助事業の用務と他の経費による用務とを合わ

せて１回の出張をする場合に、本補助金と他の経費で按分して支出する場合など）は可

能ですが、本補助事業の経理については、他の経理と明確に区分してください。 

また、本補助金により購入等した設備備品等については、補助事業の終了後において

も、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運

用を行っていただく必要があります。これらが困難になるような経費の合算使用による

設備備品等の購入等はできませんので、御注意願います。 

なお、委託費や補助金等の特定の目的を持った国からの資金による事業（科学技術人

材育成費補助金による別の事業を含む）等、使途の特定された経費との合算使用はでき

ません。 

 

Ｑ1016 卓越研究員の研究費について、使途の制限はあるか。 

Ａ 研究目的等に制限はありませんが、計上する費目は、各年度の公募要領の（別表-1）

に記載の範囲に限られます。なお、科学技術人材育成費補助金（卓越研究員事業）交付

条件 2-9 では、不動産の取得など、補助事業の経費に計上することができないものを規

定しているため、これらについても確認してください。 

 

Ｑ1017 研究環境整備費は、卓越研究員を含む若手研究者が安定かつ自立して研究を遂行

する体制を構築するための経費であるが、「若手研究者」に学生は含まれるか。 

Ａ 学生は含まれません。しかしながら、若手研究者が安定かつ自立して研究を遂行する

体制を構築するために、リサーチ・アシスタントとして学生を雇用すること等は、可能

です。 

 

Ｑ1018 研究環境整備費は、間接経費として使用してよいのか。 

Ａ 研究環境整備費は、間接経費ではなく直接経費となりますので、本事業に直接関係す

るものにしか使用できません。 

 

Ｑ1019 補助金による支援対象の卓越研究員が育児休業等により研究中断を生じる場合、

必要な手続きはあるか。 

Ａ 研究機関は独立行政法人日本学術振興会へ研究中断について届け出てください。また、
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研究中断の届け出後に中断期間を変更することとなった場合は、中断期間の変更につい

て再度届け出てください。 

  なお、研究中断をした場合でも、補助期間の延長や研究費の翌年度への繰り越しは出

来ません。 

 

Ｑ1020 補助金による支援対象の卓越研究員が異動（他の研究機関に転出、辞職等）した

場合も補助対象となるか。また、異動にともない必要な手続きはあるか。 

Ａ 卓越研究員が当初の所属研究機関から異動した場合、その翌年度より当該研究機関に

対しては本補助金を交付しません。辞職した場合も同様です。ただし、採用の次年度以

降に新たに一覧化公開されるポストへ卓越研究員が異動した場合には、異動先の研究機

関に対して、その翌年度より、支援を引き続いて行うことがあります。 

卓越研究員の異動に際しては、補助事業の廃止又は変更の手続きや、それに伴う補助

金の返還等が必要となる場合があります。卓越研究員が異動する場合には、研究機関は

独立行政法人日本学術振興会へ速やかに連絡してください。 

 

Ｑ1021 補助事業期間の途中で卓越研究員が別の機関に異動することとなった。この場合、

交付された補助金について、既に使用した金額も含めて返納する必要があるのか。 

Ａ 交付された補助金のうち、使用した補助金（研究費及び研究環境整備費）については、

返納していただく必要はありませんが、使用していない補助金については返納していた

だく必要があります。 

 

Ｑ1022 卓越研究員が、民間企業において研究チームに所属して研究を実施する場合、ど

こまで本事業に係る補助金（研究費）を使用することができるのか。 

Ａ  研究チームにおける卓越研究員の関与の度合い等に応じて、個別に判断することにな

ります。 

例えば、卓越研究員が、研究チームにおけるリーダーや研究代表者などの立場で、当

該研究チームにおいて自立して研究に従事できる場合には、当該研究チームにおける研

究を補助する研究補助者の人件費など、当該研究チームの研究活動に対して、本事業に

よる卓越研究員に対する研究費（補助金）を使用することができます。 

他方、卓越研究員が研究チームの構成員の一人にすぎず、当該研究チームの中で自立

して研究に従事することができない場合、当該研究チームの研究活動に対して、本事業

による卓越研究員に対する研究費（補助金）を使用することはできません。 

 

Ｑ1023 民間企業が補助金の支援を受け、その資金を基に特許が発生した場合には、その

権利の帰属はどうなるのか。 

Ａ  本事業においては、知的財産権の取扱いについて特段の規則は定めていませんので、

職務発明が行われた場合、特許法に定める職務発明の規定に基づいて権利の帰属先が決

まります。 
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Ｑ1024 卓越研究員の研究費の補助は不要であるが、研究環境整備費の支援のみを受ける

ことは可能か。 

Ａ  可能です。 

なお、その場合も、科学技術人材育成費補助金（卓越研究員事業）取扱要領等に基づ

き、適切に補助金を執行していただく必要がありますので、御留意願います。 

 

