
様式Ｓ－１－１０ 応募内容ファイル（添付ファイル項目） 
挑戦的萌芽－１ 

研 究 目 的 
本欄には、研究の全体構想及びその中での本研究の具体的な目的について、冒頭にその概要を簡潔にまとめて記述した上で、適

宜文献を引用しつつ記述し、特に次の点については、焦点を絞り、具体的かつ明確に記述してください（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７０頁参照）を参考にしてください。）。 

① 研究の学術的背景（本研究に関連する国内・国外の研究動向及び位置づけ、応募者のこれまでの研究成果を踏まえ着想に至

った経緯、これまでの研究成果を発展させる場合にはその内容等） 

② 研究期間内に何をどこまで明らかにしようとするのか 

③ 当該分野における本研究の学術的な特色及び予想される結果と意義 

研 究 目 的（概要）※ 当該研究計画の目的について、簡潔にまとめて記述してください。 

本研究では、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を目的とする。 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

①研究の学術的背景 

【本研究に関連する国内・国外の研究動向及び位置づけ】 

 本研究に関連する国内・国外研究としては、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○[1]。○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○[2]。 

本研究は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○として位置づけられる。 

【これまでの研究成果を踏まえ着想に至った経緯】 

 申請者は、これまで○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

【これまでの研究成果を発展させる場合にはその内容等】 

 本研究に関連して、申請者はこれまで○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

本研究では、前述した○○○○○○○○を発展させ、○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

②研究期間内に何をどこまで明らかにしようとするのか 

本研究では、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を明らかにする。 

③当該分野における本研究の学術的な特色・独創的な点及び予想される結果と意義 

本研究は、従来のアプローチとは異なり○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○が独創的であり、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○という点に特色がある。

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○という点で本研

究分野の進展に大きく貢献でき、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○が期待できる。 
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[1]鈴木 一郎(2013),「私立大学の研究支援組織とは」,『私学経営』,Vol.19(2013年4月号),14-49,私学経営研究会
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11 ポイント以上で記入。



挑戦的萌芽－２ 

研究の斬新性・チャレンジ性 
本欄には、次の点について、焦点を絞り具体的かつ明確に記述してください。  

① 本研究が、どのような点で斬新なアイディアやチャレンジ性を有しているか 

② 本研究が、新しい原理の発展や斬新な着想や方法論の提案を行うものである点、または成功した場合に卓越した成果が期待

できるものである点等 

①斬新なアイディアやチャレンジ性を有している点 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

１．○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

２．○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

３．○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○。 

４．○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

②新しい原理の発展、斬新な着想や方法論の提案、成功した場合に期待できる卓越した成果等 

１．○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

２．○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

３．○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

４．○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

11 ポイント以上で記入。



挑戦的萌芽－３ 

研究計画・方法 
本欄には、研究目的を達成するための具体的な研究計画・方法について、冒頭にその概要を簡潔にまとめて記述した上で、平成

２７年度の計画と平成２８年度以降の計画に分けて、適宜文献を引用しつつ、焦点を絞り、具体的かつ明確に記述してください。

また、研究計画を遂行するための研究体制について、研究分担者とともに行う研究計画である場合は、研究代表者、研究分担者の

具体的な役割（図表を用いる等）、学術的観点からの研究組織の必要性・妥当性及び研究目的との関連性についても述べてくださ

い。さらに、研究体制の全体像を明らかにするため、連携研究者及び研究協力者（海外共同研究者、科研費への応募資格を有しな

い企業の研究者、その他技術者や知財専門家等の研究支援を行う者、大学院生等（氏名、員数を記入することも可））の役割につ

いても記述してください。 

なお、研究期間の途中で異動や退職等により研究環境が大きく変わる場合は、研究実施場所の確保や研究実施方法等についても

記述してください。 
研 究 計 画 ・ 方 法（概要）※ 研究目的を達成するための研究計画・方法について、簡潔にまとめて記述してください。

本研究では、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○を目的とし、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を行う。

 平成 27 年度は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○する。

 平成 28 年度以降は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○する。 

本研究では、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

○○○○○○○○○○○○○○○○という目的を達成するため、○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を行う。 

 

【平成 27 年度】 
研究初年度は、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○[3]。 

具体的には、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。

 

【平成 28 年度以降】 
前年度に得られた結果を元にして、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

審査委員が研究計画・方法を

端的に把握できるように、枠内

に研究計画・方法の概要を簡

潔にまとめること。 

破線の位置を

変えないこと。

11 ポイント以上で記入。



挑戦的萌芽－４ 

研究計画・方法（つづき） 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○[4]。 

 更に、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○について、得られた結果を取りまとめ、研究成果の発表を行う。

 

