
 1 

日 本 学 術 振 興 会  

 

頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム 

 

平成２９年度 公募要領 

 
平成２９年１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）は、国

際共同研究ネットワークの核となる優れた研究者を育成し、我が国の学術の振興を図る

ことを目的として、標記のプログラムを実施します。 
このプログラムは、大学等研究機関が、海外のトップクラスの研究機関と世界水準の

国際共同研究を行うことを通じて､相手側への若手研究者の長期派遣と相手側からの研

究者招へいの双方向の人的交流を展開する取組を支援するものです。 
  なお、本プログラムでは、高いポテンシャルは有しているものの、国際研究ネットワ

ークに十分アクセスできていない研究グループを特に支援します。これにより、国際研

究ネットワークを強化し、我が国における研究の国際競争力の向上を目指します。 
 
 
２．対象研究分野 

 
 人文学、社会科学及び自然科学の全分野 
 
 
３．応募機関等 

 
本プログラムの実施に当たり、採択決定後から平成２９年度中に若手研究者の海外へ

の派遣と海外の研究者の招へいを開始する計画を有する機関を募集します。 
 

３－１．応募機関・応募者等 

 
（１）応募が可能な機関は、次のとおりとします。 

①日本国内の大学、大学共同利用機関、短期大学、高等専門学校 
②国立研究開発法人、学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人、特殊法人、公

益社団・財団法人、一般社団・財団法人、特定非営利活動法人 
③民間研究機関 
※②及び③については、科学研究費補助金取扱規程（文部省告示）第２条に規定
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されている研究機関に限ります。 
 
（２）本プログラムでの事業者は機関の設置者（国立大学法人、公立大学法人、学校法

人、大学共同利用機関法人、国立研究開発法人、独立行政法人、特殊法人、公益社

団・財団法人、一般社団・財団法人、特定非営利活動法人等）、応募者は機関の長

です。事業者には、「戦略的国際研究交流推進事業費補助金」が交付されます。 
 
（３）本プログラムでの事業の実施主体は、機関の研究グループ（例：機関内の研究科、

専攻、講座、研究室等の研究単位、複数の研究単位の研究者によるグループ等）、又

は複数機関の研究者から構成される研究グループとします。 
 
（４）複数機関に所属する研究者が共同して事業を実施する場合には、代表機関と協力

機関を定めて、代表機関から応募を行ってください。 
一機関から複数件応募することも可能ですが、一機関からの応募は４件までに限

ります。 
 

３－２．事業実施の体制 

 
 本プログラムでの事業の実施主体となる研究グループは、主担当研究者及び担当

研究者、若手研究者から構成されるものとします。応募に当たっては、代表機関に

所属する常勤研究者の中から主担当研究者を１名定めてください。 
主担当研究者は、海外の研究機関等との国際共同研究にあたって日本側を代表する

者として、若手研究者の海外派遣、海外の研究機関等からの研究者の招へいをコーデ

ィネートし、事業計画の策定、経理管理、事業の実施、実施報告等において、実質的

な責任を負うものとします。 
また、応募に当たって実施主体は、国際共同研究の相手側となる海外の研究機関等

（以下「連携機関」という。）及び主要連携研究者、連携研究者を明らかにする必要

があります。 
 

３－３．応募上の留意事項 

 
（１） 本会の国際交流事業を実施中であるか、あるいは過去５年間に本会の国際交

流事業に採択されたことがある主担当研究者は、その事業の成果（見込み）と

今回応募する事業との関連性（今回の事業が過去のものの発展型であるなど）

がある場合には、応募に当たってそれを明確にしてください。 
 

（２） 過去に若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金又は本補助金の支援を受けた

研究グループ（＊１）が実施主体となり、当該支援内容と類似点が多い研究を

行う事業については、過去の事業による成果を記載するとともに、本応募の事

業により見込まれる新たな成果についても記載してください。 
（＊１：平成 22 年度「頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム」

採択事業、平成 23～25 年度「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外

派遣プログラム」採択事業を指す。） 
 

（３） 海外の連携機関については、若手研究者の派遣先、研究者の招へい元及び国
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際共同研究のパートナーとして適切であることを、応募に当たって明確に示し