Ｑ1025 卓越研究員が所属機関以外の研究機関において、両機関による共同研究を行う場

合、所属機関以外の当該研究機関に本補助金で購入した設備備品を持って行くことは可

能か。 

Ａ  卓越研究員の所属機関（補助事業を実施する機関、以下「A機関」という。）の管理の

下、補助金交付の目的に従って、本補助金で取得した設備備品※を当該卓越研究員が他の

研究機関（以下「B機関」という。）に持って行き、両機関による共同研究を行うことは

可能です。ただし、B 機関の研究設備の整備に本補助金を充当することはできず、また、

B機関に所有権が帰属する形での設備備品の取得もできません。 

本補助金で取得した設備備品の所有権は、A 機関に帰属することとなり、当該設備備

品の管理は、A機関の規程等に基づき管理することとなります。A機関は、補助事業実施

期間中だけでなく、補助事業の終了後においても、A 機関の規程等に基づき、善良な管

理者の注意をもって当該設備備品を管理するとともに、補助金交付の目的に従って、当

該設備備品を効率的に使用する義務があります。 

なお、本補助金で取得した、取得価格又は効用の増加価格が 50万円以上の設備備品に

ついては、一定期間、財産の処分（設備備品を交付の目的に反して転用し、譲渡し、交

換し、貸付し、取壊し、廃棄し、又は担保に供すること）が制限されており、処分しよ

うとするときは、あらかじめ平成 28年度に取得したものについては文部科学大臣の、平

成 29 年度以降に取得したものについては独立行政法人日本学術振興会の承認を受ける

必要があります。 

補助金の交付後、補助金額の確定の際に、上記のような設備備品の管理が困難になる

ような運用がなされていないか確認させていただく予定ですので、そのことも踏まえて、

設備備品を適切に管理してください。 

 

※本補助金における設備備品費の定義は、「設備備品（資産）を取得、製造する又は効用

を増加させるための経費」です。 

 

Ｑ1026 補助金で購入した備品等を、研究者の機関異動にあたり他機関へ持ち出すことに

ついて、制限はあるか。 

Ａ 本補助金により設備等の財産を取得した場合には、当該財産の所有権は補助事業実施

機関に帰属することになり、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に基づ

き、取得価格又は効用の増加価格が 50万円以上の設備等については文部科学大臣が別に

定める期間、財産処分の制限を受けることとなります。このため、研究者が他機関へ異

動したとしても、当該財産を異動先に移転させることはできません。ただし、補助金の
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全部に相当する金額を納付した場合や、処分制限期間を経過した場合は、この限りでは

ありません。 

  財産処分の制限を受ける財産の上記以外での処分については、事前に文部科学省又は

日本学術振興会に承認申請を行い、文部科学大臣の承認を得る必要があります。また、

処分にあたっては、財産処分納付金の納付が求められます。 

   関係規定は、平成 28年度の文部科学省が交付決定した補助金によるものは文部科学省

の科学技術人材育成費補助金交付要綱第 16 条、第 17 条及び科学技術人材育成費補助金

取扱要領第 16 条、平成 29 年度以降に日本学術振興会が交付決定した補助金によるもの

は日本学術振興会の科学技術人材育成費補助金（卓越研究員事業）取扱要領第 20条及び

交付条件の５です。 

財産処分が必要な場合は、個別に相談してください。 

  なお、財産処分の制限に該当しない少額の備品等の処分については、文部科学省又は

日本学術振興会への申請は不要です。機関と研究者とで相談のうえ、機関の規程等に基

づき必要な手続きを行ってください。 

 

Ｑ1027 卓越研究員が海外の研究機関において研究を行うこととなった場合、どの範囲の

経費に対し、補助金を充当することができるのか。 

Ａ  海外の研究機関においても、本事業で求めている要件を満たすことができれば、当該

機関に赴任して研究を行うことは可能です。ただし、補助金の経理については、国内の

所属機関（補助事業を実施する機関）において適切に行うことが必要です。また、研究

設備の購入等、海外の研究機関において資産を形成するような補助金による支出はでき

ません。 

なお、海外の研究機関によっては、研究成果物は全て当該機関に帰属し、移転や情報

公開等においても当該機関の了承が必要になる等、滞在先によりルールや手続等が異な

り、様々な制約を受ける可能性があります。卓越研究員事業は我が国の補助金であるこ

とから、その成果の公表など補助金を受けることで求められる行為が発生しますので、

補助金の使用にあたっては、こうした点でも支障がないかご注意いただく必要がありま

す。 

判断に迷うときは、個別に相談してください。 

 

