
日本学術振興会 

リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業

令和 2年度（2020年度）参加者募集要項

令和元年（2019年）6月 

独立行政法人 日本学術振興会 

１．趣旨 

独立行政法人日本学術振興会（Japan Society for the Promotion of Science: JSPS）は、我が国

における学術の将来を担う国際的視野、経験に富む優秀な研究者を育成するため、若手研究

者が「リンダウ・ノーベル賞受賞者会議」＊に参加することを支援します。 

＊ リンダウ・ノーベル賞受賞者会議の概要については、「17．参考：リンダウ・ノーベ

ル賞受賞者会議について」を参照。

２．対象研究分野 

A）3 分野合同（物理学、化学、生理学・医学関連分野）

B）経済学関連分野

３．申請資格 

参加支援を受ける研究者は、下記の①～⑤の要件を全て満たす必要があります。 

分 野 
3 分野合同 

（物理学、化学、生理学・医学関連分野） 
経済学関連分野 

①国・地域

【共通】 
日本国籍を持つ者又は我が国に永住を許可されている外国人。 

②年 齢
35 歳未満 

※令和 2 年(2020 年)7 月 3 日(金)時点。

35 歳未満 

※令和 2 年(2020 年)8 月 29 日(土)時点。
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分 野 
3 分野合同 

（物理学、化学、生理学・医学関連分野） 
経済学関連分野 

③所 属 

【共通】 

申請時に我が国の大学等学術研究機関等＊（以下、「国内の研究機関等」という。）又は海外の大

学等学術研究機関等（以下、「海外の研究機関等」という。）に所属している者。 

 

＊我が国の学術研究機関： 

以下に掲げる我が国の科学研究費補助金取扱規程（文部省告示）第２条に規定されている研究機関 

①大学及び大学共同利用機関 

②文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの 

③高等専門学校 

④文部科学大臣が指定する機関 

④在籍年次等 

本会からリンダウ・ノーベル受賞者賞会議評議

会への推薦時及び令和 2 年(2020 年)7 月 3 日

(金)時点で、以下のいずれかである者。 

 

①博士課程学生 

博士課程後期(又はそれに相当する課程)に在学

する者。(会議開催時までに博士課程後期に進学

する予定の者も含む。) 

 

②ポスドク研究者 

・博士の学位取得後 5年以内である者。 

・任期の定めのない職（以下、「終身雇用職」

という。）に就いていない者。(推薦時に終身雇

用職に就いていなければ、推薦後に終身雇用職

に就いた場合でも、申請資格は喪失しない。) 

本会からリンダウ・ノーベル受賞者賞会議評議

会への推薦時及び令和 2 年(2020 年)8 月 29 日

(土)時点で、以下のいずれかである者。 

 

①博士課程学生 

・博士課程後期(又はそれに相当する課程)に在

学する者。(会議開催時までに博士課程後期に進

学する予定の者も含む。) 

・ティーチングアシスタント(TA）又はリサーチ

アシスタント(RA)等としての研究・教育指導の

経験を有する者。 

 

②ポスドク研究者又はテニュアトラック研究者 

・博士の学位取得後 4年以内である者。 

・終身雇用職に就いていない者。(推薦時に終身

雇用職に就いていなければ、推薦後に終身雇用

職に就いた場合でも、申請資格は喪失しない。) 

・研究・教育指導の経験を十分に有する者。 

⑤その他 

【共通】 
過去に本会議に参加したことがない者。 
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４． 推薦予定数 

 

A）3 分野合同：15 名以内 

B）経済学関連分野：4名以内 

【注意】（P6．「12．派遣決定までの流れ」参照） 

本会での国内選考後、リンダウ・ノーベル賞受賞者会議評議会へ候補者の推薦を行います。

その後、同評議会における審査を経て、最終的な会議参加者が正式に決定します。本会の推

薦をもって会議参加が確定するものではありませんので、その旨ご承知おきください。 

 

 

５． 会議の開催期間  

  

A）3 分野合同 

令和 2年（2020 年）6 月 28 日（日）～7月 3 日（金） 

B）経済学関連分野 

令和 2年（2020 年）8 月 25 日（火）～8月 29日（土） 

＊ A）及び B）のいずれの場合も、全日程に参加することが求められます。 

 

 

６．本会が負担する経費 

 

本会規程に基づき、次の経費を負担します。  

 

