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 科学研究費助成事業ＦＡＱ              
 

 

◎採択状況について 

 

＜Ｑ１＞ 科学研究費助成事業の申請・採択状況は？ 

＜ Ａ ＞ 研究種目の別によって採択状況に若干の違いはありますが、概ね採択率は科研

費全体からみて新規申請件数の 28%程度となっております。 

 

◎応募資格について 

 

＜Ｑ２＞  科学研究費助成事業の応募資格はどのように定められていますか？ 

＜ Ａ ＞ 応募資格は、次の①～④のすべてを満たす必要があります。 

＜研究者に係る要件＞ 

① 応募時点において、所属する研究機関から、次のア、イ及びウの要件を満たす研究

者であると認められ、e-Rad に「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録

されている研究者であること 

ア 研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属 

 する者であること 

イ 当該研究機関の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し  

 ている場合は除く） 

ウ 大学院生等の学生でないこと 

② 科研費やそれ以外の競争的資金で、不正な使用、不正な受給又は不正行為を行った

として、令和 5（2023）年度に、「その交付の対象としないこと」とされていない

こと） 

＜研究機関に係る要件＞ 

③ 補助金が交付された場合に、その研究活動を、当該研究機関の活動として行わせる

こと 

④ 補助金が交付された場合に、機関として補助金の管理を行うこと 

 

研究組織に参加する研究者については、研究代表者・研究分担者・研究協力者に区分さ

れます。 

１．研究代表者（応募者） 

ｱ) 研究代表者は、補助事業者であり、研究計画の遂行（研究成果のとりまとめを含む。）

に関してすべての責任を持つ研究者のことをいいます。 

研究期間中に退職等により応募資格を喪失し、研究代表者としての責任を果たせな

くなることが見込まれる者は、研究代表者となることを避けてください。また、研
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究代表者の交替は認められていませんので、応募の際にはご留意ください。 

ｲ) 研究代表者は、研究組織を構成する場合には、研究分担者との関係を明らかにする

ため、研究計画調書を提出する前に電子申請システム上で分担者承諾依頼を行って

ください。 

２．研究分担者 

ｱ) 研究分担者は、補助事業者であり、研究計画の遂行に関して研究代表者と協力しつ

つ、補助事業としての研究遂行責任を分担して研究活動を行う者のことをいい、分

担金の配分を受ける者でなければなりません。（研究代表者と同一の研究機関に所

属する研究分担者であっても、分担金の配分を受けなければなりません。） 

なお、研究期間中に応募資格の喪失などの理由により、研究分担者としての責任を

果たせなくなることが見込まれる者は、研究分担者となることを避けてください。 

ｲ) 研究分担者は、研究代表者と同様、科研費やそれ以外の競争的資金で、不正な使用、

不正な受給又は不正行為を行ったとして、令和 5（2023）年度に、その交付の対象

としないこととされていないことが必要です。 

３．研究協力者 

  研究協力者は、研究代表者、研究分担者以外の者で、研究課題の遂行に当たり、協力

を行う者のことをいいます。（例：日本学術振興会の特別研究員、外国の研究機関に所

属する研究者、海外共同研究者、科学研究費の応募資格を有しない企業の研究者等。） 

  研究協力者は、応募情報の研究組織表には入力せず、研究計画調書作成・記入要領の

指示に従い、作成する研究計画調書の「研究計画・方法」欄等、全体研究計画を説明す

る中で記載してください。 

 

＜Ｑ３＞ 若手研究の応募条件はどのようになっていますか？ 

＜ Ａ ＞若手研究は、令和 5（2023）年 4 月 1 日時点で博士の学位を取得後 8 年未満の研

究者が一人で行う将来の発展が期待できる優れた着想を持つ研究計画であることとされ

ています。令和 5年 4月 1日までに博士の学位を取得見込みの者及び博士の学位を取得後

に取得した産前・産後の休暇、育児休業の期間を除くと博士の学位取得後 8年未満となる

者も含みます。 

なお、39歳以下の博士号未取得者の応募を認める経過措置については、令和 2年度公募

をもって終了しました。 

加えて、これまでに一度「基盤研究」種目群を受給した方は「若手研究」への応募はで

きません。 

１．研究期間： 

2～5 年間（1 年の申請は認められない） 

２．研究経費の申請額：  

  総額 500万円以下 

３．「受給回数制限」：  

  若手研究及び若手研究（Ｓ・Ａ・Ｂ）の同一研究者の受給回数を、 2回までとします。
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そのため、令和 4（2022）年度公募までに若手研究（Ｓ・Ａ・Ｂ）のいずれかを既に 2