てください。また、本事業にかかる相手側の資金計画（当該国の学術振興機関

からの支援を受けることが見込まれているなど）についても応募に当たって出

来る限り明確にしてください。 
 

（４） 事業の効率的・効果的な実施の観点から、本会の「日中韓フォーサイト事業」、

「研究拠点形成事業」、「国際化学研究協力事業（ICC プログラム）」、「国際共同

研究教育パートナーシッププログラム（PIRE プログラム）」、「二国間交流事業

（共同研究・セミナー）」、「日独共同大学院プログラム」、「欧州との社会科学分

野における国際共同研究プログラム（ORA プログラム）」、「若手研究者ワーク

ショップ（ブラジル）」及び「スイスとの国際共同研究プログラム（JRPs）」に

おいて、コーディネーター、研究代表者、主担当研究者、開催責任者となって

いる者（となる見込みの者）は、本プログラムの主担当研究者となることがで

きません。 
    また、科研費「国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）」に採択されてい

る場合には、当事業の主担当研究者、担当研究者、若手研究者（派遣予定者）

となることができません。 
なお、同時に応募することは可能ですが、両方の事業に採択された場合には、

どちらを受給するか選択することとなります（事業期間や渡航先が異なってい

る場合であっても重複受給は認められません）。 
 

（５） 研究資金の不合理な重複・過度の集中の排除（１０頁第１３項参照）におけ

る不合理な重複を排除する観点から、実施中の本補助金による事業（＊２）を

実施している研究グループは応募できません。また、実施中の本補助金による

事業と類似点が多く、同一の研究グループが実施主体となった応募であると本

会が判断した場合には、今回の応募は採択されません。 
（＊２ 平成 27、28 年度「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク

推進プログラム」採択事業を指す。） 
 

（６） 本プログラムの支援を受けた事業のうち、事後評価を経ていない事業（＊３）

の研究グループが実施主体となる応募であると本会が判断した場合には、今回

の応募は採択されません。 
（＊３ 平成 26 年度「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プ

ログラム」採択事業を指す。） 
 
 

４．採択予定件数 

  
１０件～１５件程度 

 
 
５．事業内容・事業期間 

 
５－１．事業内容 
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本プログラムでは、我が国の大学等研究機関の高いポテンシャルを有する我が国の

研究グループが、海外のトップクラスの研究機関等と連携して世界水準の国際共同研

究を行う取組において、相手側の機関等への若手研究者の長期派遣と相手側からの研

究者招へいの双方向の人的交流を通じて、国際研究ネットワークを戦略的に形成し、

当該研究領域での優位性を高め、ネットワークの中核となることを目指す事業を支援

対象とします。 
対象となる国際共同研究及び派遣対象者・受入（招へい）対象者等は以下のとおり

です。 
 

 （１）国際共同研究 
     本プログラムにおける国際共同研究とは、我が国の大学等研究機関の研究グル

ープが海外のトップクラスの研究機関の研究グループと共同で行う研究であって、

国際的に高い水準のものとします。 
 
（２）派遣規模 

事業者は事業期間中の年度ごとに２名以上の若手研究者を派遣することとしま

す。 
 

（３）派遣対象者（若手研究者） 
派遣の対象となる若手研究者は、我が国の大学等研究機関（代表機関又は協力

機関）に所属する研究者で、原則として助教、専任講師、准教授相当の職の者と

しますが、研究計画上の必要に応じてポスドク相当の職の者も可とします。 
大学院学生については、年度ごとに若手研究者２名以上の派遣を満たしている

場合にのみ、それに加えて、博士課程（一貫制の場合は博士後期課程相当）に在

籍する大学院学生の派遣を可とします。 
 
（４）派遣期間 

派遣者１名あたりの派遣期間は、原則として１年間以上とします 
（※複数回に分けて渡航した各期間を通算して１年間程度以上となる場合も可

とします。ただし、１回の渡航は原則として３か月以上の連続した期間としま

す。）。 
 
（５）受入規模 

事業者は事業期間中の年度ごとに１名以上の研究者を受け入れることとします。 
 
（６）受入（招へい）対象者 

受入の対象となる研究者は、海外の相手先機関（連携機関）に所属する研究者

で、原則として助教、専任講師、准教授相当の職の者としますが、研究計画上の

必要に応じてポスドク相当又は教授相当の職の者も可とします。 
 

（７）受入期間 
     受入者１名あたりの受入期間の定めはありません。 

 
 ５－２．事業期間 
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   平成２９年度の採択決定後から平成３１年度末までの１～３年間とします。 
   事業期間を踏まえて、派遣期間又は受入期間を設定してください。 