（１）所属機関から会議会場までの往復交通費 

外国旅費・内国旅費 

   ＊所属機関の最寄り駅から会議会場までの旅費を本会規程に基づいて支給します。 

 

（２）会議参加費  

主催者が定める会議参加費 

＊主催者が提供する宿泊施設の使用に要する経費・食事代等が含まれます。本会から 

主催者へ直接支払います。 

 

 

７．申請手続 

 

申請は、本会ホームページの電子申請システムを通じて受け付けます。 
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「電子申請のご案内」URL https://www-shinsei.jsps.go.jp/topkokusai/top_kokusai.html 

操作手引 URL https://www-shinsei.jsps.go.jp/topkokusai/kdownload.html 

 

申請書の作成にあたっては、必ず「令和 2 年度（2020年度）リンダウ・ノーベル賞

受賞者会議派遣事業申請書作成要領」をご参照ください。 

作成要領 URL https://www.jsps.go.jp/j-lindau/shinsei_boshu.html 

 

 

（１） 電子申請システムによる手続 

 申請手続は、申請時点の申請者の所属機関により、以下の通り行ってください。

なお、申請にあたっては、予め ID・パスワードの取得が必要です。 

１） 国内の研究機関等に所属する申請者 

① 申請者本人による手続   

② 申請者の所属機関による手続 

２）海外の研究機関等に所属する申請者 

   申請者本人による手続（申請者の所属機関による手続は生じません） 

 

（２） 提出書類【紙媒体による申請は受理しません】 

① 申請内容ファイル（様式 1） 

使用言語：英語 

研究内容、研究成果、申請希望理由等を記載したもの。本会ホームページからダ 

ウンロードし所定の様式を取得の上、申請者本人が作成後、電子申請システムに 

登録してください。 

② 推薦書（様式 2） 

使用言語：英語 

本会ホームページからダウンロードし所定の様式を取得の上、推薦者が作成後、 

電子申請システムに登録してください。なお、推薦者の署名については自署また 

は電子画像による署名としてください。 

③ 個人情報の取扱いに関する同意書（様式 3） ※該当者のみ 

EUを含む欧州経済領域所在の申請者のみ提出が必要です。本会ホームページか 

らダウンロードし所定の様式を取得の上、申請者本人が自署で署名の上、電子申 

請システムに登録してください。 

④ 永住許可の旨記載された住民票 ※該当者のみ 

我が国に永住を許可されている外国人のみ提出が必要です。住民票のスキャンデ 

ータを、電子申請システムに登録してください。採用内定後に原本を提出いただ 

きます。 

4

https://www-shinsei.jsps.go.jp/topkokusai/top_kokusai.html
https://www-shinsei.jsps.go.jp/topkokusai/kdownload.html
https://www.jsps.go.jp/j-lindau/shinsei_boshu.html


 

８．本会の申請締切日時 

    

 以下の期限までに、電子申請システムを通じて本会へ申請書類を提出（送信）してく

ださい。 

   提出（送信）期限：令和元年（2019 年）8 月 8日（木）17:00（日本時間）【厳守】 

※所属機関が日本国内である申請者は、所属機関内での締切日を必ず事前にご確認ください。 

 

 

９．申請に際しての注意事項 

 

・申請書及び添付書類の内容に虚偽、他人の申請書からの転用その他不正な記載があると判

断した場合は、審査の対象外とし、また、当該申請者が本事業に採用された後に、同様の

記載が発見された場合は、採用の取消しを含む所定の措置を講じます。 

・本会の他の事業に現在採用されているか、あるいは過去 5 年間に採用されたことがある

者は、電子申請システムの所定の欄に当該事業名と研究課題、採用期間等を記載してくだ

さい。 

 

 

１０．審査基準 

 

審査にあたっては、以下の観点を基準とします。 

① 専門的な学会誌・国際会議等での掲載・発表等の優れた学術業績があること（ファ

ースト・オーサーとしての論文掲載や国際会議等での口頭発表経験があることなどが

望ましい）。 

② 当該分野での研究の将来を担う優れた研究者となることが期待できること。 

③ 本会議への参加により、海外の若手研究者との交流を深め、専門分野のみならず、

学際的な共同研究や国際的な人的ネットワーク形成の担い手に成長することが期待

できること。 

④  本会議に参加する目的が具体的かつ明確であり、十分な英語力があること。 

⑤  所属機関や研究分野などのバランスに配慮し、参加者の多様性を確保する。 

 

