令和３年度

研究＋αの活動支援プログラム

～あなたの力で新しい世界をきりひらく～
Researcher Development Supporting Program [FY 2021]
—Create Your Research World—
以下に、本公募についてお寄せいただいたご質問と、事務局からの回答を掲載しております。
The followings are the inquiries about this program we have received, and our responses
to them.

Q1. 今回の公募は 2021 年度だけでなく 2023 年度までが支援対象内で間違いないでしょうか？
Is this program available for not only FY2021 but until FY2023?

A1. はい、2021 年度より 3 年度（2023 年度まで）を上限として支援いたします。
Yes, support is available for up to three years from the start of FY 2021 (i.e., to the
end of FY 2023).

Q2. 配分額は 500 万円/年度となっていますが（
『募集要項・申請書作成要領』p. 4）、3 年度のう
ち、ある年度だけ多く配分いただくことは可能でしょうか？
Page 4 of the “Application Guidelines & Instructions for Application Form” mentions
an upper limit for the support of 5 million yen per year. Is it possible to allocate more
to one year out of the three?

A2. 上限を 500 万円/年度とし、年度毎に活動支援費を逓減することを基本としておりますが、
コロナ禍の影響も踏まえ、可能な範囲での柔軟性は持たせたいと考えております。しかしな
がら、限られた年度予算枠を複数課題で配分することから、ある年度に重点的に配分したい
という研究者が多くおられる場合は、ご要望に沿うことが困難になります。また、文部科学
省の補助金事業による支援という性質上、2022 年、2023 年度の予算を必ずしも保証できる
ものでないことにご留意下さい。その上で、意欲的な提案は歓迎いたします。なるべく自己
財源も確保することで、上記のようなプログラムの予算の制約に対してもロバストなご提案
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を期待しています。
The upper limit for the support fund is set at 5 million yen per year, and as a rule, it
is to be reduced successively each year. However, in light of the impact of the Covid19 crisis, we would like to maintain as much flexibility as possible. Due to the facts
that the total budget of this program is limited and that there will be multiple
proposals, it would be difficult to meet the request if there are many researchers who
want to focus their allocation on a certain year. Also, please note that this program
depends on the MEXT grant program issued annually, we cannot necessarily
guarantee the budget for FY 2022 and FY 2023. On that basis, we welcome ambitious
proposals secured by independent funding to be resilient on such budget constraints
mentioned above.

Q3. 自己財源はまだ獲得できていません。申請時点では未定でも構わないでしょうか？
I have not yet secured independent funding. Does it matter if it is undecided at the
time of application?

A3. 未定でも構いませんが、自己財源を確保する努力や自己財源の確保が難しい場合の対応策が
見える企画をぜひご提案ください。
It does not matter even if funding has not yet been secured, but we ask that you
propose a scheme to obtain your independent financial resources or its alternatives
if you have difficulties in doing so.

Q4. 来年度以降も公募はありますか？
Will the call for this program be opened after this fiscal year?

A4. 次回の新規公募に関しましては、現時点では見込みがたっておりません。仮に公募が実施さ
れるとしましても、新規採択件数はごく僅かとなる可能性が高いことが考えられます。
At this point, we have no prospects for other opportunities. Even if the call is opened
in the next fiscal year, only a few proposals may be newly acceptable.

Q5. コロナ禍の影響で、イベント主宰や海外での学会参加が難しい場合にはどうしたらよいです
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か？
What should the proposal be if it is difficult to hold events and attend international
conferences due to the impact of the Covid-19 crisis?

A5. 本支援プログラムは、オンライン、実開催、ハイブリッドのいずれの提案も想定しておりま
す。状況次第で相談に応じます。研究者がいかにネットワークの中心となってコミュニティ
を拡大するか、様々な工夫を凝らしたクリエイティブな企画提案が期待されています。
We envision all types of events such as online, on-site, and hybrid. Depending on the
situation at that time, we will consult about changes of your original plan. We
welcome creative proposals to show us how you will become the center of the
network and enhance the community by exercising your ingenuity.

Q6. 「②国際学会活動支援」の活動支援金は、日本で開催する学会に、海外のスピーカーを招聘
するための旅費として使用できますか？
Can the fund of “②support for international community activities” be used for travel
expenses to invite guest speakers from overseas when the conference is held in
Japan?

A6. 「②国際学会活動支援」では、申請者以外の他者の謝金や旅費等として使用することは想定
しておりません。国際学会においてチェア等の中心的な役割を果たそうとする申請者ご自身
の活動費としてのみお使いいただけます。
No, the fund cannot be used for the guests. It is just for the applicant, but not for
the others. It can be used only for the applicant who wishes to play a central role,
such as chair, at international conferences.

Q7. 他のファンドと重複して使用する際、何か制限はありますか？
Are there any restrictions when this program’s fund is used in conjunction with the
applicant’s own funding sources?

A7. 本プログラムでは特に制限は設けておりません。ただし、既に獲得されているファンド、あ
るいはこれから獲得しようとされているファンドにおいて何らかの制約や規則がある場合に
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は、それらに従ってください。
There is no such restriction concerning this program. However, please note the
applicant has to comply with them if there are any restrictions and rules concerning
the funds that s/he has already acquired or will acquire.
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