
2022年度
研究活動ガイダンス

主催：リサーチ・イニシアティブセンター



１ リサーチ・イニシアティブセンターとは ①

2

■研究支援業務

高度化 効率化 適正化

研究を多面的に支援

・研究外部資金／補助金等の申請支援

・実績報告等のプログラム管理

・研究費の管理・執行といった研究経理

・研究倫理／安全等に関する制度構築

・各種委員会※の事務局業務
※行動規範マネジメント委員会、ライフサイエンス委員会、
利益相反マネジメント委員会、安全保障輸出管理委員会 等

■研究基盤業務



１ リサーチ・イニシアティブセンターとは ②

プロジェクト型
共同研究の推進

産学連携
地域連携の推進

外部資金の
獲得と活用

個人研究活動
の支援

知的財産活動
の推進

研究基盤制度の
構築と運用

効率的・適正な
研究経理

研究広報・
プロモーション

リサーチ・イニシアティブセンターの主な業務 ー８つのイニシアティブー
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２ 研究活動ガイド2022

② 研究費の詳細

① 研究費の種類

③ 情報収集の手段

④ 本学での研究活動を始める前に

※研究活動ガイドをお手元にご用意ください。



２ 研究活動ガイド2022 研究費の種類①

タイプ

支給型

競争型＜学内＞

競争型＜学外＞

都度申請

個人研究費／研修資料費

内容

立教大学学術推進特別重点資金（立教ＳＦＲ）／
立教大学国際学術研究交流制度／ 出版助成制度

科学研究費助成事業／学振各種事業／民間助成

学会補助／立教SFR（国際研究論文掲載経費補助）

研究活動ガイド６～７ページ主要研究費一覧
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２ 研究活動ガイド2022 研究費の種類②

研究活動ガイド8～14ページ＜学内＞の研究助成制度

立教大学国際学術研究交流制度：派遣研究員／
招へい研究員／在外研究／国際会議助成

立教大学学術推進特別重点資金（立教ＳＦＲ）
：共同プロジェクト研究／個人研究

タイプ

支給型

競争型

都度申請

個人研究費／研修資料費

内容

立教SFR：国際研究論文掲載経費補助

研究活動ガイド

8～9ページ

10ページ

出版助成制度：立教大学出版会／立教大学出版助成

11～12ページ

13ページ

10ページ

14ページ

「制度の趣旨・目的」をよく理解したうえで手続き（執行）を！

学会補助：学術団体登録、学会開催
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２ 研究活動ガイド2022 研究費の種類③

研究活動ガイド15～17ページ＜学外＞の研究助成制度

日本学術振興会各種事業：人材育成／
国際交流／研究助成 等

科学研究費助成事業：新学術領域研究／特別推進
研究／基盤研究／挑戦的研究／若手研究／研究活動
スタート支援／国際共同研究強化／学術図書 等

タイプ

競争型

その他

内容

受託研究・共同研究、研究奨励指定寄付金、
民間助成等・・・

研究活動ガイド

15ページ

16ページ

申請前に相談を。「サポートプログラム」も用意しています！

17ページ
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■個人研究費
対象：
教授・准教授・講師・助教（助教Rを除く）・カ
ウンセラー・チャプレン・聖歌隊指導者・キャリア支
援コーディネーター・専門相談員

■研修資料費

２ 研究活動ガイド2022 研究費の詳細①

対象：
教育講師、英語特定講師

支給額：
310,000円 ※助教Dは150,000円

支給額：
150,000円（教育講師）
支給額：
100,000円（英語特定講師）

☑
☑

使途の対象となるものは、それぞれの職種によって限定されます

非課税措置を受けているため、使途は限定されます

☑ 前年度分に限り、翌年度への繰越が可能です

執行にあたっては、【研究費ハンドブック】を必ずご確認ください

今年度の執行期間：
4月1日 (金 )～3月15日 (水 )