 

１１．選考及び結果の通知 

 

本会国際事業委員会書面審査員による書面審査及び同委員会による合議審査に基づき、推

薦の可否を決定し、その結果を、令和元年（2019年）10 月頃に、国内の研究機関等に所属す
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る申請者については所属機関長宛に通知します。海外の研究機関等に所属する申請者につい

ては、本人へ直接通知します。 

なお、選考結果に関する個別の問い合わせには応じません。 

 

 

１２． 派遣決定までの流れ 

 

本会は国内選考後、リンダウ・ノーベル賞受賞者会議評議会へ候補者の推薦を行います。本

会からの推薦後、同評議会へ候補者本人がインターネットを通じて申請書を提出します。 

その後、同評議会における審査を経て、最終的な会議参加者が正式に決定します。そのため、

本会の推薦をもって会議参加が確定するということではありませんので、その旨ご承知おき

ください。 

 

   募集から採用決定までのスケジュール（予定） 

《第 1段階：日本学術振興会における審査（日本からの推薦者の決定）》 

   令和元年（2019 年） 

6 月 ・募集要項の公表 

 ・電子申請システムで申請受付開始 

8 月 申請締切 

9 月 書面審査 

10 月 ・国際事業委員会（リンダウ・ノーベル賞受賞者会議評議会へ推薦 

する候補者の決定） 
 

・選考結果の通知 

《第 2 段階：リンダウ・ノーベル賞受賞者会議評議会における審査（会議参加者の決定）》 

10 月 日本学術振興会からリンダウ・ノーベル賞受賞者会議評議会へ候補

者の推薦 

12 月 ・リンダウ・ノーベル賞受賞者会議評議会から候補者へログインパ 

スワードの送付 
 

・インターネットを通じて候補者本人がリンダウ・ノーベル賞受賞 

者会議評議会へ申請書提出 

   令和 2年（2020 年） 

1 月 リンダウ・ノーベル賞受賞者会議評議会において審査 

2 月 リンダウ・ノーベル賞受賞者会議評議会から候補者及び日本学術振

興会へメールにて結果の通知 

※経済学に係る結果通知は 5月末となる可能性があります。予めご承知お 

きください。 
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１３．参加者の義務 

 

参加者は、会議終了後、指定された期日までに本会に報告書を提出してください。 

 

 

１４．研究資金の不正使用等や研究活動における不正行為等に対する措置 

 

研究者等による研究資金の不正使用等や研究活動における特定不正行為（ねつ造、改ざん、

盗用）、全ての人権侵害行為（人種差別、性差別、セクシュアルハラスメント、アカデミック

ハラスメント、パワーハラスメント、職権濫用、ネグレクト等）等の非違行為、法令違反、申

請書の虚偽記載等が認められた場合には、採択決定の取消し、既に配分された研究資金の一部

又は全部の返還等の然るべき措置をとります。 

 研究資金の不正使用等に関する取扱いについては、別紙（「研究活動の不正行為及び研究資

金の不正使用等への対応に関する規程」）を参照してください。 

 

 

１５．個人情報の取扱い等 

 

申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に

関する法律」及び本会の「保有個人情報等保護規程」に基づき厳重に管理し、日本学術振興

会の業務遂行のみに利用（データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせ

るための個人情報の提供を含む。）します。なお、採用された場合、参加者の氏名、職名、

所属部署名、所属機関名及び参加報告書等が、本会のウェブサイト等において公表されるほ

か、関係機関へ周知されることがあります。 

また、EUを含む欧州経済領域（以下「EEA」という。）所在の申請者については、「GDPR 

（General Data Protection Regulation：一般データ保護規則）に沿い、様式 3「個人情報の取

扱いに関する同意書」を提出してください。なお、申請書類に EEA 在住者の情報が含まれる

場合には、上記の取扱いについて該当者の同意を得てください。 

GDPRの詳細に関しては、下記のウェブサイト等を参考にしてください。 

個人情報保護委員会 

https://www.ppc.go.jp/enforcement/cooperation/cooperation/GDPR/ 

 

 

１６．その他 

 

本会は、本会議参加期間中（参加のための移動期間を含む）に生じた傷害、疾病等の事故に
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ついて、一切の責任を負いません。 

 

 

１７．参考：リンダウ・ノーベル賞受賞者会議について 

 

