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【研究課題】研究費獲得方法

ークラウドファンディングとはー



【研究内容】

1. クラウドファンディングとは

2. クラウドファンディングの種類と比較

3. クラウドファンディングに関する本学の状況

4. クラウドファンディング模擬申請書作成



【方法】

Web検索による情報収集、申請書の作成、大
学への聞き取り調査

クラウドファンディング模擬申請書作成につい
ては、グループ内で1つテーマを選出し、クラウ
ドファンディングに応募する申請書を作成



【研究内容】

1. クラウドファンディングとは

2. クラウドファンディングの種類と比較

3. クラウドファンディングに関する本学の状況

4. クラウドファンディング模擬申請書作成



1. クラウドファンディングとは

CROWD=群衆 FUNDING=資金調達

CROWDFUNDING



1. クラウドファンディングとは

CROWD=群衆 FUNDING=資金調達

CROWDFUNDING



大学・企業



• 一般の人に資金提供を

広く呼びかける。

• いかに研究が魅力的か

を示す。



【研究内容】

1. クラウドファンディングとは

2. クラウドファンディングの種類と比較

3. クラウドファンディングに関する本学の状況

4. クラウドファンディング模擬申請書作成



academist（アカデミスト）

• 学術系に特化

https://academist-cf.com/?lang=ja

https://academist-cf.com/?lang=ja


READYFOR
・医療従事者・研究者以外にもわかりやすく説明

https://readyfor.jp

https://readyfor.jp/


CAMPFIRE
•多岐にわたるプロジェクトを運営

https://camp-fire.jp/

https://camp-fire.jp/


Bluebacks Outreach

• https://outreach.bluebacks.jp/



国外の学術系クラウドファンディング

https://www.consano.org/https://experiment.com/

ConsanoExperiment



【研究内容】

1. クラウドファンディングとは

2. クラウドファンディングの種類と比較

3. クラウドファンディングに関する本学の状況

4. クラウドファンディング模擬申請書作成



申請可能な対象職種

情報開示について

リターン設定の妥当性

寄付受領証の発行の可否

など



エフォートが重ならないか?

大学を通じているのでエフォートの対象とすべきである。

申告しない限りは、個人がどれくらいの研究費を持って
いるかはきちんと調べなければ分からない。



【研究内容】

1. クラウドファンディングとは

2. クラウドファンディングの種類と比較

3. クラウドファンディングに関する本学の状況

4. クラウドファンディング模擬申請書作成







・研究の進捗報告

・サイエンスカフェの参加券（オンライン）

・日本医科大学における特別講義のご招待

・研究室見学会（ラボツアー）へのご招待

・研究室オフ会（プロジェクト打ち上げ）へのご招待

・「栄養」、「不妊」、「脳」に関連した最新の論文解説（メール）

・研究報告レポート（PDF版）

・寄附金受領証明書

・サポーター限定コミュニティーにご招待

・日本医科大学における特別講義のご招待・日本医科大学で行われる特別講義、個別
ディスカッション権

・オンライン研究報告会にご招待、今回のプロジェクトに関する研究成果の発表を学会な
どで行う際、また、論文投稿する際にサポーターの皆様のお名前を謝辞に掲載

・学会発表、論文謝辞にお名前掲載



【考察】

大手サイトでの申請が良いのではないか。

数々のプロジェクトを成功している実績から
は、日本初の学術系クラウドファンディング
サービスである「academist」が好ましいので
はないか。

1. 本学で行うなら？



2. 申請上での問題点は？

日本医科大学として前例がなく、整備ができていない。

大学としてyoutube channelがあるので、例えばそれぞ
れの基礎講座や臨床分野の研究について動画を作成し
てもクラファンの基盤となってくるのではないか。

サイトに申請し専門家以外の判断で申請が通ってしまう
こともあり、日本医大の名前が入り公表されてしまうため、
本学内での制度を整える必要があると思う。



3. 研究申請書の模擬作成を通して

自分が支援者となるのであれば果たしてどのような
研究に対して、支援をするのか？を考えることがで
きた

その観点から新しい研究テーマや、得られたデータ
に対する斬新な考察が生まれてくる可能性も秘めて
いる

基礎研究を楽しんでもらえる可能性、リターンでの交
流を通して若い研究者や女性研究者が新しく生まれ
てくる可能性も大いに含んでいると考える。



【結語】

クラウドファンディングサイトを通じた研究費

の獲得に関して、現状調査および模擬申請

書の作成を行った。まだ整備段階ではあるが、

若手・女性研究者にとっては実現可能性の高

い機会であると考えられた。
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