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立立教教大大学学学学術術推推進進特特別別重重点点資資金金  
【略称立教ＳＦＲ：Rikkyo University Special Fund for Research】  

立教大学学術推進特別重点資金は、学外との連携や大型外部資金の獲得を視野に入れた、高度に 
して独創的な研究を助成することにより、学術研究の推進を格段に図ることを目的としています。 

＜立教ＳＦＲは「立教大学学術推進特別重点資金助成規程」に基づいて運営されています。＞ 

 

プロジェクト研究（重点領域プロジェクト研究）２０１２年度募集要項 
 
■１．重点領域プロジェクト研究とは？■ 

学術研究の動向や社会的要請に即して、総長が学術推進等の必要度が特に高いと認めた領域においてプロジェク

トチームを編成して行う共同研究をさします。①「総長指定型」②「自由提案型」により、募集を行います。 

 

■２．重点領域プロジェクト研究の「総長指定型」と「自由提案型」■  

①「総長指定型」： 6つの対象領域と符号する領域での申請または、対象領域間を跨ぐ研究テーマでの申請 

対象重点領域 

① 最先端技術の開発と応用  

② グローバル社会・ユニバーサル社会におけるコミュニケーション  

③ ライフ・イノベーション 

④ 都市×地域の政策リデザイン 

⑤ 雇用・人材戦略 

⑥ 『リベラルアーツ教育』の再構築 
（対象重点領域の詳細は、■１５.「重点領域プロジェクト研究」における６つの対象領域■を参照） 

  

②「自由提案型」： 『各研究主体が自立して、国内外の大学・研究機関や企業・行政・社会と連携し、 

若手研究者、専門職業人などの人材養成、社会貢献が期待される』研究テーマでの申請 

 

■３．申請資格■ 

      申請主体は、研究者個人が研究代表者となって編成するプロジェクトチームです。プロジェクトチームは、“研究

代表者”と“研究分担者”で構成して下さい。 

  
教授/准教授                                                                                                                                                                                                                                      

/講師他※3 

特任教授・准教授                                                                                                                                                                                                                             

/助教 

教育講師/英語DPM・

英語D講師 

兼任講師他※4                                                                                                                                      

/PD・PC 
大学院生 

研究代表者※1 ○ × × × × 

研究分担者※2 ○ ○ ○ ○ ○ 

※1 有期契約教員及び申請する研究期間中に定年退職を迎える予定の教員は、研究代表者として申請することができません 

※2 本学以外に所属の国内外の大学・研究機関の研究者等又は産業界の研究者等、その他研究代表者がプロジェクトに関わる者として 

認めた者も含めることができます 

※3 チャプレン、カウンセラー含 

※4 法務講師、客員教授・准教授、在外招聘教授・准教授、コオプコーディネーター、学術調査員、人権ハラスメントセンター専門 

相談員含 

 

■４．申請件数の制限■ 

 本資金の研究種目のうち、１人の研究者が研究代表者又は研究分担者として参画できるのはそれぞれ１研究課題

です。ただし、「国際会議助成」と「国際研究論文掲載経費補助」については、申請制限の対象となりません。 

 

■５．研究期間■ 

   次のいずれかから、研究期間を選択してください。 

① 2012年度のみの単年度  ②2012～2013年度の2年度間  ③2012～2014年度の3年度間 

ただし、助成金の執行は、各年度の採択日から3月15日より前の直近の金曜日まで

  
です。 
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■６．助成金額と採択件数■ 

   助成金額は、重点領域プロジェクト１件につき、単年度300万円以上1500万円以内で、研究期間全体の総額 
4500万円以内

 

。継続分プロジェクトを含め、年度予算の範囲内になるよう新規採択件数を決定する。 

■７．審査方法と採択■ 

「立教大学学術推進特別重点資金 重点領域審査・評価委員会」（※）で、厳正かつ公平に審査します。採択は、2012

年6月上旬

                 ※立教大学学術推進特別重点資金 審査・評価委員会とは別の審査委員会 

を予定しています。尚、「総長指定型」のプロジェクトを自動的に採択するのではなく、「自由提案型」

と同様に、「立教大学学術推進特別重点資金 重点領域審査・評価委員会」の審査に付し、採否を決定します。 

 

■８．対象経費等■ 

 次記■１６.対象費目■に指定する費目を、本プロジェクト研究の対象経費とします。本学の他の助成金又は、経

費と混同して支出することはできません。2012年度は、2013年3月8日(金)までにリサーチ・イニシアティブセン

ターへ証憑書類を持参して、執行を完了したものが対象

 

