
Ⅱ－２ 若手研究者の自発的な研究活動等  

（※本取扱いは令和２年４月以降、新たに公募するものから適用となります。） 

 

（１）概要 

若手研究者の育成・活躍機会の創出及びキャリアパスの形成のため、競争的研究費にお

いて委託業務の実施のために雇用される若手研究者について、雇用されている委託業務

から人件費を支出しつつ、当該委託業務に従事するエフォートの一部を、委託業務の推進

に資する若手研究者の自発的な研究活動や研究・マネジメント能力向上に資する活動（以

下、「自発的な研究活動等」という。）に充当することが可能としました。 

なお、適用に当たっては、委託業務の執行に責任を持つ研究代表者等（研究実施責任者

者を含む）は若手研究者の自発的な研究活動等を積極的に支援することとします。 

（２）対象者 

本取組の対象者は、原則として以下の全てを満たす者とする。 

① 民間企業を除く研究機関において、競争的研究費において委託業務の実施のために 

雇用される者（ただし、委託業務の研究代表者等が自らの人件費を委託業務から支出し

雇用される場合を除く） 

② 男性の場合：満 40 歳未満の者 

女性の場合：満 43 歳未満の者、又は博士号取得後 10 年未満の者。 

ただし、産前・産後休業又は育児休業を取得した者は、満 40 歳未満又は満 43 歳

未満の制限に、その日数を加算することができる。（年齢は当該年度 4 月 1 日時点） 

③ 研究活動を行うことを職務に含む者 

（３）実施条件 

「実施方針」に定める条件どおり、原則として以下の全ての条件を満たすこととする。 

① 若手研究者本人が自発的な研究活動等の実施を希望すること 

② 研究代表者等が、当該委託業務の推進に資する自発的な研究活動等であると判断し、 

所属研究機関が認めること 

③ 研究代表者等が、当該委託業務の推進に支障がない範囲であると判断し、所属研究 

機関が認めること（当該委託業務に従事するエフォートの 20％を上限とする） 

（４）従事できる業務内容 

「実施方針」に定める条件どおり、上記（３）全ての条件を満たす自発的な研究活動等（他の

研究資金を獲得して実施する研究活動及び研究・マネジメント能力向上に資する活動を含

む。） 

（５）実施方法 

  ① 申請方法 

申請に関する標準的な手続は、（７）①、②、④、⑤のとおりとする。 

なお、生研支援センターの求めに応じ、研究代表者等は、当該委託業務の実施のために

雇用される若手研究者による自発的な研究活動等の実施が承認された場合、、当該委託

業務の実施計画書等にその旨を記載する。 

また、当該委託業務期間の途中で実施を決定した場合は、変更承認申請書に研究の概

https://www.naro.go.jp/brain/contents/jisshishishin.pdf
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要を記載したものを生研支援センターに提出すること。 

② 活動報告 

活動報告に関する標準的な手続は、（７）③、⑥のとおりとする。 

③ 活動の支援、承認取消 

研究代表者等は、若手研究者の自発的な研究活動等について、必要に応じて、実施状

況を把握し当該研究活動等を支援するとともに承認された当該研究活動等が適切に実施

されるよう助言を行う。 

なお、当該研究活動等が（３）の実施条件に違反していることが確認された場合には、所

属研究機関は、研究代表者等と相談の上、年度途中でも当該研究活動等の承認を取り消

すことができる。 

（６）実施方針 

   競争的研究費に関する関係府省連絡会申し合わせ 

https://www.naro.go.jp/brain/contents/jisshishishin.pdf 

（７）生研支援センターによる対応 

   生研支援センターは、若手研究者の自発的な研究活動等の実施状況に、疑義が生じた場

合に、当該自発的な研究活動等の状況報告を求めることができるとともに、（３）の実施条

件に違反していることが確認された場合には、研究機関等に対して、当該自発的な研究活

動等の是正を求めることや当該研究者に支出した人件費のうち、自発的な研究活動等に

係る人件費の返還等、必要な措置を講ずることができる。 

（８）申請に関する標準的な手続（別添１のとおり）  

① 自発的な研究活動等の承認申請手続 

（代表機関に所属する若手研究者の場合） 

② 自発的な研究活動等の変更承認申請手続 

（代表機関に所属する若手研究者の場合） 

③ 自発的な研究活動等の活動報告手続 

（代表機関に所属する若手研究者の場合） 

④ 自発的な研究活動等の承認申請手続 

（代表機関以外の構成員に所属する若手研究者の場合） 

⑤ 自発的な研究活動等の変更承認申請手続 

（代表機関以外の構成員に所属する若手研究者の場合） 

⑥ 自発的な研究活動等の活動報告手続 

（代表機関以外の構成員に所属する若手研究者の場合） 
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(Ⅰ-2-(7)別添1-1)

