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２．提出期限・提出書類

（１） 「申請書類(研究計画調書等)」の提出（科研費電子申請システム上でアップ）

申請書類（研究計画調書）の構成 

科研費電子システム上で入力する「WEB入力項目」とWordで作成する「添付ファイル項目」で構成されます。 

添付ファイル項目を科研費電子申請システム上にアップロードすることで申請書類が完成します。 

【必ず2023年度公募用の様式をご使用ください】 

▼文部科学省（新学術、学変A(公募)）  https://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/boshu/1394559_00009.htm

▼日本学術振興会（基盤研究、若手研究等）https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/download.html

▼日本学術振興会（研究成果公開促進費）https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/13_seika/keikaku_dl.html

終了＜基盤研究S・A・特別推進研究＞ 

学内締切：２０22 年 8 月 １6 日（火）
（日本学術振興会への提出期限：2022年9月5日（月）16:30） 

＜基盤研究B・C・若手研究・奨励研究・挑戦的研究・研究成果公開促進費・新学術領域研究・学術変革A（公募研究）＞ 

学内締切：２０22 年 9 月 １4 日（水）
（日本学術振興会への提出期限：2022年10月5日（水）16:30） 

※ 研究分担者の承諾が完了していない場合、申請書類の提出ができませんので、早めに承諾を得てください。

※ 提出前に第三者（教室内の他教員など）に読みやすさ・分かりやすさのチェックを受けるようにしてください。

【学内締切について】 

学内締切までに科研費電子申請システム上で［確定・完了］をクリックし、アップロードされた申請書類は、 

文部科学省および日本学術振興会への提出前に事務局で記載内容のチェックを行います。 

チェック後、内容に修正点があれば赤字チェックした申請書類を返却しますので、科研費電子申請システム上で 

修正のうえ、再アップロード（再提出）してください。 

※学内
．．

締切
．．

を過ぎてから
．．．．．．

提出された申請書類は、上記チェックを行えない場合がありますので、ご了承願います。 
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(2022)

3

日本学術振興会「科研費の最近の動向及び令和５(2023)年度公募等の説明資料５」より
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/38_jigyousetsumeikai/data/r05/siryou5.pdf
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基盤研究（Ｃ）（一般）１ 

１ 研究目的、研究方法など 
本研究計画調書は「小区分」の審査区分で審査されます。記述に当たっては、「科学研究費助成事業における審査及び評価

に関する規程」（公募要領１９頁参照）を参考にすること。 

本研究の目的と方法などについて、４頁以内で記述すること。 

冒頭にその概要を簡潔にまとめて記述し、本文には、(1)本研究の学術的背景、研究課題の核心をなす学術的「問い」、(2)

本研究の目的および学術的独自性と創造性、(3)本研究の着想に至った経緯や、関連する国内外の研究動向と本研究の位置づけ、

(4)本研究で何をどのように、どこまで明らかにしようとするのか、(5)本研究の目的を達成するための準備状況、について具

体的かつ明確に記述すること。

本研究を研究分担者とともに行う場合は、研究代表者、研究分担者の具体的な役割を記述すること。 

（概要） 

 本文内容の要約を１０行程度で書く［記載量目安］

 背景 Why 課題発生の経緯と応募者の研究経緯 ［4-5行］ 
 目的と方法 What＋How  ［3-4行］ 

課題に対し本研究は何に対する答えをどのように得ようとするか

 成果物と展開 So What 本研究の成果はどのような展開をもたらすか ［1-2行］ 
＋あれば、本研究独自といえる特徴（研究対象・方法・技術や予備実験/調査で得た 
興味を引く結果）を加える

 本研究のキーワードは一通り入れる・図や引用は入れない

 一読でどういう研究プロジェクトかイメージできるように

※ 研究課題名と概要はKAKENデータベースに載るので、知財上要配慮な情報は入れない

（本文） 以下に本文の記載分量目安案を色分けで示します。※※

（１）本研究の学術的背景、国内外の研究動向、着想の経緯と学術的「問い」

様式Ｓ－１４ 研究計画調書（添付ファイル項目） 最新の様式を使用してください 

【背景】 

 本研究の対象となる課題がどのような経緯で発生したか、学術分野や社会のニーズ（本研究

と直接的に関係するもの）など

【関連する国内外の研究動向と本研究の位置づけ】 

 上記課題に対し、これまでにどのような研究が行われ、何がどこまで明らかにされているか

最新の研究動向と文献を提示

 自分の研究の話だけに終始せず、自他の研究を対比して本研究の位置づけを示す

本欄に記載すべき内容は、以下に対応する内容全て。 

 評定要素（本ガイド５２ページ参照）

 上記枠内指示書きの（１）～（５）

※※（１）～（５）は従来見出しとして用いることを推奨されていたが、

(３)は研究背景に属する内容なので、本ガイドの記載方式のように

（１）～（４）としてまとめることを推奨する。 
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基盤研究（Ｃ）（一般）２ 

