2022 年 6 月 3 日
（全学研究助成委員会資料）
リサーチ・イニシアティブセンター
2022 年度 科研費申請サポートプログラムと申請手続きに関するご案内
令和 5 年度（2023 年度）科研費申請につきまして、本学の科研費申請有資格者を対象とした申請サポート
プログラムと手続きについて、例年通り実施いたしますので、ご案内いたします。
積極的にご活用くださいますようお願いいたします。

【概要】
Ⅰ．サポートプログラム
１．
【申請者向け科研費説明会】
２．
【審査委員経験者および採択経験者の講演動画視聴サービス】
３．
【採択申請書閲覧サービス】
４．
【申請書等作成マニュアルのダウンロードサービス】
５．
【申請書チェックシートのダウンロードサービス】
Ⅱ. 外部の専門業者による申請書レビュー・アドバイスサービス（新規プログラム）
外部の専門業者による科研費申請書レビュー・アドバイスサービスを実施（事前希望登録制）します。
Ⅲ．リサーチセンターによる申請書点検（提出前 A 点検・B 点検）
例年通りの、リサーチセンターによる申請書の提出前点検です。科研申請を行う方全てに受けていただ
きます。A 点検（必要事項の記載有無、形式要件の充足、文脈の整合性等内容の点検）と B 点検（様
式・体裁・研究業績の形式・研究経費の点検）の 2 種類を選択していただきます。
【2022 年度の主な変更点】
新たに外部業者による、相談、申請書レビュー・アドバイスサービスを導入します。教育を受けた、経
験豊かなレビュー専門スタッフ（研究支援職や審査員経験者等）による点検を行います。公募開始前か
ら、過年度申請書や、研究草案をもとに、アドバイスを受けることができます。
なお、科研費申請専用ページや各プログラムや点検等の詳細については、7 月頃より、メールにて科研
費申請有資格者にご案内いたします。

【詳細】
Ⅰ．サポートプログラム
No.
プログラム内容
１ 【申請者向け科研費説明会】
※事前録画した動画を公開します。不明点等があればリサーチセンター科研担当までご連絡ください。
＜内 容＞
科研費の概要・申請書作成のポイントについて
科研費の概要、本年度の変更点、申請方法、研究計画調書（以下「申請書」）作成に
おいて参考になる情報等についてリサーチセンターから説明。
＜公開時期等＞ 2022 年 7 月下旬に科研費申請専用ページにて公開。視聴方法等詳細は別途科研費
有資格者へ連絡予定。
※申請書の作成を始めた上で視聴されることを推奨いたします。申請書作成の際は、
科研費申請専用ページをご参照ください。
２ 【審査委員経験者および採択経験者の講演動画視聴サービス】
＜内 容＞ 2014・2015・2016・2018・2019・2020 年度「申請者向け科研費説明会」の講演を科研費
申請専用ページに掲載。申請予定者は自由に視聴が可能。

＜視聴可能講演＞【審査委員経験者】
（2014 年度）文学部北澤毅名誉教授、現代心理学部小口孝司教授
（2015 年度）現代心理学部芳賀繁名誉教授、野田研一名誉教授
（2016 年度）経済学部菅沼隆教授、コミュニティ福祉学部三本松政之教授
【採択経験者】
（2018 年度）コミュニティ福祉学部西田恵子教授
（2019 年度）法学部松浦正孝教授、文学部加藤磨珠枝教授
（2020 年度）現代心理学部日髙聡太教授
＜視聴可能期間＞ 2022 年 7 月上旬～文科省・学振申請書提出締切日まで
＜利用手順＞
科研費申請有資格者各自の V-Campus ID／PW で科研費申請専用ページに
ログインの上、視聴。
３ 【採択申請書閲覧サービス】
＜内 容＞
令和 4 年度科研費・新規採択課題申請書のうち、作成者の許諾を得られた申請書
を科研費申請専用ページに掲載。申請予定者は自由に閲覧が可能（閲覧のみ）。
＜閲覧可能期間＞ 2022 年 7 月中旬～文科省・学振申請書提出締切日まで
＜利用手順＞
科研費申請有資格者各自の V-Campus ID／PW で科研費申請専用ページに
ログインの上、閲覧。
４ 【申請書等作成マニュアルのダウンロードサービス】
＜内 容＞
架空の研究課題を設定し作成した申請書のモデルケースに、申請書作成時の留意
事項を明示した「申請書等作成マニュアル」を科研費申請専用ページに掲載。
申請予定者は自由にダウンロードが可能。
＜対象種目（予定）＞ 基盤研究(C)
＜ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ期間＞ 2022 年 8 月下旬～文科省・学振申請書提出締切日まで
（令和 4 年度分は、2022 年 7 月上旬から掲載予定）
＜利用手順＞
科研費申請有資格者各自の V-Campus ID／PW で科研費申請専用ページに
ログインの上、利用。
５ 【申請書チェックシートのダウンロードサービス】
＜内 容＞
申請書作成における形式要件の「チェックシート」を科研費申請専用ページに
掲載。申請予定者は自由にダウンロードが可能。
＜対象種目（予定）＞基盤研究(A)、基盤研究(B)、基盤研究(C)、挑戦的研究（萌芽・開拓）、若手研究、
研究成果公開促進費(学術図書)
＜ﾀﾞｳﾝﾛｰﾄﾞ期間＞ 2022 年 7 月上旬から公募開始次第順次～文科省・学振申請書提出締切日まで
（令和 4 年度分は、2022 年 7 月上旬から掲載予定。
）
＜利用手順＞
科研費申請有資格者各自の V-Campus ID／PW で科研費申請専用ページに
ログインの上、利用。

