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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 

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。  
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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 

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２８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ー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  

条に規定されている研究機関に限ります。 Page 3  



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 

３ー１．応募機関・応募者等（続き） 

（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。 
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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 

３ー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。 
 ・代表機関：主担当研究者（担当研究者）、派遣対象の若手研究者 
  （協力機関：担当研究者、派遣対象の若手研究者） 
 ・連携機関：主要連携研究者、連携研究者 
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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 

３ー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。） 
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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 

３ー３．応募上の留意事項（続き） 
（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」、・・・・及び「若手研究者ワークショップ（ブラジル）」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）となることはできません。 

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。） 
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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 

３ー３．応募上の留意事項（続き） 

（５） 研究資金の不合理な重複・過度の集中の排除（別紙 （１５～１６頁）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今回は応募できません。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26、27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 
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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 

５．事業内容・事業期間 
５－１．事業内容 
   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。 
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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 

５．事業内容・事業期間 
５－１．事業内容（続き） 

（２）派遣対象者 
   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。 

（３）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。）。 

（４）派遣規模 
   事業者は事業期間中の各年度ごと に２名以上の若手研究者を派遣す

ることとします。 
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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 

（補足：派遣期間の考え方） 
例(1)：1回の渡航で1年程度の派遣期間 

        29.4.1                     

 
 
 
   29.2.14                       30.1.31 

例(2)： 複数回の渡航を足して1年程度の派遣期間 
         29.4.1                         
               29年度= 162日            
 
 
 
    29.3.1    29.5.31  29.9.1 29.12.10      30.5.10     30.9.30 
                                
                        3回合計=337日 
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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 

５．事業内容・事業期間 
５－１．事業内容（続き） 

（５）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。 

（６）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 。 
（７）受入規模 

   事業者は事業期間中の各年度ごとに １名以上の研究者を受け入れる
こととします 。 
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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 

５－２．事業期間 
 平成２８年度の採択決定後から平成３０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名以上の派遣又は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。 
 
   ★その年度に下記の①、②の両方を満たしている場合に限って、 
    当該年度を事業期間に含めることができます。 
     ①連携機関へ新たに出発する、又は前年度から継続的に派遣して   
      いる若手研究者が合わせて２人以上いる 
     ②連携機関から新たに受入れる、又は前年度から継続的に受入れ 
      ている研究者が１人以上いる 
  
     ※なお、「継続的に」とは、前年度から派遣期間又は受入期間が連  
      続している場合だけでなく、前年度中に一度帰国した人物を、当該 
      年度に再度派遣する又は受入れる場合も含みます。 
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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 

（補足：各年度２名以上の派遣の考え方） 
        29.4.1                     

 

Ａさん 
 
     29.2.14                  30.1.31 
         29.4.1                         
                29年度= 162日            
 

Ｂさん 
 
     29.3.1    29.5.31  29.9.1 29.12.10      30.5.10     30.9.30 
                                
                        3回合計=337日 

Ｃさん 
 
                                   30.4.1             31.2.24 Page 14 
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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 

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（平成２８年度）につい
ては、２千５百万円以内とします。 
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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 

６．事業規模・経費の範囲 
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） 
 
 
 

 
 
  
     ※ 最大額を積算する必要はない。 
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戦略的国際研究交流推進事業費補助金 
(初年度は2,500万円／年、2・3年度目は4,000万円以内／年) 

事業実施経費 事業
管理
経費 
（事業実
施経費
の10%
以内） 

若手研究者派遣旅費・研究者招へい旅費 国際共同研究を遂行
するための研究費 



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 

６．事業規模・経費の範囲 
６－２．経費の範囲（続き） 
  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。 
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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 

６．事業規模・経費の範囲 
６－２．経費の範囲（続き） 

（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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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 

６．事業規模・経費の範囲 
６－２．経費の範囲（続き） 

（１）事業実施経費（続き） 

○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 
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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 

６．事業規模・経費の範囲 
６－２．経費の範囲（続き） 
（１）事業実施経費（続き） 

○国際共同研究を遂行するための研究費（続き） 

【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。 
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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 

６．事業規模・経費の範囲 
６－２．経費の範囲（続き） 
（１）事業実施経費（続き） 
○国際共同研究を遂行するための研究費（続き） 
 【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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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 

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２８年５月９日（月）～平成２８年５月１１日 （水） １７：００ （必着）  

８．審査方針 
 ① 【人的交流を通じた国際研究ネットワークの構築・強化】 
 ② 【研究面での国際的な優位性】 
 ③ 【派遣・招へいにかかる支援体制】 
 ④ 【国際共同研究計画及びその到達目標の妥当性】 
 ⑤ 【経費の使用計画の妥当性】 
 ※ 上記の他、過去に「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、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、格段の発展が見込まれるかどうか、という点も
考慮します。 Page 22 



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 

８．審査方針（続き） 

① 【人的交流を通じた国際研究ネットワークの構築・強化】 

      《略》 
 

 「1．趣旨」に示したとおり、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たいと考えています。 
（既に国際研究ネットワークが確立されている研究グループから
の応募を制限するものではありませんが、本プログラムでの取
組により、国際研究ネットワークの飛躍的な拡充・新たな構築が
期待でき、世界水準の研究を行う研究グループへの支援を特に
重視して評価します。） 

② 【研究面での国際的な優位性】 

     《略》 
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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 

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。 
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応募受付 

書面審査 

面接審査 

５月９~１１日 

7月 

通知 8月下旬 

面接対象 不採択 

8月下旬~9月上旬 

（不採択A、B、C） 

審査・評価部会 

書面審査員によるレビュー ６月 

合議審査 8月中旬 



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 

９．選考方法と選考結果通知 
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２８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、
代表機関長宛に文書で通知します。 
 