（１）会議概要 

   本会議は、世界各地の若手研究者の育成を目的として 1951 年に開設され、毎年リンダ

ウ（Lindau：ドイツ南部のボーデン湖に面する保養地）において 1週間程度の日程で開催

されている。毎回 30名程度のノーベル賞受賞者が招かれ、世界各地から集った若手研究

者に対して講演を行うとともに、参加者とのディスカッションに応じるもので、若手研究

者にとっては、受賞者と昼夜親しく接して大きな知的刺激を受けると同時に、世界中に研

究者ネットワークを形成する絶好の機会となっている。 

   物理学、化学、生理学・医学の自然科学 3分野から、毎年左の順序で 1 分野を対象とす

る会議がローテーションで行われるが、5年ごとにこのローテーションを止めて、3 分野

合同会議が挟み込まれる。また、2～3 年ごとに経済学分野が追加的に開催される。令和

2 年（2020年）には、3分野合同及び経済学分野での会議が予定されている。 

 

（２）主催者 

   ・リンダウ・ノーベル賞受賞者会議評議会 

   ・リンダウ・ノーベル賞受賞者会議基金 

 

（３）参加人数 

   3分野合同会議：約 700名 

   自然科学分野会議：約 600名 

   経済学分野会議：約 500名 

 

（４）会議日程 

    毎年 6 月末から 8月下旬の間の 1 週間 

     午前：ノーベル賞受賞者による講演 

        ノーベル賞受賞者による講演（聴衆参加型） 

  午後：ノーベル賞受賞者と若手研究者のディスカッション 

若手研究者によるポスターセッション 

 

（５）参加方法 

 リンダウ・ノーベル賞受賞者会議評議会と連携関係を持つ各国の学術研究機関等が国

内の参加希望者をとりまとめ、参加候補者の推薦を行う。個人が直接リンダウ・ノーベ

ル賞受賞者会議評議会に参加申請を行うことは、原則として認められていない。 

各国から候補者の推薦を受けたリンダウ・ノーベル賞受賞者会議評議会が、最終的な
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参加者を審査の上決定する。 

       日本においては、日本学術振興会がリンダウ・ノーベル賞受賞者会議評議会及びリ 

ンダウ・ノーベル賞受賞者会議基金と協定を結び、自然科学分野については 12名、経

済学分野については 4名、3分野合同会議については 15名をそれぞれ上限として、博

士課程大学院生及びポスドク研究者を推薦することとなっている。 

 

（６）その他 

    リンダウ・ノーベル賞受賞者会議ホームページ 

(https://www.lindau-nobel.org/) 

 

 

１８．本募集に関する連絡先 

 

〒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 国際事業部 

研究協力第一課 リンダウ・ノーべル賞受賞者会議派遣事業担当 

電話：03-3263-0986 

E-mail: lindau@jsps.go.jp 
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研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等への対応に関する規程 

平 成 １ ８ 年 １ ２ 月 ６ 日

規 程 第 １ ９ 号  

＊「不正使用等への対応に関する規程」は 

平成 20年 3月 28日規程第 3号により制定 

改正 平成２５年３月１３日規程第４号 

改正 平成２７年４月１日規程第３号 

改正 平成２８年３月３１日規程第３５号 

改正 平成２９年８月８日規程第３４号 

改正 平成３０年３月３１日規程第４０号 

（趣旨） 

第１条 科学研究における不正行為や研究者等による競争的資金等の不正使用等は、科学を冒涜し、その

発展を妨げるものであるとともに、人々の科学への信頼を揺るがし、貴重な国費を浪費するものである。

その観点から、独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）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）（以下、「研究活動

のガイドライン」という。）、「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）」

（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定。平成２６年２月１８日改正）（以下、「管理・監査のガイド