なお、２名以上の派遣かつ１名以上の受入を行わない年度を事業期間に含めること

はできません。 
 
 
６．事業規模・経費の範囲 

 
６－１．事業規模 

本プログラムで応募することができる経費は、１件当たり年間総額４千万円以内と

します（分野等に応じた適正な規模の応募も可能とし、応募総額の下限は設定しませ

ん）。但し、初年度（２９年度）については、２千５百万円以内とします。 
 

６－２．経費の範囲 

 
応募することができる経費は、事業計画の遂行に必要な以下の（１）と（２）です。

（１）及び（２）の総額として年間４千万円以内（但し、初年度（２９年度）につい

ては、２千５百万円以内）の経費を計上できます。 
 

（１）事業実施経費…若手研究者派遣旅費・研究者招へい旅費、及び国際共同研

究を遂行するための研究費 
（２）事業管理経費…事業の管理に必要な事務的な経費 

（※（１）事業実施経費の１０％以内） 
 
応募に当たっては、事業計画の実施期間における所要経費を計上していただきます。

経費の使途の有効性を十分に検討し、適正な規模の経費を応募してください。各年度

の補助金額は、本補助金の当該年度の予算額を踏まえ、事業計画の内容等を総合的に

勘案して毎年度決定されることとなります。 
 
経費の取扱いについては、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」、別

途公表する取扱要領、及び機関の会計関係規程等にしたがって、適切に管理執行して

ください。 
 
  （１）事業実施経費 
   ○若手研究者派遣旅費・研究者招へい旅費 
 
    【若手研究者派遣旅費・研究者招へい旅費】 
      上記５－１の（２）及び（５）の若手研究者派遣又は海外からの研究者の受

入に必要な旅費として使用できます。 
・若手研究者を連携機関に派遣するために必要な渡航費・滞在費等 
・若手研究者が行う海外での研究活動に必要な渡航費・滞在費等 
・海外の連携機関の研究者を代表機関又は協力機関に招へいするために必要

な渡航費、滞在費（当該事業の実施主体が主催し日本国内で行う国際シン

ポジウム等や日本国内で開催される国際会議等で、本事業の成果発表を日

本側グループと共同で行う場合を含む） 
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   ○国際共同研究を遂行するための研究費 
 
    【旅費】 
      上記の若手研究者派遣旅費・研究者招へい旅費以外の事業計画を遂行するた

めに必要な旅費について使用できます。 
・主担当研究者又は担当研究者が派遣される若手研究者の研究指導又は共同

研究遂行のために連携機関に渡航するのに必要な旅費 
・主担当研究者又は担当研究者が共同研究遂行のために必要な調査等を行う

ために必要な旅費 
・主担当研究者、担当研究者、若手研究者が研究成果発表を行うために必要

な旅費 
・当該事業の成果発表等のために当該事業の実施主体が主催する国際シンポ

ジウム等で、代表機関・協力機関・連携機関以外からゲストスピーカーを

招へいするために必要な旅費 
 

【設備備品費】 
      本補助金は、物品購入等を主目的とするものではありませんが、事業計画の

遂行上、必要不可欠な設備備品費について使用できます。 
      ただし、設備備品費として使用できる額は「国際共同研究を遂行するための

研究費」の総額の７０％以内とします。 
 

【謝金等】 
事業計画を遂行するために必要な研究支援、労働、専門的知識の提供等の協

力を得た者に対する諸謝金・賃金について使用できます。ただし、本補助金は

雇用を主目的とするものではないため、謝金として使用できる額は「国際共同

研究を遂行するための研究費」の総額の５０％以内とします。 
なお、主担当研究者、担当研究者、派遣される若手研究者にかかる人件費や

主要連携研究者、連携研究者への謝金としては支出できません。 
 

【事業推進費】 
上記以外の経費で、事業を遂行するために必要な経費について使用できます。 
例）消耗品費、借料・損料、印刷製本費、通信運搬費、会議費等 

 
（２）事業管理経費 

事業の管理に必要な事務的な経費として、各年度の事業実施経費の１０％の

範囲内で事業管理経費を計上できます。本経費は競争的資金の間接経費とは異

なります。事業の遂行に直接必要なものにしか使用できませんので、ご留意く

ださい。 
例）事業の管理に直接必要な消耗品費、通信運搬費、本事業専従の事務支援

者の雇用にかかる諸謝金・賃金、事業の管理に必要な旅費（ビザ等の手続

きのために必要な旅費等）等 
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７． 応募手続 

 
（１） 機関長を応募者として、本会の定める応募関係書類を以下の期間中に本会へ提

出してください。 
 

（２） 応募受付期間 
平成２９年５月８日（月）～平成２９年５月１０日（水）１７：００ 【必着】 

 
 