①

②

若手研究者

所属研究機関

生研支援センター

研究代表者

自発的な研究活動等の承認申請手続

①相談

④報告

①若手研究者は、「自発的な研究活
動等」を希望する際は、研究代表者
に活動内容等を相談

④配分機関の求めに応じ、所属研究機
関は、承認申請書及び承認通知書の写
しを生研支援センターに提出

③所属研究機関は、承認又は不承
認を研究代表者へ通知
（様式例_承認通知書、様式例_不
承認通知書）

（代表機関に所属する若手研究者の場合）

②研究代表者は、若手研究者が希望す
る活動内容等について実施条件に照ら
し認められると判断した場合は、所属
研究機関に承認申請書を提出
（様式例_承認申請書）

②申請③承認・不承認

④報告
④研究代表者は、若手研究者に承
認又は不承認を報告

若手研究者

所属研究機関

生研支援センター

研究代表者

自発的な研究活動等の変更承認申請手続

①相談

④報告

①若手研究者は、「自発的な研究活
動等」の変更を希望する際は、研究
代表者に変更内容を相談

④生研支援センターの求めに応じ、所
属研究機関は、承認申請書及び承認通
知書の写しを生研支援センターに提出

③所属研究機関は、変更の承認又
は不承認を研究代表者へ通知
（様式例_変更承認通知書、様式例
_変更不承認通知書）

（代表機関に所属する若手研究者の場合）

②研究代表者は、若手研究者が希望す
る変更内容について実施条件に照らし
認められると判断した場合は、所属研
究機関に変更承認申請書を提出
（様式例_変更承認申請書）

②申請③承認・不承認

④報告
④研究代表者は、若手研究者に変
更の承認または不承認を報告



(Ⅰ-2-(7)別添1-2)

③ 自発的な研究活動等の活動報告手続

①報告

若手研究者

所属研究機関

生研支援センター

研究代表者

②報告②研究代表者は、所属研究機関に活動内容
等を報告（様式例_活動報告書）

①若手研究者は、研究代表者に活
動内容等を報告
なお、報告時期は、自発的な研究
活動等における活動期間中の毎年
度終了時、及び活動期間終了時と
する。
なお、他の研究費を獲得する活動
については、当該制度の実績報告
書等をもって本報告の活動内容・
成果に代えられるとともに、当該
制度の実績報告等の提出期限まで
に報告することとする。

③所属研究機関は、活動報告書の
写しの提出や、研究代表者が提出
する実績報告書に自発的な研究活
動等を含める等、生研支援セン
ターの求めに応じ報告する。

（代表機関に所属する若手研究者の場合）

③報告



(Ⅰ-2-(7)別添1-3)