ライン」という。）及び「競争的資金の適正な執行に関する指針」（平成１７年９月９日競争的資金に関

する関係府省連絡会申し合わせ）に基づき、研究資金を活用した研究活動における不正行為及び研究資

金の不正使用等への対応並びに研究機関における組織としての管理責任の履行の確保に関する取扱いに

ついて、振興会の担う業務に応じて必要な事項を定め、研究活動の公正性を厳正に確保すること及び貴

重な国費を原資とする研究費に込められた国民の負託に応えることとする。 

（定義） 

第２条 この規程における用語の定義は、「研究活動のガイドライン」及び「管理・監査のガイドライン」

で定められたもののほか、次の各号のとおりとする。 

（１）「研究資金」とは、振興会が交付する全ての競争的資金、研究奨励金及び委託費等をいう。

（２）「不正行為」とは、研究者倫理に背馳し、研究活動及び研究成果の発表において、その本質ないし本

来の趣旨を歪め、科学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をいい、そのう

ち故意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、投稿論文など

発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗用を「特定不正行為」

という。 

（３）「不正使用」とは、故意若しくは重大な過失による研究資金の他の用途への使用又は研究資金の交

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。

別 紙
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（４）「不正使用等」とは、不正使用及び偽りその他不正な手段により研究資金の交付を受けることをい

う。 

（５）「組織としての管理責任の履行」とは、「研究活動のガイドライン」及び「管理・監査のガイドライ

ン」が示す、特定不正行為及び不正使用に対応するため研究機関が行う適切な管理体制の整備をいう。 

 

（対象となる研究活動） 

第３条 対象となる研究活動は、研究資金の配分により行われる全ての研究活動とする。 

 

（対象となる研究者等） 

第４条 対象となる研究者等は、研究資金の交付を受けて研究活動を行っている研究者・研究グループ等

とする。 

 

（対象となる研究機関） 

第５条 対象となる研究機関は、研究資金の交付を受けている研究者等が所属する研究機関又は研究資金

を受けている研究機関とする。 

 

（告発等の受付） 

第６条 特定不正行為又は不正使用等に関する告発又は告発の意思を明示しない告発に関する相談等（以

下、「告発等」という。）は、原則として、被告発者が所属する（どの研究機関にも所属していないが専

ら特定の研究機関の施設・設備を使用して研究する場合を含む。以下同じ。）研究機関（被告発者が振興

会特別研究員の場合は当該者が専ら研究活動を行う受入れ研究機関とする。以下同じ。）が受け付ける。

ただし、振興会は、被告発者が研究機関に所属していない場合又はそれ以外であっても特別な事情があ

ると判断した場合には、告発等を行う者（以下、「告発者等」という。）からの告発等を受け付けること

ができる。 

 

（告発等受付窓口の設置） 

第７条 振興会は、第６条ただし書きの場合に備えて、告発等を受け付ける窓口を監査・研究公正室に設

置し、以下により告発等を受け付ける。 

（１）告発等は、書面、電話、ＦＡＸ、電子メール又は面談により受け付ける。 

（２）監査・研究公正室は、告発等があったとき、告発者等の所属・氏名・連絡先、特定不正行為又は不正

使用等を行ったとする研究者等、特定不正行為又は不正使用等の態様、特定不正行為とする科学的な

合理性のある根拠あるいは不正使用等とする合理的な根拠、使用された研究資金の種別・名称、振興

会以外の機関に対する告発等の有無、告発者等が秘匿したい事項等について把握するとともに、告発

者等に対し第２０条の内容を伝達する。 

（３）告発等が監査・研究公正室以外の部課室にあったときは、当該部課室は速やかに監査・研究公正室

に連絡する。 
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（４）監査・研究公正室は、受け付けた告発等に係る研究資金の種別に応じて、当該告発等の内容を当該

研究資金担当課に連絡する。 

 

（告発等の移送） 

第８条 振興会は、告発等がなされた事案に関する研究資金の配分主体が振興会以外の資金配分機関であ

るときは、当該資金配分機関に事案を移送し、告発者等にこの旨通知する。 

 

（告発等の取扱い） 

第９条 告発等の取扱いは、次のとおりとする。 

（１）振興会は、原則として、特定不正行為又は不正使用等を行ったとする研究者等、特定不正行為の態

様が明示され、かつ特定不正行為とする科学的な合理性のある根拠あるいは不正使用等とする合理的

な根拠が示されている告発等のみを受理する。 

（２）振興会は、特定不正行為については、原則として顕名による告発等のみを受理する。ただし、匿名の

告発等によるものであっても、その内容に応じ、顕名の告発等による場合に準じた取扱いをすること

ができる。 

（３）振興会は、報道や学会等の研究者コミュニティにより特定不正行為又は不正使用等の疑いが指摘さ

れた場合には、告発等があった場合に準じた取扱いをすることができる。 

（４）振興会は、受け付けた告発等について、振興会が当該告発等に係る事案の調査・事実確認（以下、単

に「調査」という。）を行うべき機関に該当しないときは、第１１条第１項に規定する調査機関に該当

する研究機関に当該告発を回付し、回付された研究機関に対して当該研究機関に告発等があったもの

として当該告発等を取り扱うよう通知する。また、ほかにも調査機関が想定される場合は、該当する

研究機関に当該告発等について通知する。 

 