８． 審査方針 

「１．趣旨」にあるとおり、本プログラムは、高いポテンシャルは有しているもの

の、国際研究ネットワークに十分アクセスできていない研究グループを特に支援する

ものであるため、既に、世界の優れた研究機関と十分な国際研究ネットワークを構築

している研究グループや研究拠点又は、そのための支援事業に採択された研究グルー

プや研究拠点からの応募があった場合は、それ以外からの応募を優先して採択します。 
 
①【人的交流を通じた国際研究ネットワークの構築・強化】 
①-1．国際研究ネットワークの構築・強化の必要性、発展性 
・本事業を実施することにより、日本側研究グループの国際化が図られるか。また、当

該研究領域における国際研究ネットワークでの日本側研究グループの優位性の向上が

見込めるか。 
・本事業の実施を通じて、日本側と相手側となる海外の研究グループとの協力関係の強

化や、頭脳循環につながる国際研究ネットワークの構築が図られ、事業終了後の発展

性が見込めるか。 
①-2．派遣する若手研究者の役割及び選抜理由・方法 
・日本側から相手側に派遣する若手研究者（若手派遣研究者）について、国際共同研究

実施上の役割が明確で、共同研究が効果的に推進される派遣計画となっているか。 
・若手派遣研究者のこれまでの研究活動が当該研究領域において、国際的に高い水準の

ものであり、将来、当該研究領域において中核的な役割を担うことが期待できるか。 
①-3．招へいする研究者の役割及び要件 
・相手側から日本側に招へいする研究者（招へい研究者）について、国際共同研究実施

上の役割が明確で、共同研究が効果的に推進される招へい計画となっているか。 
・招へい研究者のこれまでの研究活動が当該研究領域において、国際的に高い水準のも

のであり、将来、当該研究領域において中核的な役割を担うことが期待される（担っ

ている）か。 
 
②【研究面での国際的な優位性】 
②-1．研究領域の優位性・将来性 
・設定された研究課題の研究領域が、日本の優位性を発揮し、国際的にも魅力あるもの

となっているか。また、新しい領域を生み出すなど将来性が期待できるものであるか。 
②-2．日本側研究グループ 
・本事業の実施主体となる日本側研究グループのこれまでの研究活動が当該研究領域に

おいて、国際的に高い水準のもの、若しくは日本でトップレベル（特殊性、独自性も

含めて）のものか。 
②-3．相手側となる海外の研究グループ 
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・国際共同研究の相手側となる海外の研究グループのこれまでの研究活動が当該研究領

域において、世界でトップレベル（特殊性、独自性も含めて）のものか。 
 
③【派遣・招へいにかかる支援体制】 
③-1．派遣先での支援体制（世界最先端かつ研究に専念できる研究環境） 
・相手側となる海外の研究機関において優れた研究環境（優れた研究者や豊富な研究資

源、研究設備等）が確保され、派遣された若手研究者の研究が促進される計画となっ

ているか。 
・若手研究者の派遣において、派遣先での研究活動を支援する日本側の研究進捗管理体

制が整備されているか。 
③-2．日本側での受入体制（研究に専念できる研究環境） 
・研究者の招へいにおいて、日本での研究活動を支援する日本側の体制が整備されてい

るか。 
・日本側において、研究活動面以外で、招へい研究者を受け入れるための支援体制（ス

タッフの外国語による対応、生活面での支援等）が確保されているか。 
 
④【国際共同研究計画及びその到達目標の妥当性】 
④-1．研究計画の妥当性 
・研究計画全体を通して、日本側研究グループが当該研究領域において相手側研究グル

ープと強固なネットワークを構築するために適切な計画となっているか。 
・研究課題の設定が合理的であり、研究内容が優れたものとなっているか。また、国際

的に展開されることにより研究の進展が見込まれるものであるか。 
・研究計画を実施するにあたり、ふさわしいグループ構成となっているか。 
・相手側となる海外の研究グループと事前調整・協議が具体的に進捗しているなど、実

現性の高い計画となっているか。 
・機関等の定める国際戦略等との整合性はとれているか。 
④-2．到達目標設定（指標含む）の妥当性 
・本事業により実施する国際共同研究によって達成しようとする研究成果の到達目標が、

国際的に高い水準となっており、これまでの実績に照らし、適切なものとなっているか。 
・本事業の実施によって達成しようとする国際研究ネットワークの強化・拡大について、