【研究計画を遂行するための研究体制】 

＜学術的観点からの研究組織の必要性・妥当性及び研究目的との関連性＞ 

 前述した研究計画を円滑かつ効果的・効率的に遂行するため、[表１]のとおり研究チームを組

織し、○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

[表１] 

グループ 担当者 具体的な役割 

Ａグループ 

[△△△△と◇

◇◇◇] 

研究代表者 理幸 萌 

・研究統括 

・○○○○○○○○○に関する調査 

・○○○○○○○○○プログラム開発 

・○○○○○○○○○における研究成果発表

研究分担者 分担 次郎 
・○○○○○○○○○に関する調査 

・○○○○○○○○○プログラム開発 

連携研究者 連携 花子 
・○○○○○○○○○に関する調査 

・○○○○○○○○○に関する資料収集 

Ｂグループ 

[□□□□] 

研究分担者 分担 三郎 
・○○○○○○○○○に関する調査 

・○○○○○○○○○プログラム開発 

研究協力者 協力 次郎 
・○○○○○○○○○に関する調査 

・○○○○○○○○○に関する資料収集 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

 

＜研究代表者、研究分担者、（連携研究者及び研究協力者）の具体的な役割＞ 

 研究チーム内の役割分担は[表１]に示したとおりであるが、具体的には、研究代表者である申

請者が○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

■Ａグループ 

１．○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

２．○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

３．○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

■Ｂグループ 

１．○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

２．○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

 

＜引用文献＞ 

[3] 著者名(発表年),「論文名」,『掲載誌名』,巻号, 最初と最後の頁,発行者  ※論文引用の実例は1ページを参照。 

[4] 著者名(発行年),「著書名」, 出版社  ※書籍引用の実例は1ページを参照。 

11 ポイント以上で記入。



挑戦的萌芽－５ 

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） 

本欄には、研究計画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、その旨記述してください。 

「研究計画・方法」欄に記載したとおり、本研究では、国内外私立大学の研究支援部局等におい
て、実際に研究推進・支援業務に従事している職員等に対してアンケート調査を実施する予定で
ある。当該アンケートは、「立教大学個人情報保護規程」に基づき個人情報の保護に十分な配慮を
したうえで実施する。万が一、問題が発生した場合には、「立教大学個人情報保護委員会」に判断
を仰ぎ、適切に対処する。 

 

研究経費の妥当性・必要性 
本欄には、「研究計画・方法」欄で述べた研究規模、研究体制等を踏まえ、次頁以降に記入する研究経費の妥当性・必要性・積算

根拠について記述してください。また、研究計画のいずれかの年度において、各費目（設備備品費、旅費、人件費・謝金）が全体

の研究経費の９０％を超える場合及びその他の費目で、特に大きな割合を占める経費がある場合には、当該経費の必要性（内訳等）

を記述してください。 

設備備品費 
 研究初年度及び 2 年度目は国内外の私立大学への訪問調査の他に文献による○○○○○○○○
○○○○○のため、「リサーチアドミニストレーション関連図書」及び「大学行政研究関連図書」
を購入する。大学行政研究の先行事例調査は分担者である分担太郎が担当するため、「大学行政研
究関連図書」は、分担太郎の所属機関に設置する。なお、図書の単価はこれら関連図書の平均的
な単価をもとに算出した。 
消耗品費 
 本研究では、○○○をもとに統計データを解析するため、統計解析ソフトが必要になる。当該
ソフトウェアが正常に動作するスペック（CPU・メモリ等）を有した PC が必要なため、当該機能
に絞り、要件を満たすノート PC を購入する。また、大量の解析データを保存するためには、外部
ストレージが必須となる。これらは定価または市場価格を参考に算定し、初年度にのみ購入する。
旅費・謝金等 
 本研究では、国内外の私立大学の研究支援部局等において、実際に研究推進・支援業務に従事
している職員等からヒアリングを行うため、これに係る国内・外国旅費を計上するとともに、ヒ
アリング協力者への謝金を計上した。また、2 年度目及び最終年度に国内の学会で研究発表を予
定しているため、そのための国内旅費も計上している。複数の事例を元に○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○を行うことが研究の中核をなすため、旅費の占める割
合が大きくなっている。旅費・謝金は所属機関の研究費執行規程に基づいて算定した。 
その他の経費 
 前述した国内外の私立大学への訪問調査に先立ち、事前にアンケート調査を行う。アンケート
回答用紙は、郵便にて送付する計画であるため、対象数○○○○分の切手代が必要になる。更に、
本研究で得た知見を広く社会に還元するため、研究成果公開用の HP を作成することを計画してい
る。申請者は既に研究室の HP を有しているため、その中に本研究課題用ページのみを追加で作成
するため費用はそれほど掛からない。また 2年度目及び最終年度に論文投稿を予定しているため、
論文投稿料を計上した。 
以上のように、計上した研究経費は、全て本研究課題遂行のためには○○○○○○○○○○。 