（告発者等・被告発者の秘密保持） 

第１０条 振興会は、告発者等、被告発者、告発等の内容及び当該告発等に係る事案の調査の内容につい

て、調査結果の公表まで、秘密保持を徹底する。 

２ 前項の規定にかかわらず、振興会は、調査事案が漏えいした場合、告発者等及び被告発者の了解を得

て、調査中の調査事案について公に説明することができる。ただし、告発者等又は被告発者の責により

漏えいした場合は、当人の了解は要しない。 

 

（告発等に係る事案の調査） 

第１１条 告発等に係る事案については、原則として現に被告発者が所属する研究機関若しくは告発等を

された事案に係る研究活動を行った際に所属していた研究機関又は被告発者が当該告発等をされた事案

に係る研究活動を行っていた研究機関（以下、「調査機関」という。）が調査を実施する。 

２ 振興会は、調査機関から調査の実施の決定その他の報告を受けた場合は、当該調査機関における調査

が適切に実施されるよう、必要に応じて指示を行うとともに、速やかにその事案の全容を解明し、調査
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を完了させるよう要請する。 

３ 被告発者が調査開始のとき及び告発等をされた事案に係る研究活動を行っていたときの双方の時点で

いかなる研究機関にも所属していなかった場合や、第１項に規定する調査機関による調査の実施が極め

て困難であると振興会が認める場合は、当該事案に係る研究資金担当課が第１項の調査を実施する。 

４ 前項に規定する調査に関し必要な事項については、別に定める。 

 

（調査中等における一時的措置） 

第１２条 振興会は、被告発者に対し、調査機関による調査結果の報告を受けるまでの間又は前条第３項

に規定する調査の結果が確定するまでの間、当該事案に係る研究資金の執行停止を命ずることができる

ほか、被告発者に交付決定した当該事案に係る研究資金の交付停止、被告発者から別に応募・申請され

ている研究資金の採択の決定又は交付決定を保留することができる。 

２ 前項に限らず、振興会は、特定不正行為又は不正使用等の一部が認定された場合、又は被告発者が自

らの責任を果たさないことにより調査結果の報告が遅延している場合は、被告発者に係る研究資金につ

いて採択又は交付決定の保留、交付停止、関係機関に対する執行停止の指示等を命ずることができる。 

 

（特定不正行為若しくは不正使用等が認定された者又は組織としての管理責任が履行されていない研究機

関に対する措置） 

第１３条 次の各号の場合、理事長はただちに必要な措置を執る。 

（１）調査の結果、特定不正行為又は不正使用等があったと認定された場合 

（２）調査機関が、振興会が所管する競争的資金に係る告発等の最終報告書を次のイからハで定める期限

内に提出しない場合 

イ 特定不正行為に係る調査においては当該調査機関の規程等を踏まえた調査期限内 

ロ 不正使用に係る調査においては告発等を受け付けた日から２１０日以内 

ハ イ、ロに限らず、報告書遅延に合理的な理由があると振興会が認めた場合は、別に設けた期限内 

（３）文部科学省が、「研究活動のガイドライン」及び「管理・監査のガイドライン」に基づき研究機関に

対し、体制整備等の不備について改善事項及びその履行期限を示した管理条件について、その履行が

認められないと判断した場合 

（４）文部科学省が、「管理・監査のガイドライン」に基づき研究機関における体制整備に重大な不備があ

ると判断した場合又は研究機関における体制整備の不備による不正使用と認定した場合 

 

（特定不正行為が認定された者に対する措置を検討する体制等） 

第１４条 特定不正行為があったと認定された場合、理事長は、研究活動の特定不正行為に係る対応措置

を検討する委員会（以下、「検討委員会」という。）に対し、対応措置の検討を求める。 

２ 理事長は、検討委員会が調査機関等の認定に基づき、当該被認定者に対して執るべき措置について検

討した結果の報告を受けて措置を決定する。なお、当該被認定者の弁明の聴取及び措置決定後の不服申

立ての受付は行わない。 
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３ 検討委員会の所掌事務及び組織等については、別に定める。 