です。 

■９．採択者の義務■ 

① 採択者は、計画にそって適正に助成金を使用してください。やむを得ず、研究計画に大きな変更が発生する場

合は、必ず、事前にリサーチ・イニシアティブセンターに連絡してください。 

② 採択者は、必ず、大型外部資金に応募してください。大型外部資金に採択された場合は、原則として本資金の

継続は辞退して頂きます。 

＊大型外部資金に応募する研究課題は、原則として本プロジェクト研究の申請課題と「同課題」または「発

展型課題」とします。 

＊大型外部資金獲得後、相当の理由でなお本資金の継続を希望する場合は、大型外部資金の採択後、速やか

に理由書を添付の上申請してください。立教大学学内研究助成運営会議の審査に付し、採否を決定します。 

③ プロジェクトチームの研究代表者は、次の通り「研究経過報告書」、「研究成果報告書」を提出

また、

してください。

「研究経過報告書」では、次年度以降の研究計画も記載して頂きます。 

研究期間終了後に「研究成果報告書」を提出する以外に、研究成果公開イベント等において、研究成果

の発表をして下さい

研究期間 

。 

研究経過報告書 研究成果報告書 

(1) 2012年度  2013年4月12日(金)まで 

(2)2012～2013年度 2013年4月12日(金)まで 2014年4月中旬（未定） 

(3)2012～2014年度 

 

2013年4月12日(金)まで 

2014年4月中旬（未定） 

2015年4月中旬（未定） 

＊「研究経過報告書」・「研究成果報告書」は「立教大学学術推進特別重点資金 重点領域審査・評価委員会」

にて評価され部長会に報告されるとともに、リサーチ・イニシアティブセンターホームページなどで広く公

開します。 

④ 本資金の研究成果等を公表・公開する場合は、リサーチ・イニシアティブセンターへ連絡し、本資金を受けた

旨を明記してください。 

⑤ 「立教大学学術推進特別重点資金助成規程」に基づいた、また「立教大学公的研究費の使用・管理のガイドラ

イン」に準じた（「発注・検収センター」への調達依頼・検収は除く）、助成金の適正な執行や成果報告の義務

が守られない場合、助成金の一部または全額を返還して頂きます。 

 

■１０．注意事項■ 

① 本学以外に所属する研究者などを研究分担者にする場合は、必ず、相手方の所属機関長等の許可

② 本資金で採択された研究によって発明・特許などの可能性が発生した場合は、必ず、リサーチ・イニシアティ

ブセンターに報告してください。 

をとってくだ

さい。 

③ 本資金で採択された研究計画は、文部科学省の私立大学等経常費補助金に申請する場合があります。その場合

は、研究代表者にご連絡いたしますので「特別補助金交付申請書」の作成にご協力願います。 
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■１１．申請方法■ 

① リサーチ・イニシアティブセンターホームページより、「募集要項」「申請書」「立教大学学術推進特別重点資金

助成規程」を入手してください。（http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/aid/interior/SFR/）（立教

ＳＦＲ用ページ）からダウンロードできます。 

② 「募集要項」を参考に「申請書」を作成してください。作成に時間のかかる書類や、学外の方に依頼する書類 

（様式 11研究分担者承諾書）もありますので、お早めにご準備ください。なお、「立教大学学術推進特別重点

資金助成規程」もご一読ください。 

③ 指定されている申請書類を全て揃え、締切日までにリサーチ・イニシアティブセンターに提出してください。 

 

■１２．申請書記入上の注意■ 

① 指定した場合(様式1,8,9,11,12,13)を除き、申請書様式の改変、ページの追加や記載項目の移動はできません。 
② 指定した以外の添付書類の追加はできません。 
③ 調書の各箇所に記載要領がありますので、それにそって記入してください。 
④ 訂正する場合は、修正液等を使わずに該当箇所に二重線を引き捺印してください。 
⑤ 調書各ページの右下欄には、総ページ数を分母として記入してください。 
⑥ 提出後、申請書の差し替えはできません。 
⑦ 個別事項 

＜様式1＞「受付番号」は記入しないでください。 

      研究代表者が所属する学部・研究科長の署名・捺印が必要になります。 

     「研究組織」の「研究分担者（学内・学外）」はどちらかに○をつけてください。 

＜様式9-1＞＜様式9-2＞＜様式9-3＞ 

      対象費目を確認の上、適宜申請しない費目を削除し、枠を広げるなどして記入してください。 

ただし、各1枚に収めてください。 

＜様式11＞本学以外に所属の国内外の大学・研究機関の研究者または産業界の研究者等の研究分担者につい

て、1名につき1枚必ず提出してください。 

＜様式12＞本学の研究分担者（大学院生を除く）について、1名につき1枚必ず提出してください。 

＜様式13＞本学大学院研究科に在籍する大学院生を当該プロジェクト研究に参画させる場合は、１名につき１

枚必ずご提出ください。 

 