２ 研究活動ガイド2022 研究費の詳細②

外部資金獲得への足掛かりとしてご活用ください

■立教SFR （立教大学学術推進特別重点資金）

目的 本学の学術研究の推進を格段に図ることを目的として、プロジェクト研究及び
個人研究を支援する制度。

募集項目 共同プロジェクト研究／個人研究／大学院学生研究（パッケージ型）

申請締切 2022年4月20日（水） 17:00 （オンライン提出）

申請書 リサーチ・イニシアティブセンターWEBサイトにてダウンロード可能です。

※<都度申請>国際研究論文掲載経費補助および大学院学生研究（研究発表支援／論文投稿支援）は別途確認してください。

成果発表 毎年度「研究成果・経過報告書」の提出が必要です。報告書は
リサーチ・イニシアティブセンターWEBサイト、立教リポジトリなどで広く公開します。
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２ 研究活動ガイド2022 研究費の詳細③

■国際学術研究交流支援制度（派遣研究員・招へい研究員）

目的 本学の学術研究、教育水準の向上ならびに国際学術連携の強化を目的として、海外の
大学・研究教育機関へ派遣または、海外の研究者・専門家を本学に招へいする制度。

募集項目 2022年度第2次募集 （派遣出発・招へい終了は2023年3月31日まで）

申請締切 2022年4月11日（月） 17:00 （メール提出）

申請書 リサーチ・イニシアティブセンターWEBサイトにてダウンロード可能です。

※次年度（2023年度）募集は、2022年6月募集開始、7月締切予定。
詳しくはリサーチ・イニシアティブセンターWEBサイトなどで確認してください。

成果発表 派遣・招へい終了後１ヶ月以内に報告書を提出していただきます。報告書は
リサーチ・イニシアティブセンターWEBサイト、立教リポジトリなどで広く公開します。

※対象者（応募資格）は、
募集要項で確認してください。
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２ 研究活動ガイド2022 研究費の詳細④

■国際学術研究交流支援制度（在外研究・国際会議助成）

目的

募集項目

申請締切

申請書 リサーチ・イニシアティブセンターWEBサイトにてダウンロード可能です。

成果発表 終了後報告書を提出していただきます。
報告書はリサーチ・イニシアティブセンターWEBサイト、立教リポジトリなどで広く公開します。

本学における国際共同研究の推進と学術の国際交流に寄与する制度

【在外研究】海外の大学・研究所等に派遣される専任教員が行う研究および調査を助成
【国際会議助成】国内外の研究者の参加を得て開催される学術研究集会を助成

【在外研究】2022年度募集終了 次年度の締切は2023年1月頃（予定）
【国際会議助成】 2022年度募集終了 次年度の締切は2022年10月頃（予定）
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２ 研究活動ガイド2022 研究費の詳細⑤

■出版助成制度（立教大学出版会・立教大学出版助成）

目的

募集項目

申請締切

申請書 リサーチ・イニシアティブセンターWEBサイトにてダウンロード可能です。

採択実績 2021年度：出版会０件 出版助成７件

【立教大学出版会】 本学の学術出版活動と学術広報を主目的とし、
研究・教育ならびにアカデミックステータスを向上させること。

立教大学出版会／立教大学出版助成

2022年5月31日(火) 17:00 必着

【立教大学出版助成】 学術研究の成果を公開するために刊行する出版物に対し、
出版に必要な経費の1/2以内（100万円以内）を補助する。
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２ 研究活動ガイド2022 研究費の詳細⑥

■科学研究費助成事業・厚生労働省科学研究費補助金 等

至急、リサーチ・イニシアティブセンター
科研費担当（内線 4656)までご連絡ください。

至急、リサーチ・イニシアティブセンター
科研費申請担当 （内線 3833）or

（kaken-shinsei@rikkyo.ac.jp）までご連絡ください。

科学研究費の交付が内定している方、
新規申請中で、当該課題が採択された方

「研究活動スタート支援」への申請希望者

厚生労働科学研究費補助金による研究を実施している方、
もしくは交付が内定している方（研究分担者含む）

※学内申請締切：2022年4月11日（月） 17:00 【必着】

科研費申請者は代表・分担に関わらず本学での研究者登録が
必要です。研究者情報登録申請書をerad@rikkyo.ac.jpまで
速やかにご提出ください。リサーチ・イニシアティブセンター厚労科研担当（内線 4656）

or（scri@rikkyo.ac.jp）までご連絡ください。
13
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〈その他〉
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２ 研究活動ガイド2022 研究費の詳細⑦