 

（措置の対象者） 

第１５条 措置の対象者は次の各号のとおりとする。 

（１）特定不正行為に関する措置の対象者は、次のイからロのとおりとする。 

イ 特定不正行為に関与したと認定された者 

ロ 特定不正行為に関与したとまでは認定されないものの、特定不正行為があったと認定された研究に

係る論文等の責任者としての注意義務を怠ったこと等により、当該論文等の内容について一定の責任

を負う者として認定された著者 

（２）不正使用等に関する措置の対象者は、次のイからハのとおりとする。 

イ 不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者 

ロ 偽りその他不正な手段により研究資金の交付を受けていた研究者及びそれに共謀した研究者 

ハ 不正使用に直接関与していないが、善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務（以下、「善

管注意義務」という。）に違反して使用を行った研究者 

 

（措置の内容） 

第１６条 理事長が第１３条第１号で執る措置の内容は、次のとおりとする。 

（１）事案に応じて、当該研究資金の交付決定を取り消すとともに、既に配分された研究資金の一部又は

全部を返還させる。 

（２）措置の対象者が研究代表者として応募・申請している課題は採択しない。研究分担者となっている

ものについては、当人を除外しなければ採択しない。 

（３）措置の対象者に交付している研究資金がある場合、当該研究資金制度の定めに基づき、未使用の研

究資金について返還させる。 

（４）措置の対象者に対し、一定の期間、研究資金を交付しない。交付しない期間は、原則として、措置が

執られた年度の翌年度以降、特定不正行為の場合は別表１、不正使用等の場合は別表２に定める期間

とする。 

（５）前号の規定にかかわらず、科学研究費助成事業に係る補助金等を交付しない期間等については別に

定める。 

２ 理事長は、第１３条第２号から第４号で執る措置として、「研究活動のガイドライン」又は「管理・監

査のガイドライン」の定めるところにより、競争的資金の間接経費措置額の削減又は配分の停止を行う。 

 

（対象研究資金以外のものに係る特定不正行為及び不正使用等） 

第１７条 振興会は、本規程が対象とする研究資金に加え、次の各号において特定不正行為又は不正使用

等により一定の期間申請及び参加資格を制限する措置を受けた研究者について、当該措置の期間、研究

資金を交付しない。 

（１）国の行政機関及び独立行政法人が交付する競争的資金 
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（２）前号に該当するものを除く「研究活動のガイドライン」及び「管理・監査のガイドライン」対象制度 

（３）「研究活動のガイドライン」が規定する基盤的経費 

 

（措置の通知、報告） 

第１８条 振興会は、決定した措置及びその対象者等について、告発者等、措置の対象者及び対象研究機

関、並びに措置の対象者が所属する研究機関に通知する。 

２ 振興会は、決定した措置について、文部科学省に速やかに報告する。 

 

（措置内容の公表） 

第１９条 振興会は、措置を決定したときは、原則として、これを速やかに公表する。 

 

（悪意に基づく告発等への対応） 

第２０条 振興会は、告発等が悪意に基づくものであることが判明した場合は、当該告発者等の氏名の公

表、刑事告発等を行うことができる。 

 

（措置と訴訟との関係） 

第２１条 措置後に訴訟が提起された場合、措置の内容が不適切であるとする内容の裁判所の判断が確定

しない限り、措置を継続する。措置前に訴訟が提起された場合にも、措置を行うための合理的かつ客観

的な根拠が確認された場合は、訴訟の結果を待たずに措置を行うことができる。 

２ 措置後の訴訟において認定が不適切とされた場合、措置内容の一部又は全てを撤回するものとする。 

３ 前項において、研究資金の返還がなされていた場合は、措置の対象となった研究の状況に応じて再交

付するか否か検討し判断する。 

 

（措置内容等の公募要領等への記載） 

第２２条 振興会は、特定不正行為若しくは不正使用等を行った又は組織としての管理責任の履行を怠っ

た場合にとる措置の内容及び措置の対象となる研究者等の範囲について、あらかじめ研究資金の公募要

領及び委託契約書（附属資料を含む。）等に記載し、研究者等及び研究機関に周知する。 

 

（雑則） 

第２３条 本規程に定めるもののほか、振興会の特定不正行為又は不正使用等への対応に関し必要な事項

は、別に定める。 

 