回受給している場合には、令和 2年度公募において若手研究に応募することはできませ

ん。また、若手研究（Ｓ・Ａ・Ｂ）で 1 回受給している場合には、若手研究に応募し、

1回受給することができます。 

 

◎公募の対象とならない研究計画について 

 

＜Ｑ４＞ 公募の対象とならない研究計画はどのようなものですか？ 

＜ Ａ ＞ 次の研究計画は公募の対象となりません。 

１． 単に既製の研究機器の購入を目的とする研究計画 

２． 他の経費で措置されるのがふさわしい大型研究装置等の製作を目的とする研究計画 

３． 商品・役務の開発・販売等を直接の目的とする研究計画（商品・役務の開発・販売等

に係る市場動向調査を含む。） 

４． 業として行う受託研究 

５． 研究期間のいずれかの年度における研究経費の額が 10 万円未満の研究計画 

 

◎研究計画調書について 

 

＜Ｑ５＞ 研究計画調書の作成に当たって、特に注意すべき点、また、審査に当たって 

  最も重視される点は？ 

＜ Ａ ＞ まず、研究したいことが審査委員に理解されることが肝要です。そのためには

簡潔な文章にすること、つまり申請書で要求されている項目について簡潔かつわかりやす

くまとめる必要があります。審査委員も細分化された専門領域をすべてにわたって理解し

ているとは限りませんので、専門的な文章が必ずしも有効であるとは限りません。審査の

方針・評定基準については、日本学術振興会の Web ページに審査員の手引き（過年度分）

が掲載されていますので、これらを踏まえながら作成してください。 

 申請書類の作成に際しては、研究種目毎の「研究計画調書作成・記入要領」及び研究計

画調書の各記入欄に記載されている指示に従って、11 ポイント以上（英語の場合は 10 ポ

イント以上）の文字等を使用して記述してください。ページの追加・削除、スペースの変

更は認められていませんのでご留意ください。研究計画調書は、モノクロ（グレースケー

ル）印刷したものが審査委員に送付されるため、印刷した際、内容が不鮮明とならないよ

うご注意ください。 

 なお、電子申請の際に、応募内容ファイル（Word 形式）を添付すると Web 入力項目とと

もに PDF 化され、研究計画調書（PDF）が出来上がりますが、過度にアクセスが集中する

時間帯等にエラーが生じ、添付ができない場合があります。そのような場合には、予めお

手元で Word 文書を PDF 化して添付すると無事に研究計画調書が完成することがあります

のでお試しください。 
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＜Ｑ６＞ 研究課題名を設定する場合、注意すべき点は？ 

＜ Ａ ＞ 研究課題名は一般的・抽象的なものは避け、研究期間終了時までの研究内容を

できるだけ具体的、かつ簡潔に表し、必ず全角 40 字以内（英文（半角）の場合は 200 字

以内。ただし、全角文字と半角文字が混在する場合は、半角文字も 1文字としてカウント

され、40 字以内で記載する必要がある）でご記入ください。研究期間中に研究課題名を変

更することは原則として認められていません。 

 

＜Ｑ７＞  研究組織を構成するに当たって、注意すべき点は？ 

 

＜ Ａ ＞ 複数の研究者が共同して行う研究については、研究代表者及び研究分担者がど

のように協力して研究を遂行するのか、それぞれの関連がわかるように記述することが必

要です。単に同じ分野の研究者の集合にすぎないような研究組織ではなく、それぞれの役

割分担が有機的な結びつきをもつことの必然性を強調することが要求されます。 

 

＜Ｑ８＞  研究計画調書の研究経費欄の記入に当たって、注意すべき点は？ 

 