＜２．費目ごとの使用ルール＞ 
２－１．設備備品費 
Ｑ2101 卓越研究員が共同研究を行っているグループで使用する設備の購入費に、卓越研

究員の研究費を充当することは可能か。 

Ａ 卓越研究員が使用する共通設備の購入費に対して、卓越研究員の研究費を充当するこ

とは可能です。しかしながら、本補助金により購入等した設備備品等については、補助

事業の終了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従

って、その効率的な運用を図っていただく必要があります。これらが困難になるような

経費の合算使用による設備備品等の購入等はできませんので、ご注意願います。 
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２－２．人件費 

Ｑ2201 学生に研究補助をしてもらい、その対価を補助金から支出可能か。その際、学生

とは短期でも雇用契約を結ぶ必要があるか。 

Ａ  研究遂行に必要な研究協力等に対する対価であれば補助金から支出可能です。労働契

約の締結要否については、機関の規程等に従って適正に処理してください。 

 

Ｑ2202 補助金で雇用している事務補佐員が退職することとなり、月末に有給休暇を消化

予定だが、その有給休暇分も含めた人件費を補助金から支出可能か。 

Ａ  支出可能です。 

 

２－３．事業実施費 

Ｑ2301 予定していた出張をキャンセルしたが、航空券や宿泊先等のキャンセル料を補助

金から支出可能か。 

Ａ  やむを得ない事由（天災、テロ・戦争、疾病や政治事情等）によるキャンセル料につ

いては、支出可能です。個人の都合等、やむを得ない事由で生じたキャンセルと判断で

きない場合には、支出は認められません。 

 

Ｑ2302 研究補助者に補助業務の一環として、専門分野の技術を向上するための研修会へ

参加させたいが、参加旅費等を補助金から支出可能か。 

Ａ  本補助事業における研究の推進に必要なものであれば支出可能です。卓越研究員の研

究活動の一環であるのか、研究環境向上のためであるのかといった参加の目的に応じて、

卓越研究員の研究費又は研究環境整備費の適切な経費から支出してください。 

 

Ｑ2303 学生の旅費や学会参加費等を補助金から支出可能か。 

Ａ  本補助金は、運営費交付金等の使途の定めの無い経費とは異なり、特定の目的のため

に使用可能な経費であることから、学生に卓越研究員の研究費又は研究環境整備費それ

ぞれの経費の目的に該当する活動を行わせるための必要経費に限り補助金から支出可能

です。例えば、学生が研究補助者として卓越研究員の研究の一部を担っており、卓越研

究員と一緒に学会にて研究発表を行う必要があるといった場合には、当該学生の旅費や

学会参加費を補助金から支出することは可能ですが、学生指導の一環として学会発表さ

せたり聴講させたりするような場合には、補助金からは支出できません。 

 

Ｑ2304 卓越研究員の着任にあたり、以前の所属機関からの機器等の移設に係る費用及び

赴任旅費を補助金から支出可能か。 

Ａ  卓越研究員事業の実施に必要な機器等の移設経費であれば補助金からの支出は可能で

す。また、赴任旅費も研究環境整備費から支出可能です。ただし、交付決定を受けた以

降に発生する経費に限り補助金から支出可能となることに御留意ください。 
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Ｑ2305 レセプションや懇親会費が含まれる学会参加費を補助金から支出可能か。 

Ａ  学会の主催者等に確認し、レセプションや懇親会の飲食代の切り分けが可能であれば、

それらの金額を差し引いた額について補助金から学会参加費として支出することは可能

です。科学技術人材育成費補助金（卓越研究員事業）交付条件 2-9⑥にあるとおり、研

究集会の開催に伴うレセプションなどでの飲酒、会食などの嗜好品とみなされる経費は

補助対象経費として認められないため、経費の切り分けができない場合は、当該学会参

加費を補助金から支出することはできません。 

 

Ｑ2306 年度途中に使用を開始するソフトウェアの年間ライセンス料、1 月始まりの学会

の年会費や、購入した設備備品の保守・メンテナンスの複数年契約といった、国の会計

年度を跨ぐ契約等にかかる経費を一括して前払いする必要がある場合、全額を今年度の

補助金から支出可能か。 

Ａ  ライセンス契約等の年度をまたぐ契約や複数年契約は基本的に認められませんが、や

むをえず年度をまたぐ契約等をしなければならない場合は、年間経費を月割り等で按分

し、今年度に係る経費のみを今年度の補助対象経費として補助金から支出可能です。 

按分した翌年度分の経費は機関にて自己負担していただくこととなりますが、機関の

規程等で、機関が立替払いをし、翌年度に振り替えて翌年度予算で執行することを認め

ている場合で、かつ、今年度から翌年度に補助事業が継続する場合に限り、翌年度分の

経費を翌年度に交付決定を受けた補助金から支出しても構いません。なお、その場合に

は、今年度分と翌年度分の支出経費を、卓越研究員の研究費又は研究環境整備費のどち

らかに統一していただく必要がありますので御注意ください。 
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