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平成28年9月27日 



本日の内容 

 

平成２９年度科研費の要点と主な変更点 

 

応募手続上の注意事項 

 

研究費の不正使用、          
研究活動における不正行為の防止 
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平成２９年度科研費の要点と主な変更点 
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科研費改革 

審査システムの見直し（平成30年度助成～） 

 大括り化した「新審査区分表」の適用、「総合審査」等の本格実施 
（現行）         （新システム） 

 
 
 

 

 

 

 

 
研究種目・枠組みの見直し 
 挑戦的萌芽研究⇒挑戦的研究（開拓・萌芽）へ（平成２９年度助成～） 
 特別推進研究、若手研究（Ａ）の見直し等（平成３０年度助成～） 
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最大400余の細目等で 

公募・審査 

・細目毎に審査を実施 

 
・「書面審査」と 

 「合議審査」を 

 異なる審査委員が実施 

 する２段階審査方式 

大区分（11）で公募 

基盤研究（Ｓ） 

中区分（65）で公募 

基盤研究（Ａ） 

若手研究（Ａ） 

「総合審査」方式 

１．広い分野に渡って配置 

  された複数名の審査委員 

  による書面審査 

２．審査委員全員の合議審査 

小区分（304）で公募 

基盤研究（Ｂ・Ｃ） 

挑戦的萌芽研究 

若手研究（Ｂ） 

「２段階書面審査」方式 
・同一の審査委員がシステム
上で２段階にわたり書面審査 

・合議審査は実施しない 
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この秋に公募する研究種目 
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所管 文部科学省 日本学術振興会 

公募種目 

新学術領域研究 

特別推進研究 

基盤研究 

（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ） 

挑戦的研究 

（開拓・萌芽） 

特別研究促進費 

若手研究（Ａ・Ｂ） 

奨励研究 

研究成果公開促進費 

（研究活動スタート支援：来年3月公募開始予定） 

本
日
の
説
明
部
分 

参考：公募要領Ⅰ 



応募資格 
公募要領より 

① 研究機関に、研究活動を行うことを職務に含む者として所属する者 

      （有給・無給、常勤・非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない） 

② 研究活動に実際に従事していること （研究の補助のみに従事する者を除く） 

③ 大学院生等の学生でないこと 

      （研究活動を本務とする職に就いており、学生の身分も有する場合を除く） 

本学での資格 
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身分 応募資格 条件 （学内提出書類） 

教員 ○ ・なし 

医員（大学院生を兼ねても可） 
条件付 
○ 

・研究代表者承認書 

研究生 ・研究活動承認書  ・研究活動証明書 

その他 （①②を両方満たす者） ・応募承認書  ・申立書 

大学院生 （職務のない者） × － 

薬剤師・看護師・技師・療法士・技術
職員 等 

※ 「奨励研究」のみ応募可 （後日通知） 

参考：公募要領Ⅲ 



研究種目の概要（抜粋） 
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参考：公募要領Ⅰ,学振website 

種目 参加数 応募金額 期間 採択率 
H27年度 

新学術 
領域研究 

公募 1人 0～1,000万円 2年 
16.0% 

提案 

1人 
～複数 

1,000万～3億円 5年 
基盤研究（Ｓ） 5,000万～2億円 5年 13.2% 
基盤研究（Ａ） 2,000～5,000万円 

3～5年 
23.1% 

基盤研究（Ｂ） 500～2,000万円 23.1% 
基盤研究（Ｃ） 0～  500万円 29.8% 

挑戦的研究 
開拓 500～2,000万円 3～6年 

23.6% 
0～  500万円 2～3年 萌芽 

若手研究（Ａ） 
１人 

500～3,000万円 
2～4年 

22.4% 
若手研究（Ｂ） 0～  500万円 29.9% 

※1：H27「挑戦的萌芽研究」の値 

※1 



応募制限など 

①重複制限（掛持ち） 

 新規に２つの研究種目に対して応募する場合や 

 採択中の科研費がある場合の更なる科研費への応募は 

   制限される場合がある → 詳細は公募要領参照 

②年齢制限 

 若手研究（Ａ・Ｂ）は研究開始年度４月１日現在において 

 ３９歳以下限定 

③回数制限 

 若手研究（Ａ・Ｂ）の交付はＡ・Ｂ通算２課題まで 

      ※内定を辞退した場合はカウントしない 
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参考：公募要領Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 