■その他

学外機関との受託研究、共同研究、指定寄付、
民間助成財団助成金に関するコーディネート、契約、
経費執行等の支援業務、各種手続きや契約業務
を行います。

受託研究、共同研究、研究奨励指定寄付金

■人材育成事業
「特別研究員」、「海外特別研究員」
■顕彰事業
「日本学術振興会賞」、「日本学術振興会育志賞」など
■国際交流事業
「外国人特別研究員」、「外国人招へい研究者
（短期・長期）事業」など
■その他、日本学術振興会所管の各種事業

日本学術振興会各種事業

＜注意事項＞外部の助成事業に申請する場合には、
事業によっては学内締め切りを設けている場合もあります。

＜注意事項＞電子申請が必要な事業は、
事前に申請者IDやパスワードの取得が必要です。
締切日は事業ごとに異なっています!!



３ 情報収集の手段 ①

研究活動ガイド

掲示板
＠池袋12号館2階/
新座6号館3階

Twitter

リサーチ・イニシアティブ
センターWEBサイト

メールマガジン

ご自身に適した情報収集手段を選択してください！ 15



３ 情報収集の手段 ②

内容 TEL Email
個人研究費・研究資料費 03-3985-2242 kokenshu@rikkyo.ac.jp 
立教SFR 03-3985-2965   sfr@rikkyo.ac.jp 
国際学術研究交流（派遣・招へい） 03-3985-4674   researcher@rikkyo.ac.jp
国際学術研究交流（在外・国際会議） 03-3985-2965   zaigai@rikkyo.ac.jp
出版助成 03-3985-4955  rikkyo-press@rikkyo.ac.jp 
科学研究費 03-3985-4538 kaken@rikkyo.ac.jp 
日本学術振興会各種事業 03-3985-4587 scri@rikkyo.ac.jp
※特別研究員 03-3985-3833 research-fellow@rikkyo.ac.jp
受託･共同研究、研究奨励指定寄付 03-3985-4587 research-fund@rikkyo.ac.jp 
研究関連施設 03-3985-4360   scri＠rikkyo.ac.jp 

研究者情報 03-3985-4360 research-koho@rikkyo.ac.jp 
ライフサイエンス 03-3985-4674 lifescience@rikkyo.ac.jp 
安全保障輸出管理
安全保障輸出管理委員会事務局 ー export@rikkyo.ac.jp 

海外由来遺伝資源の利用（ABS） ー scri@rikkyo.ac.jp 
知的財産（特許・発明） 03-3985-4608 r-chizai@rikkyo.ac.jp 16



研究費ハンドブックの参照 研究収支簿閲覧システム

今年度版を4月下旬に学内配付を行う予定です。

立教大学ならではの研究実施体制
適正で安全に研究を進める

さまざまな学内ツール

学内書式ダウンロードコーナーからでも閲覧可能です。

領収書の有効期間は

資金によって、使用目途や
ルールが決められ、申請・執行
はそのルールにそって行わなけれ
ばいけません。

「研究収支簿閲覧システム」に
て、研究費の執行状況を
タイムリーに確認可能です。

科研費は「科研費プロ」にて
執行状況の確認が可能です。

３ 情報収集の手段 ③
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４ 本学での研究活動を始める前に ①

指定された研究倫理教育（APRIN eラーニング
プログラム（eAPRIN））を受講してください。

研究活動行動規範を守ってください。☑

☑

情報収集・応募・採択・執行前の 「研究者の義務」
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４ 本学での研究活動を始める前に ②

立教大学では、適正な研究活動に向けた取り組みとして、以下を制定しています。

立教大学研究活動行動規範
立教大学研究活動における不正行為への対応に関する規程
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
利益相反マネジメントポリシー
立教大学における安全保障輸出管理
立教大学不正防止計画推進本部の設置
立教大学不正防止計画
立教大学公的研究費の使用・管理に関する規程
公的研究費執行における「誓約書」の提出
研究倫理教育（APRIN eラーニングプログラム（eAPRIN））の実施 他

１
２
３
４
５
６
７
８
９
10

倫理・安全、研究費の適正な執行 Ⅰ
☑
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４ 本学での研究活動を始める前に ③

倫理・安全、研究費の適正な執行 Ⅱ
各項目ごとに事前の手続きが必要な場合があります。詳しくは研究活動ガイド をご覧ください。☑
研究関連施設の利用
ライフサイエンス
利益相反
安全保障輸出管理
海外由来遺伝資源を利用する研究における名古屋議定書等対応（ABS）
知的財産（特許・発明）