客観的な指標（国際共著論文数、被引用数、及び、それらと同等の客観性をもった指標）

に基づいた目標設定になっているか。 
 
 
⑤【経費の使用計画の妥当性】 
⑤-1．経費の使用計画の妥当性 
・応募された経費の額と使途が、国際共同研究の内容及び若手研究者の派遣・招へい規

模（人数、期間等）を踏まえた妥当なものであり、研究計画の遂行上、必要不可欠な

ものであるか。 
 

※ 上記の他、過去に「頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム」、「頭脳

循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」の支援を受けた研究機関等が

実施主体となり、当該支援内容と類似点が多い研究を行う事業については、事後評価

の結果を勘案するとともに、過去の事業の成果が十分生かされており、今回応募され

た事業を実施することによりネットワークの強化及び研究成果の両面で、格段の発展
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が見込まれるかどうか、という点も考慮します。 
 
 
９．選考方法と選考結果通知 

 
９－１．選考方法 

 
本事業の審査は、我が国の学界の第一線の研究者で構成される本会の国際事業委員

会（委員 13人及び書面審査員約 1,800人）及び当該委員会の下に設置される｢人社系｣、

｢理工系｣、｢生物系｣、「総合系」の審査・評価部会（国際事業委員会委員及び分野別

の専門委員で構成）で行われます。 
国際事業委員会書面審査員が主に研究面についてレビューを行い、審査・評価部会

ではレビュー結果を一つの指標として、さらに書面審査を行い、書面審査を通ったも

のを対象に面接審査を行います。その後、国際事業委員会において、審査・評価部会

の審査結果を踏まえ、最終的な合議審査により採択事業が選考されます。 
 
 ９－２．選考結果通知 
 

書面審査の結果、不採択となった代表機関に対しては、その旨を、平成２９年８月

下旬頃（予定）に、審査における以下の区分によるおおよその位置づけとともに、文

書で代表機関長宛に通知します。 
 

・不採択Ａ（不採択の中で上位） 
・不採択Ｂ（不採択の中で中位） 
・不採択Ｃ（不採択の中で下位） 
 

面接審査の対象となった応募事業についての合議審査の結果（最終選考結果）は、

平成２９年９月下旬頃（予定）に、文書で代表機関長宛に通知します。 
 
 
１０．採択決定後の手続 

 
本会は、代表機関長宛に、事業実施に必要な諸手続を通知します。 

 
 
１１．評価 

 
事業終了後、事業実績報告書を提出していただき、事後評価を行います。 

 
 
１２．採択機関の義務 

 
１２－１．事業進捗状況の報告 

 
採択となった代表機関は、本会の求めに応じ、毎年度事業（経理処理を含む）の進
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捗状況を報告する義務を負います。 
 
１２－２．成果の本会への通知と積極的公開 

 

採択となった代表機関は、本事業の実施により生じた成果を本会に通知するととも

に、各機関のホームページ等を活用し、事業計画の内容、経過、成果等を日本語及び

英語（あるいはその他の外国語）によって社会に対して積極的に情報公開することに

より、学術の国際交流の推進に協力する義務を負います。 
本事業の実施により生じた成果物の権利について、本会は関与しませんが、成果発

表に際しては、本会の助成を受けたことを明記する義務を負います。 
 
 １２－３．情報共有システム及びシンポジウム等への協力 

 
採択となった代表機関は、本会の Web サイト及び本会が主催するシンポジウム等

を通じて、事業計画の概要、活動実績及び派遣・受入活動を通じて得られた成果等に

関する情報を提供する義務を負います。 
 
 

１３．不合理な重複・過度の集中の排除 

 

「競争的資金の適正な執行に関する指針」（平成 24年 10月 17日改正 競争的資金に

関する関係府省連絡会申し合わせ）を踏まえ、研究資金の不合理な重複・過度の集中に

ついて以下のように取り扱います。 

① 不合理な重複に対する措置 

研究者が、実質的に同一の研究内容について、国あるいは独立行政法人の競争的資

金制度等による配分を受けている場合、または受けることが決定している場合、本事

業において、審査対象からの除外、採択の決定の取消し、又は資金・経費の削減（以

下、「採択の決定の取消し等」とする。）を行うことがあります。 

なお、本事業への申請段階において、他の競争的資金制度等への応募・申請を制限

するものではありませんが、他の競争的資金制度等に採択された場合には速やかに本

事業の事務担当に報告してください。この報告に漏れがあった場合、本事業において、

採択の決定の取消し等を行う可能性があります。 

② 過度の集中に対する措置 

本事業に申請された研究内容と、他の競争的資金制度等を活用して実施している研

究内容が異なる場合においても、研究者に配分される研究費等の経費全体が効果的・

効率的に使用できないと判断される場合には、本事業において、採択の決定の取消し

等を行うことがあります。 

このため、本事業への申請書類の提出後に、他の競争的資金制度等に応募・申請し

採択された場合等、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに本事業の事務担当に報

告してください。この報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消

し等を行う可能性があります。 

 

