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  資料２―１ 

１． はじめに 

「創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業」は、創薬・医療技術支援基盤の強化を図るた

め、平成２４年度から文部科学省が開始する補助金事業であり、平成２４年度は総額約３２億

円程度を予定しています。 

なお、本公募は、本来、平成２４年度予算が成立した後に行うべきものですが、速やかに補

助事業を開始するために、予算成立前に行うこととしています。したがって、今後変更があり得

ることを予めご承知おきください。 

本公募要領及び提出書類の様式は、独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）研究振興支

援業務室のホームページ（http：//www.jst.go.jp/keytech/）において公開されます。 

 

２．「創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業」について 

（１）目的  

文部科学省では、「創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業」（以下「本事業」という。）を

平成２４年度から実施することとしています。本事業は、創薬・医療技術支援基盤の強化を図

るため、創薬プロセス又は医療等のライフサイエンス研究に活用可能な先端研究を実施する

機関に対して、研究者等の育成及び施設利用に供するために必要な経費及び創薬プロセス

又は医療等のライフサイエンス研究に活用可能な研究基盤の整備に必要な経費を補助する

ものです。この目的を適えるため、①創薬等支援技術基盤プラットフォーム、②生命動態シス

テム科学推進拠点事業の２つのプログラムを設け、本事業を実施します。 

 

（２）実施方法 

① 文部科学省は、研究開発施設共用等促進費補助金（ライフサイエンス研究の振興）交付要

綱（平成2４年１月３１日文部科学大臣決定。以下「交付要綱」という。）及び研究開発施設共用

等促進費補助金（創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業）取扱要領（平成2４年２月６日研

究振興局長決定。以下「取扱要領」という。）の定めにより、本事業を実施する機関に対して補

助金を交付します。 

 

② 補助事業が完了したときは、交付要綱第13条の規程により実績報告書を文部科学省に提出

することが義務付けられています。 

 

③ 関係法令・指針等に違反し、研究計画を実施した場合は、補助金の交付をしないことや、補

助金の交付を取り消すことがあります。 
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３．申請に当たっての注意事項 

（１）本事業の構成 

本事業では、創薬等に重要なタンパク質の構造解析、同タンパク質に影響を与える化学物質

の探索及びこれらを支援する情報処理を進める①「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」

と、実験系と理論系の融合領域研究の推進により、新たな創薬手法等の実現を目指す②「生命

動態システム科学推進拠点事業」の２つのプログラムの公募を行います。そのうち、今回は①「創

薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」の第１期公募を行います。第１期公募では、平成２３年

度に「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」で採択されている機関の適切性を確認するこ

とを主眼とします。 

なお、①「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」の第２期公募と、②「生命動態システム

科学推進拠点事業」の公募については、別途行うこととします。 

 

①「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」（第１期公募）※今回公募 

ａ）「解析」拠点 解析領域     （１2ページ参照） 

ｂ）「制御」拠点 ライブラリー・スクリーニング領域   （１6ページ参照） 

ｃ）「情報」拠点 情報領域     （１9ページ参照） 

 

「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」（第２期公募）※平成２４年４月以降に公募 

ａ）「解析」拠点 生産領域     （１4ページ参照） 

b）「解析」拠点 バイオインフォマティクス領域   （１5ページ参照） 

c）「制御」拠点 合成領域     （１8ページ参照） 

 

②「生命動態システム科学推進拠点事業」 

   別途、公募を行います。 

 

（２）申請者等の要件 

  本事業に申請する機関は、次の①～③のすべての要件を満たすことが求められます。 

 

① 次の（ア）～（エ）のいずれかに該当する国内の機関であること。  

（ア）大学及び高等専門学校（学校教育法（昭和 22 年法律第 26 号）第 1 条に規定する大学及

び高等専門学校をいう。） 

（イ）大学共同利用機関法人（国立大学法人法（平成 15 年法律第 112 号）第 2 条第 3 項に規

定する大学共同利用機関法人をいう。） 

（ウ）独立行政法人（独立行政法人通則法（平成 11 年法律第 103 号）第 2 条第 1 項に規 

定する独立行政法人をいう。） 

（エ）その他法律に基づき設立された法人 
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② 課題が採択された場合に、交付要綱及び取扱要領に基づいた手続き及び予算の執行がで

きる機関であること。  

 

③ 課題が採択された場合に、課題の事業の実施に際し、所属機関の施設及び設備が使用で

きる機関であること。 

 

 

（３）用語の定義  

① 本要領における用語の定義は、以下のとおりです。また、用語の定義を図１に整理して示し

ます。 

 