重複制限の特例 

①研究計画最終年度前年度の応募 
 継続課題があっても、条件を満たせば追加応募可 
 追加応募が不採択でも、継続課題を続行できる 
 継続課題の条件 

 種目 ： 特別推進研究・基盤研究（特設分野研究を除く）・若手研究 
 期間 ： ４年以上で、来年度（Ｈ２９）が最終年度となるもの 

 追加応募の条件 
 種目 ： 特別推進研究・基盤研究（特設分野研究を除く）・若手研究 
                    ※特設分野研究への応募は不可 
                    ※若手研究からの応募は基盤研究に限る 

②研究期間の延長制度（基金・一部基金）とは重複OK 
 今年度終了課題を来年度へ延長予定の場合、延長課題を持ったまま 
  今回の科研費に新規応募できる （重複制限は適用されない） 

9 

参考：公募要領Ⅲ 



前年度からの主な変更点（1/2） 
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参考：公募要領 

１．文部科学省公募分、日本学術振興会公募分に共通する事項 
 ○「系・分野・分科・細目表」付表キーワード一覧の一部変更について 

 ○｢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」の提出について 

 

２．文部科学省公募分に関する事項 
 ○新学術領域研究（研究領域提案型）の変更点について 

 
３．日本学術振興会公募分に関する事項 
 ○挑戦的研究（開拓・萌芽）の応募に当たっての留意事項 
 ○基盤研究（A・B）（海外学術調査）の審査希望分野について 
 ○基盤研究（B・C）（特設分野研究）の応募に係る留意事項 
 ○研究計画最終年度前年度の応募について 

研究支援課websiteをご覧ください 
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前年度からの主な変更点（2/2） 

 挑戦的研究（開拓・萌芽）について 

・斬新な発想に基づき、これまでの学術の体系や方向を 

 大きく変革・転換させることを志向し、 

 飛躍的に発展する潜在性を有する研究を対象とする。 

 ※萌芽においては探索的性質の強いもの、芽生え期のものを含む。 
 

・従来とは異なる新たな審査システムの実施（総合審査） 
 →より広い分野からなる審査員による多角的視点に立った審査（書面審 
  査及び合議審査）を実施 
・なぜこの種目を選択したかについて調書に記載が必要 
・発想の斬新性等を重視。但し研究遂行能力の確認のため研究実績の 
 記載も必要 
・採択件数：質を重視し件数を絞り込む→250件程度を上限 
      （萌芽は現行件数より一定の絞り込みを行う） 
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参考：公募要領Ⅱ 



応募手続上の注意事項 
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申請手続上の注意事項 

提出の流れ 

 科研費電子申請システムを使用 （紙提出不要） 

 まずは学内提出期限【10/13（木）】の厳守をお願いします 

 学内提出後も修正できます。ご安心ください【10/27（木）まで】 
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申請者 

 

研究協力係 
 

文科省・ 

学術振興会 

③機関承認 

～11/07 16：30 

必着 

（交渉不可） ②添削（～10/27） 

①学内提出（～10/13）   

修正可 修正不可 

電子申請 



電子申請システムのID・パスワード取得 

ID・パスワードの取得方法 

 ＩＤ・パスワードは「e-Rad」（府省共通研究開発管理システム）にて
登録したものを使用 

◆ 未取得の場合 

 研究協力係へ『申込書』を提出 

 （様式掲載： 研究支援課website（p.23参照）） 

 ※パスワードはメールで届くので、必ずメールアドレスを添えて！ 
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手続き後、システム反映まで30分～1時間かかることがあります 

まずはログインして“職名の確認”と“安心”を！ 



ID・パスワードを忘れてしまったら 

再取得方法 

 e-Rad（http://www.e-rad.go.jp/index.html）ページ右上から ログイン 

 開いたログインページ下のログインＩＤ、パスワードを忘れた方はこちら 
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上記を試みた後、なお不明な場合は研究協力係へ 