 
１４．不正使用等に対する措置 
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 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不正行為（ねつ造、改ざん、

盗用等）、すべての人権侵害行為（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、法令違反等が認められた場合は、採択決定の取消し、既に配分された資金・経費等

の一部又は全部の返還等のしかるべき措置を行います。 
 研究資金の適正な使用等については、「研究資金の適正な使用等について」（別紙 
（１６～１７頁））をご参照ください。 

なお本事業において、研究活動における不正行為があった場合、当該事案の内容（不

正事案名、不正行為の種別、不正事案の研究分野、不正行為が行われた経費名称、不正

事案の概要、研究機関が行った措置、配分機関が行った措置等）について、文部科学省

において原則公表します。 
また、「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」においては、

不正を認定した場合、研究機関は速やかに調査結果を公表することとされていますので、

各機関において適切に対応してください。公表されている事案等については、下記文科

省 HP をご覧下さい。 
http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1360839.htm 

 

 

１５．個人情報の取扱い 

 
応募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「個人情報保護規程」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、採択された事業については、代表機関名、協力機関名、主担当研究者及び担当

研究者の氏名・職名・所属部署名、実施計画、実績報告及び評価結果等が、本会のホー

ムページ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。 
 
 
１６．「府省共通研究開発管理システム（e-Rad）」について 

本プログラムは、「府省共通研究開発管理システム（e-Rad）」への登録対象事業となってい

ます。e-Rad とは、各府省が所管する競争的資金制度を中心として研究開発管理に係る一

連のプロセス（応募受付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等）をオンライン化す

る府省横断的なシステムです。 
※「e-Rad」とは、府省共通研究開発管理システムの略称で、Research and 

Development（科学技術のための研究開発）の頭文字に、Electric（電子）の頭

文字を冠したものです。 

 
①－１ 研究機関及び研究者の登録について（採択後） 

採択が決定した事業につきましては、代表機関長、主担当研究者、担当研究者

（分担金を配分する場合）の e-Rad の研究者番号、及び当該事業に対するエフォ

ート値等を本会に提出して頂くことになります。そのため、e-Rad への研究機関

および研究者の登録手続きを行っていない場合は、本プログラムに採択された後、
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手続きをお願いします。 

・ 研究機関の登録 

研究機関で 1名、e-Rad に関する事務代表者を決めていただき、事務代表者は

ポータルサイトより研究機関登録様式をダウンロードして、登録申請を（事務分

担者を設ける場合は、事務分担者申請も併せて）行って下さい。登録手続きに日

数を要する場合があります（2週間程度）。なお、一度登録が完了すれば、他省庁

等が所管する制度・事業の応募の際に再度登録する必要はありません。また、既

に他省庁等が所管する制度・事業で登録済みの場合は再度登録する必要はありま

せん。 
 【ポータルサイト】 http://www.e-rad.go.jp/ 

・ 研究者情報の登録 

所属研究機関は本プログラムに採択された事業の主担当研究者の情報を登録

する必要があります。ポータルサイトに掲載されている所属研究機関向け操作マ

ニュアルを参照して下さい。 
 

② e-Rad 上の課題等の情報の取扱い 

e-Rad上の課題等の情報については、採択された個々の課題に関する情報（制度

名、研究課題名、所属研究機関名、研究代表者名、予算額及び実施期間）を「独立

行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成 13年法律第 140号）第 5条

第 1号イに定める「公にすることが予定されている情報」であるものとして取り扱

います。 

 

③ e-Rad からの内閣府への情報提供等 

文部科学省が管理運用する e-Rad を通じ、内閣府に、各種の情報を提供すること

があります。また、これら情報の作成のため、各種の作業や情報の確認等について

ご協力いただくことがあります。 

 
④ e-Rad の操作方法に関する問合せ先 

e-Rad の操作方法に関する問合せは、e-Rad ヘルプデスクにて受け付けます。e-Rad
のポータルサイト（以下、「ポータルサイト」という。）をよく確認の上、お問い