■１３．申請書の提出■ 

① 提出物  申請書（様式1～様式13）   ：1部 

電子ファイル（Word形式）（様式１～様式10） ：1式（捺印は必要ありません。） 

② 締切日    

        郵送の場合も必着としますので、余裕を持って投函してください。 

２０１２年 ４月２５日（水）１７時００分 ≪必着≫ 

③ 提出先  

        ※ 新座キャンパス リサーチ・イニシアティブセンターオフィスは、2012年3月30日より新座 

リサーチ・イニシアティブセンター（池袋キャンパス 12号館2階・新座キャンパス 6号館3階※） 

キャンパス6号館3階に移転します。 

      電子ファイル：リサーチ・イニシアティブセンター  

Ｅ-Mail： scri@rikkyo.ac.jp 

 

■１４．問合せ先・郵送先■ 

この資金についてのご質問などは、下記連絡先までお気軽にお問合せください。 

〒171-8501  

東京都豊島区西池袋3-34-１ 

立教大学リサーチ・イニシアティブセンター SFR申請受付担当 伊藤（泰） 

Tel：03-3985-2965（内線2965）Fax：03-3985-2458 

Ｅ-Mail： scri@rikkyo.ac.jp 

リサーチ・イニシアティブセンターホームページ（ＴＯＰページ） 

   http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/initiative_center/  

     リサーチ・イニシアティブセンターホームページ（立教ＳＦＲ用ページ） 

        http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/aid/interior/SFR/ 

http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/initiative_center/�
http://www.rikkyo.ac.jp/research/initiative/aid/interior/SFR/�
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■１５．「重点領域プロジェクト研究」における６つの対象領域■ 

 

（１）「最先端技術の開発と応用」研究領域 

「第 4期科学技術基本計画」（2011年 8月 19日閣議決定）は、震災からの復興・再生、環境問題、エネルギー問
題などの地球規模の課題解決に向け、日本の最先端の科学技術における研究開発が期待されていること、少子高齢化
対策への寄与、災害・テロなど社会的脅威に対する安心・安全面への対処および我が国の経済発展への貢献など、科
学技術の社会・国民への還元が求められていることを謳っている。また、「新成長戦略～『元気な日本』復活のシナ
リオ～」（2010年6月閣議決定）は、科学技術を、我が国の成長を支えるプラットフォームの一つとして位置づけて
おり、成長の源となる新たな技術を求めている。これを踏まえ、本研究領域は、最先端技術の開発や基礎研究、社会
的ニーズに対応する最先端技術の応用研究を対象とする。 

（２）「グローバル社会・ユニバーサル社会におけるコミュニケーション」研究領域 

グローバル社会では、国家・民族・企業・地域コミュニティ・市民のあらゆるレベルで国境を超えた人的・物的交
流が不可避かつ不可欠な営みとして定着し、異なる文化的背景を持つ世界の多種多様な人々とのコミュニケーション
が重要かつ身近なものになっている。また、ユニバーサル社会においては、たとえば、障がい者のコミュニケーショ
ンを支援する機器・用具の開発や交流する場の創出など、コミュニケーション方法の多様化が求められている。更に、
インターネットなどの情報通信、映像などにおける技術は、コミュニケーションに大きく影響を及ぼしている。本研
究領域は、グローバル社会・ユニバーサル社会に対応した、言語・非言語によるコミュニケーションや、情報通信・
映像などを活用したコミュニケーションなどに関する研究を対象とする。 

（３）「ライフ・イノベーション」研究領域 

少子高齢化社会の到来、疲労・ストレスの蔓延、ノーマライゼーション社会の重要性が指摘されているなか、「生
涯健康社会」「だれもがＱＯＬの向上を享受できる社会」形成の必要性が認識されている。また、「新成長戦略（基本
方針）」（前述）では、我が国の戦略的な革新分野の一つとして、ライフ・イノベーションを掲げている。本研究領域
は、革新的診断・治療法・新薬・介護技術などの開発および予防医学の推進などによる健康社会の実現、高齢者・障
がい者なども含む全ての人のＱＯＬ向上、子どもの成育環境の整備などの「ライフ・イノベーション」に資する研究
を対象とする。 

（４）「都市×地域の政策リデザイン」研究領域 

少子高齢化、コミュニティ機能の停滞、地域産業の衰退、都市と地域との経済格差の拡大、自治体の「倒産」など、
都市・地域の双方における課題が複雑化・多様化している。また、本学は、我が国のみならずアジアなどの海外も対
象とし、「都市型大学」の特性を活かし、都市や地域が直面するこうした問題に対して、市民・行政・産業による自
発的な社会的ネットワークの活用による解決も含め研究の実績が高い。本研究領域は、我が国および海外（主にアジ
ア）の都市や地域が直面する問題を、新たな視点で解決に導く研究を対象とする。 