＜ Ａ ＞ 研究期間のいずれかの年度における研究経費の額が 10 万円未満の研究計画は

公募の対象となりませんので注意してください。また、研究期間において、「設備備品費」、

「旅費」又は「人件費・謝金」のいずれかの経費が 90％を超えないようにしてください。

もし、超える場合には、当該経費の研究遂行上の必要性について「研究経費の妥当性・必

要性」欄に記入してください。また、これら以外の費目でも特に大きな割合を占める経費

がある場合には同様に記入が必要です。なお、研究の遂行に必要であっても、この補助金

で支出できない経費があります（＜Ｑ９＞参照）ので、これらも参考にしつつ、研究経費

の算出をしてください。旅費・謝金の単価等は参考資料ページをご参照ください。 

１．設備備品費について 

  設備備品（機械器具・図書・資料）の内容・内訳が判明するような表現で、（数量×

単価）（設置機関）と共に年度毎に区分して記入し、かつ計を入れてください。ただし、

科研費は設備備品購入のための補助金ではありませんので、単に設備備品を購入するた

めの申請は審査の対象外とされる場合があります。 

２．消耗品費 

  年度毎に区分して、品名毎に記入し、かつ計を入れてください。ソフトウェアは消耗

品となります。 

３．旅費について 

  国内旅費及び外国旅費に分けて、研究代表者、研究分担者、研究協力者の海外・国内

出張のための経費（交通費、宿泊費、日当）等その事項毎に記入し、それを年度毎に区

分して記入し、かつ計を入れてください。外国から研究協力者等を招へいした場合、滞

在費を支給することができますが、これとは別に日当・宿泊費を支給することはできま
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せん。 

４．人件費・謝金について 

  人件費・謝金は、資料整理、実験補助、翻訳・校閲、専門的知識の提供、アンケ－ト

の配付・回収、研究資料の収集等を行う研究協力者に係る謝金、報酬、賃金、給与、労

働者派遣業者への支払いのための経費等です。これらの事項毎に単価・時間数・人数・

日数等を年度毎に区分して記入し、かつ計を入れてください。 

５．その他について 

  上記のほか当該研究を遂行するための経費（例：印刷費、複写費、現像・焼付費、通

信費（切手・DB利用料）、運搬費、会議費、レンタル費用、機器修理費用、旅費以外の

交通費、研究成果発表費用等その事項毎に記入してください｡  

 

 

＜Ｑ９＞  科学研究費補助金から支出できない経費は？ 

 

＜ Ａ ＞ 次に掲げる経費は科研費から支出することができません。 

１．建物等の施設に関する経費 

２．机、椅子、複写機、Fax 等、研究機関で通常備えるべき物品を購入するための経費 

３．傷害保険等、補助事業遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費 

４．研究代表者または研究分担者の人件費・謝金 

５．その他、間接経費を使用することが適切な経費 

＊ なお、この補助金は、会計検査院の会計検査の対象になります。 

 

＜Ｑ１０＞  「応募者の研究遂行能力及び研究環境」欄の記入に当たって注意すべき点

は？ 

 

＜ Ａ ＞ これまでは「研究業績」欄として、応募者の論文、著書等を発表年次順にリス

トとして記載していた欄が、平成 31 年度の公募から「応募者の研究遂行能力及び研究環

境」欄へ変更になりました。この欄で求められているのは、従来のような網羅的な研究業

績の記載ではなく、「本研究の実行可能性」を説明する上で、根拠となる研究課題に関係

している業績（論文、著書に限らず、産業財産権、招待講演等も含む）を適宜記載するこ

とです。なお、研究業績を記載する場合には、当該発表業績を同定するに十分な情報（論

文名、著者名、掲載誌名、巻号や頁等、発表年（西暦）、著書の場合はその書誌情報、な

ど）を併記してください。 

 また、研究分担者がいる場合には、その想定される役割に関連した研究活動を中心に記

述してください。 

 

 

＜Ｑ１１＞  人権の保護及び法令等の遵守への対応欄の記入に当たって注意すべき点
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は？ 

 

＜ Ａ ＞ 研究計画を遂行するにあたって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人

情報の取り扱いの配慮を必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする

研究など法令等に基づく手続きが必要な研究が含まれている場合に、どのような対策と措

置を講じるのか記述してください。例えば、個人情報を伴うアンケート調査・インタビュ

ー調査、提供を受けた試料の使用、ヒト遺伝子解析研究、組換え DNA実験、動物実験など、

研究機関内外の倫理委員会等における承認手続きが必要となる調査・研究・実験などが対

象となります。なお、該当しない場合には、「該当なし」と記述してください。 

 

◎審査について 

＜Ｑ１２＞  科学研究費補助金の審査方法は？ 

＜ Ａ ＞ 研究種目毎に異なる審査区分・審査方法が採用されます。 

【「基盤研究」及び「若手研究」の審査区分及び審査方式】 

研究種目 審査区分 審査方式 

基盤研究(S) 大区分 総合審査 

基盤研究(A)（一般） 中区分 総合審査 

挑戦的研究（開拓） 中区分 総合審査 

挑戦的研究（萌芽） 中区分 2段階書面審査 

基盤研究（B）(一般) 小区分 2段階書面審査 

基盤研究（B）(特設分野研究) ― 総合審査 

基盤研究（C）（一般） 小区分 2段階書面審査 

基盤研究（C）(特設分野研究) ― 総合審査 

若手研究 小区分 2段階書面審査 

 