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


研究計画調書の作成 

①（後半）応募内容ファイルの作成 

 応募内容ファイル様式（Word   ）をダウンロードし、記入 

 

 

②（前半）電子申請システムへの入力 

 応募種目など、必要事項を画面上で入力 

 ①のファイル（Word   またはPDF   ）の取込操作もあり 
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例年古い様式の提出が数件あります。 
様式は毎年改訂されているため、必ず入手しなおしてください！ 

やはり１度ログインして“入力欄の下見”と“安心”を！ 

3MB超、枚数超過・不足のファイルは取り込めません 

取込前に自らPDF化しておくと、文字化け等が減ります 



提出完了の確認 
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確実にこの画面まで進めて下さい（事務局で感知できるようになります） 



書類添削・ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ再発行の混雑予想 
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～10/6頃まではスムーズに対応できる見込です 

日 月 火 水 木 金 土 

9/25 26 27 28 29 30 10/1 

2 3 4 5 6 7 8 

9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31 1 2 3 4 5 

余裕 混雑 休み 

初回〆 

修正〆 

⇒11/7(月) 
学振必着 



研究費の不正使用、 

研究活動における不正行為の防止 
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研究費の不正使用の防止（1/2） 
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研究費の不正使用の防止（2/2） 

 

 

不正使用とは 

 架空発注・雇用など（故意）、旅程変更手続忘れなど（過失） 

 科研費使用ルール、ハンドブック記載内容を参照・遵守 

防止に向けて 

 未使用金が有っても問題なし（今後の応募に影響しません） 

 繰越制度が整ってきています（補助金・基金ともに可能） 
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皆様方には日頃から適切にお手続いただいておりますが、 
改めてのご案内です 

研究費の使い方で、分からないことがありましたら 

まずはご相談ください （連絡先はp.23） 

【参考】文科省：研究機関における公的研究費の管理・監査 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/08122501.htm 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/08122501.htm


研究活動における不正行為の防止 
 

不正行為とは 

 特定不正行為 ： ねつ造 ・ 改ざん ・盗用 

 処罰（資金返還・応募制限・氏名公表・人事処分・刑/民事訴訟） 

 科研費等の競争的資金のみならず、 

    運営費交付金等の基盤的経費による研究も対象となる 

 

 他の不正行為： 二重投稿、不適切なオーサーシップ等 

22 

【参考】文科省：研究活動における不正行為への対応等 

http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/ 

http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/


告発（相談）窓口 

研究支援課長 

 電話： 0166-68-2189 

 E-mail：kenkyu-kacho＠jimu.asahikawa-med.ac.jp 

研究協力係 

 電話： 0166-68-2187, 2261, 2264（科研費の応募、一般的な相談、 

     また、相談先が不明な場合もこちらへ！） 

 E-mail： rs-kk.g@asahikawa-med.ac.jp 

 Web  :  http://www.asahikawa-

med.ac.jp/bureau/shomu/kenkyus/kaken/koubo/koubo.html 

＜参考＞ 

文部科学省（研究に関する不正の告発受付窓口）研究振興局振興企画課競争的資金調整室  

 電話 ： 03-6734-4018  E-mail： chosei-k@mext.go.jp  
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http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/shomu/kenkyus/kaken/koubo/koubo.html
http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/shomu/kenkyus/kaken/koubo/koubo.html
http://www.asahikawa-med.ac.jp/bureau/shomu/kenkyus/kaken/koubo/koubo.html


各種資料掲載先 

公募要領 ・ 研究計画調書 

（文科省） 新学術領域研究など 

 http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/boshu/1351544.htm 

（日本学術振興会） 基盤・萌芽・若手研究など 

 https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/download.html 

 

科研費ハンドブック（2016年度版） 

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

  

 応募・採択・報告書提出までが大まかにまとめられています 
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http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/boshu/1351544.htm
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/download.html
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/download.html
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/download.html
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/15_hand/index.html
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/15_hand/index.html
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/15_hand/index.html


研究支援課研究協力係ホームページ 

○e-Radへのログインと併せて、当課のＨＰを確認ください。 

http://www.asahikawa-

med.ac.jp/bureau/shomu/kenkyus/kaken/koubo/koubo-normal.html 
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