（５）「雇用・人材戦略」研究領域 

政府から、我が国の非常に厳しい状況に対応するため、「緊急雇用対策」が、2009年10月に発表され、それ以降、
数次にわたり、緊急雇用対策・経済対策が取りまとめられている。また、我が国では、若者フリーターの増加、ニー
トの増加、女性Ｍ字カーブ、高齢者・障がい者・外国人労働者の就業、雇用の安定・質の向上、雇用創造、職業能力
開発の推進などによる就職の支援、安心して働くことのできる環境整備など、雇用・人材戦略における多様な課題が
ある。本研究領域は、我が国が直面するこうした雇用・人材戦略における課題の解決に資する研究を対象とする。 

（６）「『リベラルアーツ教育』の再構築」研究領域 

「学士課程教育の構築に向けて」（中央教育審議会2008年12月）では、我が国の将来にとって、大学における学
士課程教育の構築が喫緊の課題であると述べている。本学は、建学以来、一貫して「リベラルアーツ教育」を教育理
念の中心に置き、実践的に取り組んできた。社会の変容、大学に対する社会的要請、若者の生活習慣の変化などによ
り、従来の教育手法の検証を踏まえた、「リベラルアーツ教育」の再構築が今求められている。本研究領域は、本学
の教育実践を下支えする「リベラルアーツ教育」の研究拠点を形成しうる研究を対象とする。 

 

東日本大震災・復興支援に資する研究を対象とする助成は、別途、「立教SFR東日本大震災・復興支援関連研究」を

用意していますが、年間300万円を超える大型プロジェクトで研究活動を計画している場合、本種目への応募を認め

ます。 
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■１６．対象費目■ 

 

消耗品費 5万円未満の物品または、耐用年数が１年未満の物品（文房具、複写用紙、フ

イルム、トナー、薬品、コンピュータソフト、ガラス製品等） 

用品費 5万円以上30万円未満で、1年以上の利用に耐える物品（実験用器具、標本、

コンピュータソフト、パソコン等） 

その他の図書資料費 図書、データベース使用料、雑誌、ビデオ・ＣＤ・ＤＶＤ他のソフト 
旅費交通費 国内出張の交通費、滞在費（出張願での承認が必要）（注１） 
海外出張費 海外出張の交通費、滞在費（海外出張願での承認が必要）（注１） 
電信電話費 国内外へのＦＡＸや電話料（本研究用であることを特定すること） 

郵便費 資料等の郵送料、切手代、ゆうパック料、ＥＭＳ<国際ビジネス便>料金 

印刷費 資料複写、調査用紙・報告書・論文等の印刷代、マイクロリーダー・パソコン 
からのプリントアウト料金、外国の出版社や他大学図書館からのコピー料金 

機器備品修繕費保守料 大学予算で購入した物品（機械・器具等の備品及び用品）の修繕費 
施設・設備等賃借料 会議室・電算機等の使用料・賃借料、調査地でのレンタカー料金 

その他の委託費 
資料等送付用宅配便代、マイクロフイルム作成委託費、 

研究補助（現地調査やデータの収集・処理等）のための派遣職員・アルバイト

代（注2）（注3） 

報酬・手数料 講師や調査協力者・研究協力者への謝礼金、研究会での助言者謝金、業者・個

人へ依頼した校正料・通訳料・翻訳料等、テープ起こし 

兼務職員人件費 ＰＤ、ＰＣ、ＲＡ雇用費（注2）（注3） 

教育研究用機器備品 
30万円以上で１年以上の利用に耐える物品（実験用機材、パソコン等）、費用

の総額が研究費総額の70％以下であること（それを超えて必要性がある場合は

申請書に理由書を添付すること） 
会議会合費 会議や打合せ時の飲料・食事代等  

雑費 調査協力者（現地調査・データ収集・被験者等）への謝礼品、ＤＰＥ代等 

 

（注1）研究代表者が、その必要性を認めた場合、研究代表者・研究分担者以外の研究者・大学院生に限り、旅費を 

支出することができる。ただし、その場合は、審査・評価委員長にその旨願い出て、許可を得るものとする。 

（注2）その他の委託費（派遣職員派遣料、アルバイト代）、兼務職員人件費についてはリサーチ・イニシアティブセ

ンターまでお問い合わせください。 

（注3）ＲＡ、アルバイトを雇用する場合は、雇用開始の2週間前までにリサーチ・イニシアティブセンターに 

指定の書式（ＨＰダウンロードコーナー）により採用申請を行ってください。 