④

⑤

若手研究者

構成員

生研支援センター

研究実施責任者

自発的な研究活動等の承認申請手続

①相談

⑦報告

①若手研究者は、「自発的な研究活
動等」を希望する際は、研究分担者
に活動内容等を相談

⑦生研支援センターの求めに応じ、代
表機関は、承認申請書及び承認通知書
の写しを配分機関に提出

④構成員は、承認又は不承認を研
究実施責任者へ通知
（様式例_承認通知書、様式例_不
承認通知書）

（代表機関以外の構成員に所属する若手研究者の場合）

③研究実施責任者は、若手研究者が希
望した活動内容等について実施条件に
照らし認められると判断した場合は、
構成員に承認申請書を提出
（様式例_承認申請書）

③申請④承認・不承認

⑤報告

⑤研究実施責任者は、若手研究者
に承認又は不承認を報告

代表機関

研究代表者
②⑤報告

②研究代表者の求めに応じ、研究
実施責任者は、研究代表者に申請
することを報告
⑤研究代表者の求めに応じ、研究
実施責任者は、研究代表者に承認
又は不承認を報告

※若手研究者及び研究分担者が所属する研究機関

※研究代表者が所属する研究機関

⑥報告 ⑥代表機関の求めに応じ構成員は、承
認申請書及び承認通知書の写しを代表
機関に提出

若手研究者

構成員

生研支援センター

研究実施責任者

自発的な研究活動等の変更承認申請手続

①相談

⑦報告

①若手研究者は、「自発的な研究活
動等」の変更を希望する際は、研究
実施責任者に変更内容を相談

⑦生研支援センターの求めに応じ、代
表機関は、変更承認申請書及び変更承
認通知書の写しを生研支援センターに
提出

④構成員は、変更の承認又は不承
認を研究実施責任者へ通知
（様式例_変更承認通知書、様式例
_変更不承認通知書）

（代表機関以外の構成員に所属する若手研究者の場合）

③研究実施責任者は、若手研究者が希
望する変更内容について認められると
判断した場合は、構成員に変更承認申
請書を提出
（様式例_変更承認申請書）

③申請④承認・不承認

⑤報告

⑤研究実施責任者は、若手研究者
に変更の承認又は不承認を報告

代表機関

研究代表者
②⑤報告

②研究代表者の求めに応じ、研究
実施責任者は、研究代表者に変更
申請することを報告
⑤研究代表者の求めに応じ、研究
実施責任者は、研究代表者に変更
の承認又は不承認を報告

※若手研究者及び研究分担者が所属する研究機関

※研究代表者が所属する研究機関

⑥報告 ⑥代表機関の求めに応じ、構成員は、変
更承認申請書及び変更承認通知書の写し
を代表機関に提出



(Ⅰ-2-(7)別添1-4)

⑥ 自発的な研究活動等の活動報告手続

①報告

⑤報告

若手研究者

生研支援センター

研究実施責任者

③報告

④代表機関の求めに応じ、構成員は、代表
機関に活動報告書の写しを提出

①若手研究者は、研究実施責任者に活動
内容等を報告
なお、報告時期は、自発的な研究活動等
における活動期間中の毎年度終了時、及
び活動期間終了時とする。
なお、他の研究費を獲得する活動につい
ては、当該制度の実績報告等をもって本
報告の活動内容・成果に代えられるとと
もに、当該制度の実績報告等の提出期限
までに報告することとする。

⑤代表機関は、活動報告書の写しの提出や、
研究代表者が提出する実績報告書に自発的
な研究活動等を含める等、生研支援セン
ターの求めに応じ報告する。

（研究分担者と同一の所属研究機関に所属する若手研究者の場合）

研究代表者

構成員

代表機関

④報告

②報告

③研究実施責任者は、構成員に活動内容
等を報告（様式例_活動報告書）

②研究代表者の求めに応じ、研究実施責任
者は、研究代表者に活動内容等を報告

※若手研究者及び研究分担者が所属する研究機関

※研究代表者が所属する研究機関



（参考様式１） 12345678

令和　年　月　日

自発的な研究活動等承認申請書

所属研究機関　殿

コンソーシアム名：

研究代表者：

事業名

研究計画名

研究業務実施期間 令和○年○月○日 から 令和○年○月○日

氏名
(自発的な研究活動等を

希望する者)

本委託研究事業内で行う
研究活動のエフォート

活動名

研究活動期間 令和○年○月○日 から 令和○年○月○日
０円 （令和○年度：○○円）

活動内容

本委託研究事業との
関連性

自発的研究活動等の
エフォート

※上記資金からの人件費（給与・報酬等）の受給はない。

※1　若手研究者は、自発的な研究活動等を実施する前に手続きを行う。

※2　複数の自発的な研究活動等を申請する場合は、自発的な研究活動等ごとに記載する。

※3　研究活動期間は、指定する年齢条件に到達する事業年度終了⽇までとする。

０％

金額（年度ごとに記載）

０％

自発的な研究活動等

　本委託研究事業において、下記の者が自発的な研究活動等を行うことを希望したため、内容等
を確認した結果、当該試験研究計画の推進に資する活動であり、また支障がないと判断したこと
から申請します。

本委託研究事業

e-Rad課題ID(半角英数字)