［代表機関と分担機関］ 

「代表機関」とは、課題の遂行（成果の取りまとめを含む）に関して全ての責任を負う機関

（１機関）をいいます。課題の実施に当たって特別な理由がある場合は、代表機関以外にそ

の補完的機能を分担する機関（以下「分担機関」という。）を加えることができます（複数可）。

ただし、代表機関は分担機関の事業に対しても責任を負います。 

 

［課題と分担課題］ 

「課題」とは、代表機関及び分担機関が実施する事業のことをいいます。「分担課題」とは、

分担機関が実施する事業のことをいいます。 

 

［領域と拠点］ 

「領域」とは、「４．創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業における公募の概要、（１）公

募の内容」に規定する技術分野や研究分野の範囲のことをいいます。公募は領域単位で行

い、機関から申請される課題を選考します。「拠点」は、１領域又は複数の領域から構成され、

それらの領域の課題を採択された複数の機関から組織されます。 

 

［拠点代表機関］ 

「拠点代表機関」とは、拠点に参画する全機関を代表し、拠点の事業の遂行（成果の取り

まとめを含む。）に責任を負う機関（１機関）をいいます。 

なお、４．（１）に規定するとおり、解析拠点では解析領域、制御拠点ではライブラリー・スク

リーニング領域、情報拠点では情報領域の代表機関が拠点代表機関を兼ねることとしま

す。 

 

［代表機関の長］ 

「代表機関の長」とは、代表機関となる機関の長（学長、理事長等）で、課題を代表し、課
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題の遂行（成果の取りまとめを含む。）に関して全ての責任を負う者（１人）をいいます。代表

機関の長は、課題の実施期間中、日本国内に居住し、課題全体及び事業費の適正な執行

に関し責任を持つ者です。代表機関の長は、代表機関に所属する研究者のうち１人を、課

題を管理する者（代表機関課題管理者）に指名します。 

なお、公募に当たっては、代表機関の長が課題を申請します。 

 

［分担機関の長］ 

「分担機関の長」とは、分担機関となる機関の長（学長、理事長等）で、分担機関が行う課

題を代表し、分担課題の遂行（成果の取りまとめを含む。）に関して全ての責任を負う者（１

人）をいいます。分担機関の長は、分担課題の実施期間中、日本国内に居住し、分担課題

全体及び事業費の適正な執行に関し責任を持つ者です。分担機関の長は、分担機関に所

属する研究者のうち１人を、分担課題を管理する者（分担機関課題管理者）に指名します。 

 

［代表機関課題管理者］ 

「代表機関課題管理者」とは、代表機関の長が指名する代表機関に所属する研究者で、

課題の実施期間中、日本国内に居住し、課題全体の運営及び事業費の適正な執行を管理

する者（１人）をいいます。代表機関課題管理者は、代表機関に所属する他の研究者を課

題管理協力者として加え、代表機関内の実施体制を構成することができます。 

 

［分担機関課題管理者］ 

「分担機関課題管理者」とは、分担機関の長が指名する分担機関に所属する研究者で、

分担課題の実施期間中、日本国内に居住し、分担課題全体の運営及び事業費の適正な

執行を管理する者（１人）をいいます。分担機関課題管理者は、分担機関に所属する他の

研究者を課題管理協力者として加え、分担機関内の実施体制を構成することができます。 

 

［課題管理協力者］ 

課題管理協力者とは、代表機関課題管理者又は分担機関課題管理者が管理する業務

を協力して実施する研究者で、協力した業務に関して責任を負う者をいいます。課題管理

協力者は、代表機関課題管理者又は分担機関課題管理者と同一の機関に所属している必

要があります。 
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分担機関①分担機関①

□□拠点

分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関②分担機関②
分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関①分担機関①△△領域
代表機関①

△△領域
代表機関①

代表機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関②分担機関②
分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関①分担機関①××領域
代表機関①

××領域
代表機関①

代表機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関②分担機関②
分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関①分担機関①△△領域
代表機関②

△△領域
代表機関②

代表機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関②分担機関②
分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

△△領域 ※４．（１）で指定する数の課題を採択する。

○○領域
代表機関

○○領域
代表機関

代表機関
課題管理者

課題管理
協力者

○○領域 ※課題を採択された機関が拠点代表機関となる領域では１課題のみ採択する。

××領域 ※４．（１）で指定する数の課題を採択する。

拠点
代表機関

分担機関①分担機関①

□□拠点

分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関②分担機関②
分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関①分担機関①△△領域
代表機関①

△△領域
代表機関①

代表機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関②分担機関②
分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関①分担機関①××領域
代表機関①

××領域
代表機関①

代表機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関②分担機関②
分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関①分担機関①△△領域
代表機関②