Ⅱ．外部の専門業者による申請書レビュー・アドバイスサービス（新規）
2022 年度から、以下の要領にて、外部の専門業者による科研費申請書レビュー・アドバイスサービスが利
用できます。
（事前希望登録制・予算上限に達し次第締め切り）
ロバスト・ジャパン株式会社（以下、ロバスト社）
業者
https://admin-s.jp/index.html
（ロバスト社による案内資料より抜粋。詳細は＜別紙１＞参照。
）
・教育を受けた、経験豊かなレビュー専門スタッフ（研究支援職や審査員経験者等）による
点検の実施。
・年間レビュー実績 1000 件以上（ロバスト社全体）。
特徴
・申請内容に対し利害関係のないスタッフを選定。
・全研究分野からの申請書に対応。
・第三者目線での客観的なコメントを提供。
・レビューコメントに加え、様式チェックを実施。

点検方法

対象とな
る研究種
目

注意事項

ロバスト
点検利用
方法

ロバスト社の「競争的資金申請支援システム（kaken.org システム。詳細は＜別紙２＞参照）」
に申請書を所定の期日までにアップロードして頂き、点検を受けて頂きます。（公募開始前
から、過年度申請書や、研究草案をもとに、ロバスト社のアドバイスを受けることも可能で
す。）
別途定める学内締め切りまで、ロバスト社のレビューコメント等をもとに申請書を修正頂い
た上で、日本学術振興会の「科研費電子申請システム」に申請書を提出頂きます。
提出頂いた申請書に対し、リサーチセンターにて二次点検（経費部分を中心とした最低限の
点検）を実施致します。
・基盤研究（Ａ）
：あわせて 2～3 件程度
特別推進研究・基盤研究（S）
基盤研究（Ｂ）
・挑戦的研究（開拓）・挑戦的研究（萌芽）：あわせて 5 件程度
基盤研究（Ｃ）
・若手研究
：あわせて 15 件程度
※研究種目ごとの件数については、申請状況に応じて予算の枠の中で調整を行う予定です。
利用を申請する際は、以下の点をご了承いただいたうえでお申し込みください。
・ロバスト社とは守秘義務契約を締結予定ですが、点検に際してはロバスト社の点検担当者
が申請書に目を通すことになります。
・研究代表者本人が、kaken.org を操作してレビューに必要な作業を実施することになりま
す。また、ロバスト社とのやり取りは文章のみとなっており、電話等の音声によるやり取り
を行うことはできません。
・ロバスト社からのレビューコメントは依頼から回答までに 7 営業日程度を要します。公募
開始前に相談を済ませるなど、時間に余裕を持ってサービスをご利用ください。
・通常の学内締め切りと同様の期日までに、科研費電子申請システムへの提出を完了させる
必要があります。
・英文で申請書を作成する場合は、速やかにその旨をご相談ください。スケジュールと予算
の関係でお断りする可能性があることをあらかじめ御了承ください。
ロバスト社による点検を希望する場合は、希望種目を以下の科研申請担当までメールでご連
絡ください。申込完了（ロバスト社による点検受付が可能）になった方から順次登録完了の
ご連絡を差し上げます。希望者が多数いた場合は、先着順となります。予算上限に達した場
合は、その時点で締切となります。
科研申請担当：kaken-shinsei@rikkyo.ac.jp
申込受付期限は種目毎に異なりますので、ご注意ください。
・特別推進研究、基盤研究（S）
、基盤研究（A）
申込開始日：2022 年 6 月 20 日（月） 9:00
申込締切日：2022 年 7 月 1 日（金） 9:00
・基盤研究（B）
、基盤研究（C）
、若手研究、挑戦的研究（萌芽）
、挑戦的研究（開拓）
申込開始日：2022 年 6 月 20 日（月） 9:00
申込締切日：2022 年 7 月 18 日（月） 9:00