１

２

３

４

５
６

その他の手続き・相談もリサーチ・イニシアティブセンターへ

２０ページ

２３ページ

２３ページ

２４ページ

２５ページ

２４ページ
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４ 本学での研究活動を始める前に４ 本学での研究活動を始める前に ④

知的財産（特許等）に関する支援

研究成果有体物に
関する業務

著作権相談窓口

知的財産（特許等）

立教学院の構成員等が創出した発明や研究成果、保有する知的財産権の技術
移転に関する相談等に応じ、手続きを行います。出願手続きから、実用化に向け
た活動のサポートなど知財活用に関する活動を支援します。

「立教大学研究成果有体物の取扱いに関するガイドライン」
に基づき、研究成果有体物の移転（受領・提供・寄託）
に関する業務を行っています。

著作権に関する相談業務を行っています。

詳しくはリサーチ・イニシアティブセンター知財担当へ

（内線：4608
r-chizai@rikkyo.ac.jp)
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４ 本学での研究活動を始める前に ⑤

「研究者情報」のご案内
専任教員の経歴・研究教育活動などのデータを「研究者情報」として本学HPで公開☑

キーワード、氏名、所
属、専門分野の検索
方法で検索可能です。
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４ 本学での研究活動を始める前に ⑥

「研究者情報」のご案内
研究者ごとに個人ページがあり、researchmapの掲載内容を毎日インポートし、表示しています。☑

大学が管理する
一部の項目※を除き、
researchmapの掲載
内容を毎日インポート

※所属・兼務所属・職名・氏名・学内所属
経歴・当年度担当科目・研究テーマ
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４ 本学での研究活動を始める前に ⑦

「研究者情報」のご案内
①researchmapへのデータ入力と、 ②researchmapIDの登録をお願いいたします。☑

researchmap
へのデータ入力

researchmap
IDの登録

■届け出フォーム（SPIRITへログインが必要）
https://forms.gle/cx4qDZocJS6Jz6A49

■researchmap登録方法
https://researchmap.jp/public/account

researchmapに
入力されたデータが
「研究者情報」に
翌日反映されます。

データインポートを希望
する場合は
researchmapIDを
下記のフォームより
大学に届け出てください。

24

https://forms.gle/cx4qDZocJS6Jz6A49
https://researchmap.jp/public/account


４ 本学での研究活動を始める前に ⑧

指定された研究倫理教育（APRIN eラーニング
プログラム（eAPRIN））を受講してください。

応募前にスケジュールや予定を再確認してください。☑

☑

提出期限（締切）は必ず守ってください。☑
締切（学内締切を含む）を過ぎたら、応募できません。
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４ 本学での研究活動を始める前に ⑨

26

締切日 内容

4月11日(月) 17：00
□ 科研費（研究活動スタート支援）
□ 派遣研究員・招へい研究員 2022年度2次募集

4月20日(水) 17：00 □ 立教SFR（共同プロジェクト研究／個人研究／大学院学生研究（パッケージ型））
5月31日(火) 17：00 □ 出版会・出版助成

その他 適宜

□ （該当の先生は）ライフサイエンスの手続き
□ 研究者情報を大学情報データベースへ入力
□ 科研費申請者は代表・分担に関わらず本学での研究者登録
□ researchmapへの登録、データ入力 ・researchmapIDを大学に届けでる
□ 個人研究費・研修資料費の執行が可能

※本ガイダンスで触れたもののリマインドになります。全ての締切を掲載しているわけではございませんので、
詳細はリサーチ・イニシアティブセンターのHP等で確認してください。



５ リサーチ・イニシアティブセンターの場所について

池袋キャンパス

12号館受付（警備室）の
ある入口左手の階段を２階
に上ってください。

受付時間
（月～金）
９：００～１７：００
（土）
９：００～１２：３０

不明な点・質問・相談はリサー
チ・イニシアティブセンターへ！
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５ リサーチ・イニシアティブセンターの場所について

新座6号館（図書館）
右手の入口から3階に上っ
てください。

受付時間
（月～金）
９：００～１７：００
（土）
９：００～１２：３０
＊閉室日あり

新座キャンパス

不明な点・質問・相談はリサー
チ・イニシアティブセンターへ！
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