【１ 研究目的、研究方法など（つづき）】 

（２）本研究の目的および学術的独自性と創造性

【本研究着想の経緯】 

 これまでの研究（自分のものを主とするのが望ましい）から、本研究を思いついた

経緯ときっかけ

 新たな気づきをもたらした実験/調査結果があれば入れる

 本研究の着想・構想の論理的な確かさを示す

【研究課題の核心をなす学術的「問い」】  「問い」の形で書く 

①本研究期間内で何を明らかにしようとしているか

②本研究の先、最終的に何を明らかにしようとしているか

の両方あるとよい。②は1ページ目で提示することも考えられる。「本質として何を問うているのか」 

「その答えに近づくための具体的な一歩として何を問うべきか」を明確に示す 

学術的な、すなわち理論に基づく知識体系にどのような新たな知見をもたらそうとしているか 

【目的】  ※背景的な説明はここにはは入れない。要点をまとめて記載する 

「目的」には複数の段階が考えられる： 

① 本研究期間内に作業として何を行うか、

② その作業から直接的に得られるものは何か（データなど）

③ ②で得たものから何を明らかにしようとしているか（知見）

④ ③を複数得る場合は、それらからさらに何を明らかにするか

⑤ 本研究課題完了後の目的

①②の詳細は次の(3)に書くとして、「本研究の」目的としてはまず③④を明確にする。④は(1)の

「問い」に対応させる。⑤は先の展開としてここか「創造性」に書く。 

【独自性】 

応募者独自の課題設定やそのアプローチの仕方、工夫を説明。実施する内容をそのまま『…とい

う点で独自性がある』などと書かない。また、「まだ誰も実施していない」だけでは独自性の証拠に

ならない 

【創造性】 

本研究の成果としてどういった新たなものが生み出されるか、またその先にどのような発展性（当

該分野の研究の加速、他分野への展開、実用化など）が期待できるか、波及効果を記載する。 

ただし、飛躍のないように 
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基盤研究（Ｃ）（一般）３ 

【１ 研究目的、研究方法など（つづき）】 

（３）本研究で何をどのように、どこまで明らかにしようとするのか

 

 

【全体的な研究の進め方】 

 まずは、総論としてどのような進め方をするか説明してから、各実施項目を説明する

 基本設定（対象範囲、サンプル数、実験デザインなど）もあるとよい

 研究期間の長さと実施内容に見合った分量の説明が必要。最低1ページは書く

【研究項目1】 

 実行する単位として分けられた、個別の研究項目（戦術）を見出し付き段落として書く

⇒ 課題を作業可能なレベルに分割して 組み立てる力と、用いる手法の妥当性を示す

 効率的で無理のない研究の組み立て・スケジューリングも、研究計画の実現可能性や研究

経費の適切性を示せる。特に指示はないが、初年度と次年度以降に分けて書いたり、タイム

ラインや大まかな実施時期を併記したフローチャートで示したりするのも一案

 web入力項目の経費と研究計画の内容とで齟齬のないよう注意

 論文のような、再現性を担保する程度の詳細な手順は不要。しかし、「何を」「どこまで」明らか

にしようとしているか（成果物は何か、どのレベルまで到達するか）、方法論や用いる手法は

妥当か、を判断できるレベルでの説明は必要

 例えば、調査研究の方法として「調査する」「アンケートを実施する」だけでは、何をどうする

のかわからない。このため、そのやり方で必要な情報の獲得が可能かの判断もできない。

6W3H（なんのために、何を、誰が、誰と・誰に、いつ、どこで、どのように、どれだけ、どのくらい

の期間）で説明する。その内容で応募者なりの工夫・独創性も示せる

 技術や介入方法、尺度、モデル、教育プログラムなどの開発系研究では、上記だけでなく有効性

の検証も説明する。作りっぱなしでは本当にできているのかわからない

 「評価」を行う場合は、評価項目とその基準を明記し、その項目で評価すべき理由も説明する

【研究項目2】 

研究計画 

文章の書き方のコツ 

 難解な専門用語や略語はできるだけ避ける。使う場合は初出時に定義

 強調は使いすぎない

 大切なことを先に書く－まず結論を書き、その後理由・根拠や補足説明

 1つの文に1つのメッセージ、1つの段落に1つのテーマ

 1段落は3から5文、1文は１から3行を目安に。長い文は分ける

 主語の抜け、主語と述語の対応を確認

 修飾語と被修飾語を離さない

 段落に分けて「意味のまとまり」を作ることで理解を助ける

 行間・段落間をあけて読みやすく

 話の流れ（理解しやすい説明の順番）を確認する。同じ話を繰り返さない

 見出しを付ける

 図や写真、表などを適宜使用する。

 シンプルに表現する。削って理解の妨げにならない文言は削る

PDF化したら印刷して見易さ（解像度、文字化け）を確認しましょう 
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基盤研究（Ｃ）（一般）４ 