Ⅲ．リサーチセンターによる申請書点検
リサーチセンターにて、例年通りの申請書点検（A）または申請書点検（B）を実施いたします。
科研応募には、必ずリサーチセンターによる点検を受けていただきます。
・申請書点検（A）：必要事項の記載有無、形式要件の充足、文脈の整合性等内容の点検を行う。
※リサーチセンター職員による申請書点検（A）対象課題は、以下の研究種目のみとなります。
基盤研究（Ｂ）、基盤研究（Ｃ）、若手研究、挑戦的研究（開拓）、挑戦的研究（萌芽）
・申請書点検（B）：主な形式要件（様式・体裁・研究業績の記載・研究経費）のみ点検を行う。

Ⅳ．令和 5 年度科研費申請スケジュール（予定）
：特別推進研究、基盤研究（S）、基盤研究（A）
※例年の公募スケジュールに基づいた予定のため、変更になる場合がありますのでご留意ください。

日程

リサーチ点検

ロバスト点検
公募開始前から、過年度申請書や、研究
草案をもとに、ロバスト社のアドバイス
を受けることが可能。

6 月 20 日（月）
以降

※kaken.org 上でのやり取りとなります。

7 月上旬

令和 5 年度科学研究費助成事業公募開始（公募要領、申請様式等発表）
学内公募案内（応募手続き等）、申請受付開始

7 月 18 日（月）
9:00

8 月 1 日（月）

kaken.org への申請書初回登録期限

学内応募締切
（原則申請書点検 B のみとする）

学内応募締め切りまでに科研費電子申請
システムへの提出を完了すること
※その後リサーチセンターにて提出前点検を実
施

9 月上旬

文部科学省・日本学術振興会 応募締切

Ⅴ．令和 5 年度科研費申請スケジュール（予定）：基盤研究（B）、基盤研究（C）、若手研究、
挑戦的研究（萌芽）
、挑戦的研究（開拓）
、研究成果公開促進費（※）
日程

リサーチ点検

ロバスト点検
公募開始前から、過年度調書や、研究草
案をもとに、ロバスト社のアドバイスを
受けることが可能。

6 月 20 日（月）
以降

※kaken.org 上でのやり取りとなります。

8 月上旬
8 月 29 日（月）

9 月 12 日（月）

令和 5 年度科学研究費助成事業公募開始（公募要領、申請様式等発表）
学内公募案内（応募手続き等）、申請受付開始
学内応募締切 A（申請書点検 A）

学内応募締切 B（申請書点検 B）

kaken.org への申請書初回登録期限
学内応募締め切りまでに科研費電子申請
システムへの提出を完了すること
※その後リサーチセンターにて提出前点検を実
施

10 月中旬

文部科学省・日本学術振興会 応募締切

※研究成果公開促進費については、ロバスト点検の対象外となります。

【本件に関する申し込み・お問合せ先】
リサーチ・イニシアティブセンター（科研費申請担当）
中山・巾崎・内藤・小林・菊池
内線： 3833
Mail： kaken-shinsei@rikkyo.ac.jp

kaken.org

システム（競争的資金申請支援システム）
操作方法 かんたんガイド2021
⦿TOPページ
2回目以降はこちらから
ログインしてください。

操作方法に関する
動画やマニュアルも
ご利用ください。
（クリックして確認）

Let’s Start!
初回ログイン時は、

利用開始の手続き

から
IDとパスワードを設定して下さい。
ログインＩＤは、支援申込時の
メールアドレスです

⦿HOME画面
［15］田中たろう（ABC大学）

① 申請書ファイルを登録

正常に登録されると、
「申請ＩＤ・登録日時」が表示されます。

② レビューコメントが登録されると、登録日が表示されます。
ダウンロードボタン（青矢印）をクリックして、ファイルをご確認ください。

参考資料には、審査結果や過年度調書などを、ご登録ください。

⦿申請書 登録画面
① 「研究種目名」を選択 ※必須
① 研究種目を選択（プルダウン）

② 「申請区分を入力」

※任意

③ 「申請書ファイルの選択」
② 申請区分を入力（任意）

※必須
レビューを希望するファイルを入れて下さい。 （zipは登録不可）

・作成中の、研究計画調書ファイル
・前年度応募のPDFファイルなど

③ 申請書ファイルを選択

④ 補足事項欄
確認を希望する項目や、申請書の内容説明、
レビュアーへの質問などがあれば、200字以内でご入力ください。

⑤ 「登録」
④ 補足事項を入力後、 ⑤ 「登録」をクリック

登録が完了すると、HOME画面に申請書受付日時が表示されます。