（参考様式２） 12345678

令和○年○月○日

自発的な研究活動等承認通知書

研究代表者　殿
（又は研究実施責任者）

所属研究機関

　令和○年○月○日付けで申請のあった自発的な研究活動等について承認します。

e-Rad課題ID(半角英数字)



（参考様式３） 12345678

令和○年○月○日

自発的な研究活動等不承認通知書

研究代表者　殿
（又は研究実施責任者）

所属研究機関

不承認の理由

　令和○年○月○日付けで申請のあった自発的な研究活動等について、以下の理由により不承認と
します。

記

e-Rad課題ID(半角英数字)



（参考様式４） 12345678

令和　年　月　日

自発的な研究活動等変更承認申請書

所属研究機関　殿

コンソーシアム名：

研究代表者：

１．変更理由

２．変更後の活動内容

事業名

研究計画名

研究業務実施期間 令和○年○月○日 から 令和○年○月○日

氏名
(自発的な研究活動等を

希望する者)

本委託研究事業内で行う
研究活動のエフォート

活動名

研究活動期間 令和○年○月○日 から 令和○年○月○日
０円 （令和○年度：○○円）

活動内容

本委託研究事業との
関連性

自発的研究活動等の
エフォート

※上記資金からの人件費（給与・報酬等）の受給はない。

※1　若手研究者は、自発的な研究活動等を実施する前に手続きを行う。

※2　複数の自発的な研究活動等を申請する場合は、自発的な研究活動等ごとに記載する。

※3　研究活動期間は、指定する年齢条件に到達する事業年度終了⽇までとする。

０％

金額（年度ごとに記載）

０％

自発的な研究活動等

　令和　年　月　日付けで承認された自発的な研究活動等について、以下のとおり変更することにつ
いて、実施条件に照らし問題ないと判断したため申請します。

本委託研究事業

e-Rad課題ID(半角英数字)



（参考様式５） 12345678

令和○年○月○日

自発的な研究活動等変更承認通知書

研究代表者　殿
（又は研究実施責任者）

所属研究機関

　令和○年○月○日付けで変更申請のあった自発的な研究活動等について、承認します。

e-Rad課題ID(半角英数字)



（参考様式６） 12345678

令和○年○月○日

自発的な研究活動等変更不承認通知書

研究代表者　殿
（又は研究実施責任者）

所属研究機関

不承認の理由

　令和○年○月○日付けで変更申請のあった自発的な研究活動等について、以下の理由により不承
認とします。

記

e-Rad課題ID(半角英数字)



（参考様式７） 12345678

令和　年　月　日

自発的な研究活動等活動報告書

所属研究機関　殿

コンソーシアム名：

研究代表者：

事業名

研究計画名

研究業務実施期間 令和○年○月○日 から 令和○年○月○日

氏名
(自発的な研究活動等を

希望する者)

本委託研究事業内で行う
研究活動のエフォート

活動名

研究活動期間 令和○年○月○日 から 令和○年○月○日
０円 （令和○年度：○○円）

活動内容・成果
（本プロジェクトとの
関連性については後述）

本委託研究事業との
関連性

自発的研究活動等の
エフォート

※上記資金からの人件費（給与・報酬等）の受給はない。

※1　複数の自発的な研究活動等を申請する場合は、自発的な研究活動等ごとに記載する。

※2　研究活動期間は、指定する年齢条件に到達する事業年度終了⽇までとする。

０％

金額（年度ごとに記載）

０％

自発的な研究活動等

　令和○年○月○日付けで承認された自発的な研究活動等について、以下のとおり活動内容等を
報告します。

本委託研究事業

e-Rad課題ID(半角英数字)



（参考様式８） e-Rad課題ID(半角英数字)

～

業務内容 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計

当該委託研究事業
（自発的な研究活動等
　を含む） [A]

130 140 135 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 405

うち
自発的な研究活動等[B]

30 20 25 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 75

自発的な研究活動等の当
該委託研究事業に対する
割合（％） [Ｃ＝Ｂ/Ａ]