合わせ下さい。 

■e-Rad ヘルプデスク受付電話番号  
0570-066-877 （ナビダイヤル）  

      （受付時間：土曜日、日曜日、祝祭日を除く 9:00～18:00） 

      ポータルサイト：http://www.e-rad.go.jp/ 
 

・ e-Rad の使用にあたっての留意事項 
e-Rad の操作方法に関するマニュアルは、ポータルサイト（http://www.e-rad.go.jp/）

から参照またはダウンロードすることができます。システムの利用可能時間帯は

下記のとおりです。 

   （月～日） 24時間 365日稼働 

なお、祝祭日であっても、上記の時間帯は利用可能です。ただし、上記利用可

能時間帯であっても保守・点検を行う場合、運用停止を行うことがあります。運

用停止を行う場合は、ポータルサイトにて予めお知らせします。 
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１７．「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」の提出 

 

    本プログラムの応募、研究実施等に当たり、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）」（以下、「公的研究費ガイドライン」

という。）（平成 26年 2月 18日改正）の内容について遵守する必要があります。 

研究機関においては、「公的研究費ガイドライン」に基づいて、研究機関の責任の

下、研究費の管理・監査体制の整備を行い、その状況を報告しなければなりません。 

 
 本プログラムの実施にあたり、主担当研究者の所属機関（分担金が配分される協

力機関を含む）では「公的研究費ガイドライン」に基づく研究費の管理・監査体制

を整備し、その実施状況等についての報告書である「体制整備等自己評価チェック

リスト」（以下、「体制整備等チェックリスト」という。）を提出することが必要で

す（「体制整備等チェックリスト」の提出がない場合及び内容に不備が認められる

場合の研究実施は認められません）。 

 このため、下記 HP の様式に基づいて、研究開始までに、研究機関から文部科学

省研究振興局振興企画課競争的資金調整室に、府省共通研究開発管理システム

（e-Rad）を利用して、「体制整備等チェックリスト」が提出してください。「体制

整備等チェックリスト」の提出方法の詳細については、下記文部科学省 HP をご覧

下さい。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1324571.htm 
 

 ただし、平成 28年 4月以降、別途の機会で「体制整備等チェックリスト」を提

出している場合は、今回新たに「体制整備等チェックリスト」を提出する必要はあ

りません。 

 

※注意：「体制整備等チェックリスト」および次項にあげる「不正行為ガイドライ

ン」の提出には、e-Rad の利用可能な環境が整っていることが必須となりま

すので、e-Rad への研究機関の登録手続きを行っていない機関にあっては、

早急に手続きをお願いします。（登録には通常２週間程度を要しますので十

分ご注意下さい。e-Rad 利用に係る手続きの詳細については、上記ＨＰに示

された提出方法の詳細とあわせ、下記 HP をご覧ください。） 

http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html 
 

なお、「公的研究費ガイドライン」において「情報発信・共有化の推進」の観点

を盛り込んでいるため、「体制整備等チェックリスト」についても研究機関の HP
等に掲載し、積極的な情報発信を行っていただくようお願いいたします。 

 

 

１８．「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」に基づく体制整備、

及び取組状況に係るチェックリストの提出 

 

研究機関は、本プログラムへの応募及び研究活動の実施に当たり、「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」（以下「不正行為ガイドライン」という。）
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（平成 26 年 8 月 26 日文部科学大臣決定）を遵守することが求められます。 
標記ガイドラインに基づく体制整備状況の調査の結果、文部科学省が機関の体制整備

等の状況について不備を認める場合、当該機関に対し、全競争的資金の間接経費削減等

の措置を行うことがあります。「不正行為ガイドライン」については、下記文部科学省

HP をご覧下さい。 
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm 

 
 また、平成 29 年度公募より、「不正行為ガイドライン」に基づく「取組状況に係るチ

ェックリスト」（以下、「取組状況チェックリスト」という。）を提出することが必要と

なりました（提出がない場合及び内容に不備が認められる場合の研究実施は認められませ

ん）。 
 このため、下記HP の様式に基づいて、研究開始までに、研究機関から文部科学省科学技

術・学術政策局人材政策課研究公正推進室に府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を利

用して、「取組状況チェックリスト」を提出してください。 
ただし、平成２９年４月以降、別途の機会で「取組状況チェックリスト」を提出している場合は、

今回新たに提出する必要はありません。 
 
 「取組状況チェックリスト」の提出方法の詳細については、下記文部科学省 HP をご覧下さ

い。 
http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1374508.htm 

 
 