＜参考＞ 

本欄の指示書きに記載のある以下①～③の各種研究・実験について、立教大学では以下の規程・委員会が制定されて

おります。 

① 動物実験 

② 組換えＤＮＡ実験  

③ 人を対象とする医学系及び生命科学系研究 

※①～③については、研究開始前に当該研究・実験を行うことを上記委員会に申請し、総長より承認を受ける必要が

あります。未承認の場合は、上記委員会の審査を経て総長から承認を得たうえで行う旨をご記載ください。 

該当しない場合には、その旨記述。 

11 ポイント以上で記入。

「立教大学ライフサイエンスに係る研究・実験の倫理及び安全に関する規程」

「立教大学ライフサイエンスに係る研究・実験の倫理及び安全委員会」 



挑戦的萌芽－６ 
（金額単位：千円） 

設備備品費の明細 

記入に当たっては、挑戦的萌芽研究 研究計画調書作成・記入要領を参照してくだ

さい。 

消耗品費の明細 
記入に当たっては、挑戦的萌芽研究 研究計

画調書作成・記入要領を参照してください。 

年度 
品 名・仕 様 

（数量×単価）（設置機関） 
金 額 品 名 金 額

２７ リサーチアドミニストレーション関連図書 
（20 冊×3,000 円）（立教大学）（○○大学） 
大学行政研究関連図書 
（10 冊×3,000 円）（△△大学） 

計

60

30

90

ノート PC（MacBook Pro）
（1台×238,000 円） 
外部ストレージ（LaCie 6TB 
2big Thunderbolt Series RAID 
HD）（1台×69,000円） 
統計解析ソフト（SPSS） 
（1ライセンス×99,000円） 

計 

238

69

99

406

２８ リサーチアドミニストレーション関連図書 
（10 冊×3,000 円）（立教大学）（○○大学） 
大学行政研究関連図書 
（5冊×3,000 円）（△△大学） 

計

30

15

45

PC 関連消耗品（DVD-R 等）
（10 セット（20 枚組/セッ
ト）×1,000 円） 

 
計 

10

10

２９  
計 0

 
計 0

旅費等の明細 記入に当たっては、挑戦的萌芽研究 研究計画調書作成・記入要領を参照してください。 

年度 
国内旅費 外国旅費 人件費・謝金 その他 

事 項 金額 事 項 金額 事 項 金額 事 項 金額
２７ 国内私大調査 

【研究代表者】 
近郊 10 校程度
(日帰り1,000円
×10回) 
【研究分担者】 
全国 20 校程度
(2 日間 30,000
円×20 回) 

計 

 
10 

 
 
 

600 
 
 
 

610 

海外私大調査 
【研究代表者】
米国 2校程度 
（5日間） 
【研究分担者】
欧州 2校程度 
（5日間） 
 
 

計

500

600

1,100

ヒアリング謝金 
（20名×2,000円）
 
 
 
 
 
 
 

計

40

40

通信費（切手） 
（50枚×80円） 
 
 
 
 
 
 
 

計 

4

4

２８ 国内私大調査 
【研究代表者】 
近郊 10 校程度
(日帰り1,000円
×10回) 
【研究分担者】 
全国 20 校程度
(2 日間 30,000
円×20 回) 
情報収集・成果発表 
【研究代表者/
研究分担者】 
○○学会，開催
地未定（4日間,3
名×50,000円） 

計 

 
10 

 
 
 

600 
 
 
 
 

150 
 
 
 
 

760 

海外私大調査 
【研究代表者】
米国 2校程度 
（5日間） 
【研究分担者】
欧州 2校程度 
（5日間） 

計

500

600

1,100

ヒアリング謝金 
（20名×2,000円）
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計

40

40

通信費（切手） 
（50枚×80円） 
論文投稿料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

計 

4

50

54

２９ 情報収集・成果発表 
【研究代表者/
研究分担者】 
○○学会，開催
地未定（4日間,3
名×50,000円） 

計 

 
150 

 
 
 
 

150 

 
 
 
 
 
 

計 0

 
 
 
 
 
 

計 0

研究成果公開
用 HP 作成費 
論文投稿料 
 
 
 