附 則（平成１８年規程第１９号） 

この規程は、平成１８年１２月６日から施行する。 

 

附 則（平成２５年規程第４号） 
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１ この規程は、平成２５年３月１３日から施行する。 

２ 平成２５年４月１日よりも前に不正使用を行った者に対する振興会の所管するすべての研究資金を交

付しない期間は、措置が執られた年度の翌年度以降、次の範囲内で不正使用の内容を勘案し相当と認め

られるものとする。 

（１）研究資金により実施する研究事業等に関連する研究等の遂行に使用した場合は１～２年間 

（２）（１）を除く、研究等に関連する用途に使用した場合は１～３年間 

（３）研究等に関連しない用途に使用した場合は１～４年間 

（４）虚偽の請求に基づく行為により現金を支出した場合は１～４年間 

（５）（１）から（４）にかかわらず、個人の経済的利益を得るために使用した場合は５年間 

３ この規程の施行日から平成２５年３月３１日までの間、第７条中「総務企画部」とあるのは、「総務

部」と読み替えるものとする。 

４ 競争的資金等の不正使用等への対応に関する規程（平成２０年規程第３号）は廃止する。 

 

附 則（平成２７年規程第３号） 

１ この規程は、平成２７年４月１日から施行する。 

２ 第１２条第２項、第１３条第２号及び第１７条第２号、第３号は、不正使用においては、平成２６年

４月１日以降に配分した研究資金を対象とし、特定不正行為においては、平成２７年４月１日以降に配

分した研究資金を対象とする。 

 

附 則（平成２８年規程第３５号） 

この規程は、平成２８年４月１日から施行する。 

 

附 則（平成２９年規程第３４号） 

この規程は、平成２９年８月８日から施行する。 

 

附 則（平成３０年規程第４０号） 

この規程は、平成３０年４月１日から施行する。 
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別表１（第１６条第１項第４号特定不正行為関係） 

措置の対象者 特定不正行為の程度 
交 付し ない

期間 

特 定 不 正

行 為 に 関

与した者 

１．研究の当初から特定不正行為を行

うことを意図していた場合など、特に

悪質な者 

 １０年 

２．特定不正行

為があった研究

に係る論文等の

著者 

当該論文等の責任を

負う著者（監修責任

者、代表執筆者又は

これらの者と同等の

責任を負うと認定さ

れた者） 

当該分野の研究の進展への影響

や社会的影響が大きく、又は行

為の悪質性が高いと判断される

もの 

５～７年 

当該分野の研究の進展への影響

や社会的影響が小さく、又は行

為の悪質性が低いと判断される

もの 

３～５年 

上記以外の著者  ２～３年 

３．１．及び２．を除く特定不正行為

に関与した者 

 ２～３年 

特定不正行為に関与していないものの、特定不正行

為があった研究に係る論文等の責任者としての注意

義務を怠ったこと等により、当該論文等の内容につ

いて一定の責任を負う著者（監修責任者、代表執筆

者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定された

者） 

当該分野の研究の進展への影響

や社会的影響が大きく、又は行

為の悪質性が高いと判断される

もの 

２～３年 

当該分野の研究の進展への影響

や社会的影響が小さく、又は行

為の悪質性が低いと判断される

もの 

１～２年 
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別表２（第１６条第１項第４号不正使用等関係） 

措置の対象者 不正使用の程度 交付しない期間 

Ⅰ 不正使用を行った研究者及

びそれに共謀した研究者 

１．個人の利益を得るための私的流用 １０年 

Ⅱ 不正使用を行った研究者及

びそれに共謀した研究者 

２． 

１．以外 

① 社会への影響が大きく、行為

の悪質性も高いと判断される

もの 

５年 

② ①及び③以外のもの ２～４年 

③ 社会への影響が小さく、行為

の悪質性も低いと判断される

もの 

１年 

Ⅲ 偽りその他不正の手段によ

り研究資金の交付を受けた研究

者及びそれに共謀した研究者 

－ ５年 

Ⅳ 不正使用に直接関与してい

ないが善管注意義務に違反して

使用を行った研究者 

－ 善管注意義務を有す

る研究者の義務違反

の程度に応じ、上限

２年、下限１年 

 

なお、以下に該当すると判断された者に対しては、「厳重注意」の措置を講ずる。 

（１）上記Ⅱのうち、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少額

な場合。 

（２）上記Ⅳのうち、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された場合。 
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