 なお、研究種目毎に審査区分、審査方式が変わったことから、評定基準についても研究

種目毎に設定されています。詳細は、下記の学振 Web ページからご参照ください。 

 

【日本学術振興会 Webページ 「審査・評価について」】≪リンク≫ 

 

◎その他 

 

＜Ｑ１３＞  昨年度と大きな変更はありますか？ 

＜ Ａ ＞  

主な変更点は、以下の通りです。 

①小区分の「内容の例」の見直し 

②「基盤研究（B）」における複数の小区分での合同審査の実施 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/03_shinsa/index.html#shinsakitei


7 

③7月上旬に日本学術振興会より通知され次第、PORTAに掲載いたします。 

 

その他詳細につきましては、日本学術振興会Webページ≪リンク≫をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/02_koubo/index.html
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《別表》 

 

謝金・旅費の単価等 （本学基準） 

【謝金】 

   すべての謝金について所得課税されます。国内居住者には 10.21％、非居住者（国内

居住 1年未満も含む）には 20.42％課税されますので、経費の算出に際しましてはご留

意ください。 

 

[謝金の単価]       

・翻訳、校閲および専門知識の提供等には、本学における「南山大学謝礼金支給基準」を 

準用します。 

・業務補助にあたり、交通費を伴う場合は、交通費の実費に謝金を加え「謝金」として支

給します。 

 

【南山大学謝礼金支給基準単価表】（90 分あたりの額） 

謝礼金額（手取り） 区分 

教授相当 50,000 円 

一般講演謝礼 准教授相当 40,000 円 

講師相当 30,000 円 

教授相当 25,000 円 

指導・助言謝礼* 准教授相当 20,000 円 

講師相当 15,000 円 

通訳謝礼（英語） 15,000 円 
通訳謝礼 

通訳謝礼（英語以外） 20,000 円 

翻訳・日本語 400字 4,800 円 翻訳・校閲謝礼（本業等でな

い者に依頼した場合） 校閲・外国語 300語 2,600 円 

*講演会等におけるパネリスト、司会者、対談者、その他これらに類する者を含む。また、

各種アドバイザーに対する謝礼を含む。 

 

[臨時職員および R.A.等の一般単価] 

時給 業務内容 

学生 960 円（税込） 
一般事務・一般研究補助業務 

一般 980 円（税込） 

R.A．（本学大学院生･大学院研修生に限

る） 
1,500 円（税込） 研究補助業務  

 

【旅費】 
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 学外者の旅費には所得課税がされます。国内居住者には 10.21％、非居住者（国内居住

1 年未満も含む）には 20.42％課税されますので、経費の算出に際しましてはご留意くだ

さい。 

 

[主要都市 新幹線のぞみ運賃（座席指定料金）]         （単位：円） 

  運賃（片道） 特急料（片道） 合計（往復） 距離（片

道） 

 名古屋 ～ 

  東京 

通常期・閑散期 6,380 4,920 22,600 
366.0km 

繁忙期 6,380 5,120 23,000 

 名古屋 ～ 

  京都 

通常期・閑散期 2,640 3,270 11,820 
147.6km 

繁忙期 2,640 3,470 12,220 

 名古屋 ～ 

 新大阪 

通常期・閑散期 3,410 3,270 13,360 
186.6km 

繁忙期 3,410 3,470 13,760 

 名古屋 ～ 

  新神戸 

通常期・閑散期 4,070 4,250 16,640 
223.5km 

繁忙期 4,070 4,450 17,040 

 名古屋 ～ 

博多 

通常期・閑散期 11,330 7,560 37,780 
808.9km 

繁忙期 11,330 7,760 38,180 

＊閑散期にも通常期の運賃を適用します。上表に掲げる額は上限額であり､これを下

回ることはできます｡  

[国内旅費：日当・宿泊料]                    （単位：円） 

 
＊上表に掲げる額は上限額であり､これを下回ることはできます。 

職名 出張先 宿泊の有無 日当 宿泊料 

教授 

通勤圏内 
有 1,500 12,000 

無 1,750 
 

通勤圏外 
有 4,000 12,000 

無 4,500 
 

准教授・講師 

通勤圏内 
有 1,400 11,000 

無 1,650 
 

通勤圏外 
有 3,800 11,000 

無 4,300 
 

上記以外 

通勤圏内 
有 1,250 9,000 

無 1,500 
 

通勤圏外 
有 3,500 9,000 

無 4,000 
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[国外旅費：日当・宿泊料] 

                                                            

【海外出張者旅費等支給に関する事務取扱要項別表】 (単位:円) 