24 15 19 ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ ･･･ 19

※従事時間の根拠となる書類（従事日誌等）の写しを添付

若手研究者 所　属：

役　職：

氏　名：

12345678

自発的な研究活動等従事状況管理表

（令和○○年度）

研究代表者(または研究実施責任者)　殿

自発的研究活動等従事状況 （単位：従事時間）

事業名

研究業務実施期間

氏名

雇用形態

本委託研究事業内で行う自発的研
究活動等の承認時のエフォート率

コンソーシアム名：

研究計画名

令和○年〇月〇日

○○○○○○○○○○○○

○○　○○

時間管理、日管理

○％

○○○○○○○○○○○○

令和○年○月○日 令和○年○月○日



若手研究者の自発的な研究活動等に関する FAQ 

 

Ｑ１．エフォート管理されている者のみが対象となるのか。 

Ａ１．エフォート管理以外の方法により勤務管理されている者も適用可能です。 

時間単位や日管理で勤務管理されている場合、実施方法に沿って、日々の勤務管理において既存

の記載・保管する書類に基づき、従事率を管理することとなります。管理方法として、「自発的な

研究活動等従事状況管理表（参考様式８）」を用いて、適切に管理してください。 

 

Ｑ２．自発的な研究活動等において、どのような場合、承認取消となるのか。 

Ａ２．研究代表者等が該当する若手研究者の自発的な研究活動等（以下、活動という）をモニタリングす

ることにより、必要に応じて、実施状況を把握し活動を支援するとともに、承認された活動が適切に

実施されるよう助言を行うこととなります。 

承認された活動内容と実際の活動内容が異なる場合、活動していることが確認できない場合、承認 

されたエフォート率（従事率）に対し、大幅に異なる場合等においては、所属研究機関は、研究代

表者等と相談のうえ、若手研究者の活動が適正に実施されるよう是正させることができる。なお、

是正を促したにも関わらず、是正されない場合は、活動を中止（承認取消）させることができま

す。 

 

Ｑ３．若手研究者の自発的な研究活動等の成果に対する責任は、どのようになるのか。 

Ａ３．若手研究者による自発的な研究活動等の実施やその成果の公表等に係る見解や責任は、原則、若手

研究者自身に帰属します。ただし、若手研究者の所属研究機関と当該若手研究者の間で事前に交わさ

れている取り決めがある場合は、それに従ってください。 

 

Ｑ４．変更承認申請書は、どのような場合に提出が必要となるのか。 

Ａ４．若手研究者の自発的な研究活動等の内容（エフォートを含む）が変更になる場合、変更承認申請が

必要になります。ただし、以下の場合は、変更承認申請の必要はありません。 

・他の研究費を獲得する活動について、金額の査定等の研究費支出元の都合による金額の増減があ 

った場合 

・他の研究費を獲得する場合について、当該研究費のルールにおいて軽微な変更として申請を要し 

ないとされている変更を行う場合 

 

Ｑ５．自発的な研究活動等を実施するに当たり、他の研究資金に応募する場合には、承認申請手続はどの

時点で行う必要があるのか。 

Ａ５．承認申請手続きは他の研究資金の採択後でかまいません。ただし、他の研究資金に応募する前に、

自発的な研究活動等を実施することについて、研究代表者等に相談し、了承を得ておいてください。 

 

Ｑ６．承認申請書は毎年度提出する必要があるのか。 

Ａ６．「自発的な研究活動等」について複数年度の活動を承認されている場合には、毎年度提出する必要

はありません。 

 



Ｑ７．自発的な研究活動等の承認申請手続において、年齢の条件が適用されるのは承認申請時点のみか。

それとも自発的な研究活動中は、期間を通して年齢の条件を満たしている必要があるのか。 

Ａ７．対象者の年齢条件は当該事業年度 4 月 1 日時点において判断します。 

また、自発的な研究活動等の実施期間は、対象年齢条件に到達する事業年度終了日までとします。 

 

Ｑ８．若手研究者の所属研究機関と自発的な研究活動等の実施研究機関が異なる場合、当該自発的な研究

活動等により生じた知的財産権の帰属先は、どのようになるのか。 

Ａ８．若手研究者による自発的な研究活動等により生じた知的財産権の帰属については、若手研究者の所

属研究機関と自発的な研究活動等を実施する研究機関が異なる場合は、所属研究機関との雇用契約、

及び自発的な研究活動等を行う研究費のルール（事務処理要領等）をもとに、帰属先等の決定を行っ

てください。 