計 

200

50

250

「○人×○月×○円」等、

内訳もできるだけ具体的に

記入 

年度毎に線を引いて区

分し、合計金額を記入 

各年度の費目別金額が、応募情報（Web 入力項目）に登録した金額と

一致しているか、最後に必ず確認してください。 

何をどれだけ購入するのか、

できるだけ具体的に記入 

この欄は 11 ポイント以下でも OK。 

＜設備備品費に計上するもの＞ 

・単価 30 万円以上の機器備品 

・図書、資料 

＜消耗品費に計上するもの＞ 

・単価 30 万円未満の物品 

・ソフトウェア（30 万円以上でも）

行き先、期間等、でき

るだけ具体的に記入 



研究代表者のみ作成・添付 
挑戦的萌芽－７ 

研究費の応募・受入等の状況・エフォート 
本欄は、第２段審査（合議審査）において、「研究資金の不合理な重複や過度の集中にならず、研究課題が十分に遂行し得るか

どうか」を判断する際に参照するところですので、本人が受け入れ自ら使用する研究費を正しく記載していただく必要があります。

本応募課題の研究代表者の応募時点における、（１）応募中の研究費、（２）受入予定の研究費、（３）その他の活動について、次

の点に留意し記入してください。なお、複数の研究費を記入する場合は、線を引いて区別して記入してください。具体的な記載方

法等については、研究計画調書作成・記入要領を確認してください。 

① 「エフォート」欄には、年間の全仕事時間を１００％とした場合、そのうち当該研究の実施等に必要となる時間の配分率（％）

を記入してください。 

② 「応募中の研究費」欄の先頭には、本応募研究課題を記入してください。 

③ 科研費の「新学術領域研究（研究領域提案型）」にあっては、「計画研究」、「公募研究」の別を記入してください。 

④ 所属研究機関内で競争的に配分される研究費についても記入してください。 

（１）応募中の研究費 
資金制度・研究費名（研究期

間・配分機関等名） 

研究課題名（研究代表者氏

名） 

 

役 割

(代表・

分 担 の

別) 

平成 27 年度
の研究経費
 
(期間全体の額)

(千円)

エ フ

ォ ー

ト(%)

 

研究内容の相違点及び他の研究費に加え
て本応募研究課題に応募する理由 
 
 (科研費の研究代表者の場合は、研究期間

全体の受入額を記入すること) 

【本応募研究課題】 
挑戦的萌芽研究 
（H27～H29） 

私立大学の研究支援
業務における効果測
定プログラムの開発

 
代表 

990
(1,919)

30

 
 
 
 

（総額 4,659 千円）

基盤研究（Ｃ）（一般） 

（H27～H30） 

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○○○○○○○○

○○（代表 太郎） 分担
300

(1,200)
10

左記は○○○○○○○○○

○を目的としており、○○

○○○○○○○○○○にお

いて本応募研究課題とは異

なる。 

  

 

 

応募情報（Web 入力項目）

に登録した研究課題名と

同じものを記入 

研究分担者等の場合は、

( )書きで研究代表者等の

氏名を記入 

上段に H27 年度に本人が

受け入れ自ら使用する直接

経費の額（分担金として配

分する額を含まない。応募

中のものは応募額）を記入

し、下段に（ ）書きで研究

期間全体で受け入れ自ら

使用する直接経費の総額

（予定額）を千円単位で記

入 

研究分担者等の場合、

上段に H27 年度に本人

が受け入れ自ら使用す

る分担金の額（予定額）

を記入し、下段に（ ）書

きで研究期間全体で自

ら使用する分担金の総

額（予定額）を千円単位

で記入 

応募情報（Web 入

力項目）に登録し

た数字と同じもの

を記入 

この欄は 11 ポイント以下でも OK。 

研究代表者である場合は、研

究期間全体の直接経費の総額

を千円単位で記入 



研究代表者のみ作成・添付 
挑戦的萌芽－８ 

研究費の応募・受入等の状況・エフォート（つづき） 

（２）受入予定の研究費 
資金制度・研究費名（研究期

間・配分機関等名） 

 

研究課題名（研究代表者氏

名） 

 

役 割

(代表・

分 担 の

別) 

平成 27年度
の研究経費
 
(期間全体の額)

(千円)

エ フ

ォ ー

ト(%)

 

研究内容の相違点及び他の研究費に加
えて本応募研究課題に応募する理由 
 
 (科研費の研究代表者の場合は、研究期間

全体の受入額を記入すること) 

立教大学学術推進特

別重点資金・「重点領

域プロジェクト研

究」・H25～H27（立教

大学） 

私立大学における研

究支援モデルの開発

（立教 太郎） 

分担
300

(900)
10

本応募研究課題の研究目的

を達成するためには、左記

研究課題で申請者が担当し

ている○○○○○○○○○

○○○○○○○○研究の知

見が必要であるため、両研

究課題を遂行する必要があ

る。 

  

 

 

（３）その他の活動 
上記の応募中及び受入予定の研究費による研究活動以外の職務として行う

研究活動や教育活動等のエフォートを記入してください。 
50

 

合 計 
上記(１)、(２)、(３)のエフォートの合計 

100
(%)

 

この欄は 11 ポイント以下でも OK。 

応募情時点で正確な配分

額がわからない場合も、お

およその金額を千円単位

で記入 

（１）～（３）の合計が１００％

になっているか必ず確認 