職      名      教    授 准教授・講師 左記以外 

日当・宿泊料の別 日  当 宿泊料 日  当 宿泊料 日  当 宿泊料 

指定都市   7,200  22,500   6,200  19,300   5,300  16,100 

甲地方   6,200  18,800   5,200   16,100   4,400  13,400 

乙地方   5,000  15,100   4,200  12,900   3,600  10,800 

丙地方   4,500  13,500   3,800  11,600   3,200   9,700 

 

備考  １．上表に掲げる額は上限額であり､これを下回ることはできます｡ 

２．1 日において､日当又は宿泊料の額が異なる地域を旅行した場合には､その額の多い          

方の旅行先の区分に掲げる額としてください｡ 

３．船舶又は航空機による旅行の場合、本邦を出発した日は目的地の区分に掲げる額が、また本

邦に到着した日は出発地の区分に掲げる額が支給されます。機中泊には、出発地の区分に掲

げる宿泊料が支給されます。 

４．指定都市、甲地方、乙地方、丙地方は以下のとおりです。  

 

 ＜指定都市＞ シンガポール、ロス・アンジェルス、ニュー・ヨーク、サン・フランシスコ、 

 ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ・ダビー、ジェッ

 ダ、クウェイト、リアド及びアビジャン 

＜甲 地 方＞ 北米地域、欧州地域、中近東地域のうち、指定都市の地域以外の地域で、                      

 アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、

 エストニア、カザフスタン、キルギス、グルジア、クロアチア、スロヴァキア、

 スロヴェニア、タジキスタン、チェッコ、トルクメニスタン、ハンガリー、 

 ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、マケド

 ニア旧ユーゴスラヴィア共和国、モルドヴァ、ユーゴスラヴィア、ラトヴィア、

 リトアニア、ルーマニア、ロシアを除いた地域 

＜北米地域＞  北アメリカ大陸（メキシコ以南の地域を除く）グリーンランド、ハワイ諸島、                     

 バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺島しょ（西インド諸島及びマリ

 ナ諸島（グアムを除く）を除く） 

＜欧州地域＞  ヨーロッパ大陸（アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタ

 ン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、

 ベラルーシ、モルドヴァ、及びロシアを含みトルコを除く）アイスランド、ア

 イルランド、大ブリテン、マルタ及びサイプラス並びにそれらの周辺の島しょ

 （アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む） 

＜中近東地域＞ アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、               

 ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺島しょ 

＜乙 地 方＞   指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域（本邦を除く） 

＜丙 地 方＞   アジア地域（本邦を除く）中南米地域、アフリカ地域、南極地域のうち、指定地域の

うち、指定都市の地域以外の地域で、インドシナ半島（ シンガポール、タイ、ミャ

ンマー及びマレイシアを含む）インドネシア、大韓民国、フィリピン、ボルネオ及

び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域 
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  ［アジア地域］本邦を除く、アジア大陸（アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキ

スタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、

ベラルーシ、モルドヴァ、ロシア及び中近東地域を除く）、インドネシア、フィリ

ピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ 

  ［中南米地域］メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並

びにそれらの周辺の島しょ 

  ［アフリカ地域］アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそ

れらの周辺の島しょ（アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く） 

  ［南極地域］  南極大陸及び周辺の島しょ 

 

[外国旅費(招聘) の滞在費] 

教授相当 

1日当たり単価 

准教授・講師相当 

1日当たり単価 

左記以外 

1日当たり単価 

15,000円 13,800 円 11,500 円 

＊上表に掲げる額は上限額であり､これを下回ることはできます｡これとは別に、 

 日当・宿泊費を支給することはできません。別途、所得税が加算されます。 

[外国旅行時の国内移動運賃（座席指定料金）（通常期・閑散期）] 

 運賃(片道) 特急料(片道) 合計(往復) 
距離(片

道) 

名古屋  ～成田空港 
通常期・閑散期 7,480 6,650 28,260 

445.2km 
繁忙期 7,480 7,050 29,060 

名古屋 ～ 関西空港 
通常期・閑散期 4,730 4,030 17,520 

247.4km 
繁忙期 4,730 4,330 18,120 

名古屋～中部国際空港 全期間   890   1,780 39.3km 

名古屋～名古屋空港 全期間   700   1,400 17.7km 

名 古 屋 ～ 羽 田 空 港 

 

通常期・閑散期 6,680 4,920 23,200 
373.7km 

繁忙期 6,680 5,120 23,600 

 
＊閑散期にも通常期の運賃を適用します。上表に掲げる額は上限額であり､これを下回る

ことはできます｡  
 