【１ 研究目的、研究方法など（つづき）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）本研究の目的を達成するための準備状況について

【研究項目3】 

【当初計画通りに 

進まない場合の対応】 

要求事項ではないが、 

本研究の難所を示し 

つつ対応策もあれば 

好印象 

【まとめ】 

各研究項目から得られる情報（アウトプット）をどのように扱うことでどういう知見を得て、各知見を 

どのように統合して目的を達成するか、を説明する 

⇒ 各項目をやりっぱなしで終わらず、それらを行った後どうやって目的を達成する のか、

までまとめる。

研究計画調書作成に当たって留意すること 
本留意事項の内容を十分に確認し、調書の作成時にはこのテキストボックスごと削除する

留意事項①： 

1. 以下の内容を熟読・理解の上、研究計画調書を作成すること。 

 科研費は、研究者の自由な発想に基づく全ての分野にわたる研究を格段に発展させる

ことを目的とし、豊かな社会発展の基盤となる独創的・先駆的な研究を支援します。 

  科研費では、応募者が自ら自由に課題設定を行うため、提案課題の学術的意義に加

え、独自性や創造性が重要な評価ポイントになります。このため、「基盤研究」及び

「若手研究」の研究計画調書様式では、学術の潮流や新たな展開などどのような「学術

的背景」の下でどのような「学術的『問い』」を設定したか、当該課題の「学術的独自

性や創造性」、「着想に至った経緯」、「国内外の研究動向と本研究の位置付け」はど

のようなものか、などの記述を求めています。 

  審査においては、総合審査又は二段階書面審査における審査委員間の議論・意見交換

等により研究課題の核心を掴み、学術的な意義や独自性、創造性など学術的重要性を評

価するとともに、実行可能性並びに研究遂行能力も含めて総合的に判断します。 

  科研費に応募するに当たっては、上記に留意の上、公募要領や審査基準、様式の説明

書き等を十分に確認し、審査委員に学術的重要性等が適切に伝わるように研究計画調書

を作成してください。 

留意事項②：

1. 作成に当たっては、研究計画調書作成・記入要領を必ず確認すること。 

2. 本文全体は１１ポイント以上の大きさの文字等を使用すること。 

3. 各頁の上部のタイトルと指示書きは動かさないこと。 

4. 指示書きで定められた頁数は超えず、空白の頁が生じても削除しない。 

 以上に記載の本研究構想に関し、既に実施したこととその経過あるいは結果を示す。

 採択された後に一から始めるのではなく、

 予備実験や予備調査の結果

 研究開始に必要な材料入手や技術の習得、諸手続きの進行状態

 研究分担者や協力者との協働経験や連絡状況

などから、本研究実施による目的達成の有望性を示せるとよい 

様式の注意書きも
読み、削除してく
ださい 

記入を続けると
自動的に頁が増
えるので注意 
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基盤研究（Ｃ）（一般）５ 