 ・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２８年９月下旬頃（予定）に、文書
で代表機関長宛に通知します。 
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面接審査 

通知 9月下旬 

採択 不採択 

8月下旬~9月上旬 

交付内定・事業開始 10月予定 

国際事業委員会 9月中下旬 

※ 事業期間は最長で平成30年 
  度末まで 



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 

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）の進捗状況を報告する義務を負います。 
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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 

１２．採択機関の義務 
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。 
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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 

１３．不正使用等に対する措置 
・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」（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。 

・公募要領p15-16 別紙「研究資金の適正な使用等について」 

 「（２）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」 
 

１４．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、研究上の不
正行為を未然に防止するため、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。 
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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 

１５．個人情報の取扱い 
 

１６．「府省共通研究開発管理システム（e-Rad）」等について 
 

    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。また、「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）に基づく「体制整備等自己評価チェックリス
ト」の提出も必要となりますので、以下の記載にしたがい遺漏のないよう
に手続きしてください。 
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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 

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

① 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について 
   （略） 
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、手続きをお願いします。 

 ・ 研究機関の登録 
   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。 
 ・ 研究者情報の登録 
  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。 
   （略） 
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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 

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

②－１   「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）」に基づく体制整備について 
   
  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）」（平成26年2月
18日改正）について遵守していただく必要があります。 
    研究機関においては、標記ガイドラインに基づいて、研究費の管理・監
査体制の整備を行い、研究費の適切な執行に努めていただきますようお
願いします。 
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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 

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

②－２「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）   
        に基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」の提出について 
  

  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）では標記ガイドラインに基づく研究費の管理・
監査体制を整備すること、及びその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、「チェックリスト」という。）を提出
することが必要です（チェックリストの提出がない場合の研究実施は認め
られません）。 
   このため、（略）、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、チェックリストが提出されていることが必要です。  
 (略) 
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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 

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

②－２「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）  
        に基づく「体制整備等自己評価チェックリスト」の提出について（続き） 
  

 ただし、平成27年9月以降、別途の機会でチェックリストを提出している
場合は、今回新たにチェックリストを提出する必要はありません。 
 （略） 
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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 

１７．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・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２８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。  
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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 

１８．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（照会受付時間：祝日を除く月～金9:30-17:30） 
  E-mail: zunoukoubo@jsps.go.jp 
  ホームページ：http：//www.jsps.go.jp/j-zunoujunkan3/index.html 
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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 

応募関係書類等の提出について 

１．応募に必要な書類等 
（１）機関長による応募関係書類送付状：１部（機関ごと） 
  （公文書原本） 
 

（２）事業計画調書：正本１部、写し２０部（事業ごと） 
  （Ａ４版、両面コピー（白黒、カラーいずれも可）） 
 

（３）ＣＤ―Ｒ（W）：１枚（機関ごと） 
  事業計画調書、応募基本データ及び添付書類の電子データ

を収納（表面に機関名、機関コードを記載） 
 

※ 応募書類は本会「頭脳循環プログラム」ホームページからダ
ウンロードしてください。 
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１．応募に必要な書類等 
（１）機関長による応募関係書類送付状：１部（機関ごと） 
  （公文書原本） 
   一機関で複数応募する場合も、一部のみ公文書（原本）

で提出してください。 
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応募関係書類等の提出について 



１．応募に必要な書類等 
（２）事業計画調書：正本１部、写し２０部（事業ごと） 
  （Ａ４版、両面コピー（白黒、カラーいずれも可）） 
 ・ 事業計画調書と「相手側となる海外の連携機関が、本事

業を連携して実施することを示す証拠書類（レター、E-mail
の写し等）」をセット 

 ・ Ａ４版、両面コピー、左上１カ所をホチキス留め。白黒・カ
ラーいずれも可だが、本会で審査用等に写しをとる際は白
黒。 

 ・ 事業ごとに封筒に入れる。 
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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 

応募関係書類等の提出について 



１．応募に必要な書類等 
（３）ＣＤ―Ｒ（W）：１枚（機関ごと） 
 ・ 事業計画調書（Ｗｏｒｄファイル、Ｅｘｃｅｌファイル） 
 ・ 応募基本データ（Ｅｘｃｅｌファイル） 
   シート４枚（基本データ①～④） 
 ・ 添付書類（ＰＤＦファイル） 
   相手側となる海外の連携機関が、本事業を連携して実施

することを示す証拠書類(レター、 E-mailの写し等)  
  
※ 機関名、機関コードをＣＤ―Ｒ（W）表面及びそのケースに記

載してください。 
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２．提出方法等 
（１）梱包方法 
 ① １件の応募の場合 
 ・ 送付状、事業計画調書（証拠書類付）の正本１部と写し２０ 
  部を封筒に入れる。 
 ・ 上記の封筒とデータを保存したＣＤ―Ｒ（W）を別の封筒に入

れる。 
 ② 複数件の応募の場合 
 ・ 事業ごとに事業計画調書（証拠書類付）の正本１部と写し 
  ２０部を封筒に入れる。（封筒に必要事項を記載） 
 ・ 上記の封筒と送付状、データを保存したＣＤ―Ｒ（W）を別の

封筒（又は段ボール箱等）に入れる。 
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２．提出方法等 
（２）応募受付機関 
   平成２８年５月９日（月）～平成２８年５月１１日（水） 
                                  17:00必着 
 
（３）配達方法 
   提出は、できるだけ持参ではなく、配達が証明できる方法

（配達記録、小包、簡易書留、宅配便等）で余裕をもって発
送し、応募受付期間内に着くようにしてください。 
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ご清聴ありがとうございました。 
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