１９．不正行為ガイドラインに基づく「研究倫理教育」の履修義務について 

 

 本プログラムにより行われる研究課題に参画する研究者は、「不正行為ガイドライン」

を踏まえ、研究機関が実施する研究倫理教育の履修等が義務づけられています。 
 このため、採択となった代表機関には、採択後の交付申請手続きの中で、研究倫理教

育の履修等について誓約する旨の文書を提出いただきます。 
 
 
２０．その他 

 
  （１） 本会は、軍事目的の研究を支援しません。 
 

（２） 本会は、本事業実施期間中に生じた傷害、疾病等の事故について、一切の責

任を負いません。 
 
（３） 経費の取扱いについては、別途定めます。 
 
（４） 「『国民との科学・技術対話』の推進について（基本的取組方針）」（平成 22

年 6 月 19 日科学技術政策担当大臣、総合科学技術会議有識者議員）で提言さ

れているように、本公募に採択され、１件当たり年間 3000 万円以上の公的研

究費（競争的資金またはプロジェクト資金）の配分を受ける場合には、研究者

が研究活動の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明する、未来へ

の希望を抱かせる心の通った双方向コミュニケーション活動（「国民との科学・
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技術対話」）への積極的な取組をお願いします。 
 
（５） 本公募は、できるだけ早く研究を開始できるようにするため、平成２９年度

予算成立前に行うものです。したがって、予算の状況によっては、今後、内容

に変更があり得ることをあらかじめご承知おきください。 
 
 
２１．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 人材育成事業部 海外派遣事業課 
（「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム」担当） 

電話：０３－３２６３－１９４２（ダイヤルイン） 
（照会受付時間：祝日を除く月～金 9:30-17:30） 
E-mail: zunoukoubo@jsps.go.jp 
HP：http://www.jsps.go.jp/j-zunoujunkan3/index.html 
（上記の本会 HP より、応募書類等のダウンロードが可能です。） 
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研究資金の適正な使用等について 

2016年 12月 

国際事業部・人材育成事業部海外派遣事業課 

 

 独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）の国際交流に関する各種公募事業に

申請するに際しては、以下の事項にご留意ください。 

  

（１）研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等に対する措置 

日本学術振興会平成 18年規程第 19号「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」に基づき、研究活動の公正性の確保及び研究資金の適正な管理・運営並び

に不正使用等の防止のため、国際交流に関する各種公募事業について、研究活動に係る特定不

正行為及び研究資金の不正使用等（※1）を行った研究者等（※2）については、以下の措置を執

るものとします。 

※1 ここでの「特定不正行為」とは、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

び盗用をいう。「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。「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。（同規程第 2条） 

※2 特定不正行為及び不正使用等に関する措置の対象は、次のとおりとする。（同規程第 15条） 

① 特定不正行為に関する措置の対象者 

・特定不正行為に関与したと認定された者。 

・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

係る論文等の内容について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 

・不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者。 

・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。 

・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に違反した研

究者。 

①  当該研究資金の交付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。なお、特定不正行為に係る研究資金の返還額は、当該特定不正行為の重大性、

悪質性及び研究計画全体に与える影響等を考慮して定める。 

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  措置の対象者に対し、一定の期間、振興会の所管するすべての研究資金を交付しない。 

なお、決定した措置について、振興会は文部科学省を通じ、同省及び同省所管の独立行

政法人が配分する競争的資金制度等（以下「文部科学省関連の競争的資金制度等」という。）

別 紙 
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の担当、他府省及び他府省所管の独立行政法人が配分する競争的資金制度（以下「他府省

関連の競争的資金制度」という。）の担当に情報提供を行います。特定不正行為により上記

措置の対象となった場合は、文部科学省関連の競争的資金制度等及び他府省関連の競争的

資金制度においても、申請及び参加が制限される場合があります。 
また、振興会は、以下の（１）～（３）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

究資金を交付しません。 

（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 

（２）前号に該当するものを除く「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「不正行為ガイドライン」という。）

及び「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）対象制度 

（３）「不正行為ガイドライン」が規定する基盤的経費 

 

（２）関係法令等に違反した場合の取扱い 

  申請書類に記載した内容が虚偽であった場合や、関係法令・指針等に違反して研究計画を実

施した場合には、本会から研究資金を支給しないことや、採択の決定を取り消すことがありま

す。 