２ 応募者の研究遂行能力及び研究環境 

応募者（研究代表者、研究分担者）の研究計画の実行可能性を示すため、(1)これまでの研究活動、(2)研究環境（研究遂行に

必要な研究施設・設備・研究資料等を含む）について２頁以内で記述すること。 

「(1)これまでの研究活動」の記述には、研究活動を中断していた期間がある場合にはその説明などを含めてもよい。

評定要素（３）に対応します。

（１）これまでの研究活動

本研究に至るこれまでの研究活動のうち、本研究に関連の深いものを優先して記述する。

「これまでどのような目的で何を行い」「どのような成果を得て何を考え」「どう進んでき

て本研究に至ったか」を重要な知見の獲得をカギとしたフェーズに分けるなど、段階を踏ん

で説明する。その際、得られた成果を発表した業績（論文、著書、特許、招待講演、その他

各分野で業績として認知されるアクティビティや受賞歴）も書く。

業績はresearchmapでも参照できるが、本研究に関係の深いものをここで特筆することは重

要と考えられる。また、今回新たなテーマに取り組むなどの場合で、これまでの研究が本研

究テーマに直接関わらなくても、本研究に必要な技術の修得などに役立ったものであれば、

記載事項の優先度とスペースの余裕によっては記載してよい。

単なる業績の羅列にならないようにし、業績が少なめの場合は、本研究立案につらなる、

重要な知見のデータなどを掲載してもよい。

書き方例① 時系列で分ける

2012年4月～現在 
XX大学○○研究室で□□の研究に従事。△△を行い、YYを明らかにした。 
（受給した助成金・競争的資金）

1. ○○財団研究助成（2013年度）：研究課題「･･････」

2. ･･･
（業績）

1. 著者、タイトル、発表誌、巻号、発表年

2. ･･･

書き方例② 研究テーマごとに分ける

1. □□の研究（2012～2015、ｘｘ大学○○研究室）

（研究テーマ概要、成果）

（受給した助成金・競争的資金）

（業績）

2. △△の研究（2015～現在、ｘｘ大学○○研究室）

･･･

以上①、②を代表者、分担者ごとに記載するが、代表者が主となるようにする。

※ 産前産後の休暇及び育児休業の取得や、介護休業の取得など、研究活動を中断していた

期間がある場合は、その事情を本欄に記述できる。
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基盤研究（Ｃ）（一般）６ 

【２ 応募者の研究遂行能力及び研究環境（つづき）】 

↓ 様式の注意書き。研究業績の記載方法に気を付ける

（２）研究環境

研究環境（研究遂行に必要な研究施設・設備・研究資料等を含む）が現時点でどの程度そろ

っているか、本課題の経費で購入するものがあればその説明、を記載。また、本研究に必要

な情報を得られる環境にあることの説明を研究体制（メンバーの専門と役割分担、連携の仕

方）も含めて書く。

この他、以下についても該当があれば、記載して研究の実行可能性を示す。

 アンケートやヒアリングを行う場合は、調査対象へのアクセスが確実にできる状況か

 モデル動物や研究試料の準備や入手体制

 学外の施設を利用するばあいは、その名称と利用実績など

メンバーの研究履歴で本研究での役割分担において特記すべきものがある場合は、（１）で

それを説明し、応募者のチームとしての研究遂行力を示す。

○本留意事項の内容を十分に確認し、研究計画調書の作成時にはこのテキストボックスごと削除すること○

※留意事項：

1. 研究業績（論文、著書、産業財産権、招待講演等）は、網羅的に記載するのではなく、本研究

計画の実行可能性を説明する上で、その根拠となる文献等の主要なものを適宜記載すること。 

2. 研究業績の記述に当たっては、当該研究業績を同定するに十分な情報を記載すること。 

例として、学術論文の場合は論文名、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。 

3. 論文は、既に掲載されているもの又は掲載が確定しているものに限って記載すること。 
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基盤研究（Ｃ）（一般）７ 

３ 人権の保護及び法令等の遵守への対応（公募要領４頁参照）

本研究を遂行するに当たって、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指針・法令等（国際共同研究を行う国・地域の指針・法令等を含む）に基づ

く手続が必要な研究が含まれている場合、講じる対策と措置を、１頁以内で記述すること。 

個人情報を伴うアンケート調査・インタビュー調査・行動調査（個人履歴・映像を含む）、提供を受けた試料の使用、ヒト

遺伝子解析研究、遺伝子組換え実験、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が必要となる調査・研

究・実験などが対象となります。 

該当しない場合には、その旨記述すること。 

 審査上の評価項目としては評価されませんが、書くべき内容の記載がないと採択時に所

属機関に通知が行き、不採択時には審査結果の開示で不備が指摘されます。

 コンプライアンス対応のためにも、所定の手続き・対策を確認し、記載しましょう。

 「関連する法令・指針および学内規程」と「学内規程に基づく届出状況」、「具体的な

対策・措置」について記載があるとよいです。

 本ガイドブック４８ページの「研究内容別の記載例」、同５０ページの「研究内容と法

令・指針・学内規程の対応表」をご参照ください。
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基盤研究（Ｃ）（一般）８ 

４ 研究計画最終年度前年度応募を行う場合の記述事項（該当者は必ず記述すること（公募要領２６頁参照））

本研究の研究代表者が行っている、令和５(2023)年度が最終年度に当たる継続研究課題の当初研究計画、その研究によって

得られた新たな知見等の研究成果を記述するとともに、当該研究の進展を踏まえ、本研究を前年度応募する理由（研究の展

開状況、経費の必要性等）を１頁以内で記述すること。 

該当しない場合は記述欄を削除することなく、空欄のまま提出すること。 

研究種目名 課題番号 研究課題名 研究期間 
平成 年
度～令和
４年度 

当初研究計画及び研究成果 

前年度応募する理由 
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15 57
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B C  

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

C 4 B 6  

10% 20% 40% 30%
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