△△領域
代表機関②

代表機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

分担機関②分担機関②
分担機関
課題管理者

課題管理
協力者

△△領域 ※４．（１）で指定する数の課題を採択する。

○○領域
代表機関

○○領域
代表機関

代表機関
課題管理者

課題管理
協力者

○○領域 ※課題を採択された機関が拠点代表機関となる領域では１課題のみ採択する。

××領域 ※４．（１）で指定する数の課題を採択する。

拠点
代表機関

 

 

図１ 用語の定義説明図 
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（４）留意事項  

 

① 重複申請の制限 

 代表機関課題管理者、分担機関課題管理者及び課題管理協力者が、実質的に同一の課題

について、国又は独立行政法人の競争的資金制度等による助成を受けている場合、又は受け

ることが決定している場合は、審査の対象からの除外、採択の決定の取り消し、又は補助金の

減額を行うことがあります。 

 なお、他の制度への申請段階（採択が決定していない段階）での本制度への申請は差し支え

ありませんが、他の制度への申請内容、採択の結果によっては、本制度の審査の対象から除

外され、採択の決定若しくは補助金の交付の決定が取り消される場合があります。 

 また、応募後に記載事項の状況に変更があった場合には、速やかに応募書類の提出先まで

連絡することが求められます。 

 

② 過度の集中に対する措置  

 本事業に申請された課題の内容と、他の研究助成等を活用して実施している取組の内容が

異なる場合においても、実施する研究者のエフォート等を考慮し、機関に交付される補助金が

効果的・効率的に使用できないと判断される場合には、本事業において、審査対象からの除外、

採択の決定の取消し、又は経費の減額を行う場合があります。 

 

③ 関係法令等に違反した場合の取扱い 

関係法令・指針等に違反した場合若しくは補助金の不正使用、不正受給、補助金による研

究活動における不正行為を行った場合、「研究開発施設共用等促進費補助金（創薬等ライフ

サイエンス研究支援基盤事業）取扱要領 別添１」の規程により、補助金の交付の決定の取り消

し、交付した補助金の返還命令及び補助金の交付停止を行います。 

特に、生命倫理・安全に関する取組みに関わる法令・指針等（本要領 別紙２）については、

事業実施に当たって遵守しなければなりません。 

 

④ 本事業により雇用される者のキャリアパス支援についての考え方 

本事業は、公的研究費を支出する事業共通の意義として、広く我が国の未来を担う研究者

を育成し、また育てられた人材を通じて研究成果を社会へ還元する意義を有しています。その

ような観点から、本事業により雇用される研究者等（特に、「支援」※1を主に担当する研究

者等）は、研究基盤を安定的に支援していくためにも、将来的に所属機関やその関係機

関等において常勤職員等に採用されるなど、安定的・長期的に雇用されることが望まし

いと考えられます。このほか、有効な「支援」のためには、基盤技術とともに支援対象となる研

究領域にも精通する研究者等が求められます。異なる研究分野を融合させることにより、新しい
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研究領域を創成し、分野横断的に活躍できる人材の育成を推進する観点から、本事業によっ

て雇用される人材の採用に当たっては、過去の専門性にとらわれない若手研究者等を積極的

に雇用することが望ましいと考えられます。本事業により雇用される研究者等のキャリアパスを

支援する取組等について十分に検討してください。それらの取組内容及び採用方針を申請書

の「（様式２） ⑥ 人材育成の考え方」に記載してください。 

特に、若手博士研究員※2及び女性研究者等については、担当する「支援」や「高度化」※1の

取組の中で、異分野の研究者や企業研究者との共同研究やインターンシップ等を取り入れる

等、キャリアパス支援の観点に配慮してください。 

なお、本事業により雇用される者のキャリアパス支援の取組状況や進路状況は中間評価や

事後評価においてプラスの評価の対象になります。 

 

※1 「支援」、「高度化」 

    本要領の「４．創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業における公募の概要、（１）公募

の内容」を参照してください。 

 

※2 若手博士研究員とは 

プロジェクト雇用型のポスドクや特任助教等、大学や企業等における安定的な職に就くま

での任期付きの研究職にある者で、４０歳未満の博士号取得者（博士課程に標準年限以上

在学し、所定の単位を取得の上退学した者（いわゆる満期退学者）を含む。） 

 

⑤ バイオサイエンスデータベースセンターへの協力 

本事業はライフサイエンス分野のデータ産生を伴う事業であるため、本事業の実施者は、ラ

イフサイエンス分野における研究に資するよう、本事業の実施の結果産生したデータ又はデ

ータベースを、一般に利用可能な形で公開するべく努めるものとします。そのため、本事業の

実施者は、毎事業年度にまとめる実績報告書の提出に合わせて、論文発表等で公表された

成果に関わる生データの複製物、又は本事業で構築した公開用データベースの複製物を、

バイオサイエンスデータベースセンター※又は文部科学省の指定する機関に提供するものと

します。提供された複製物については、ライフサイエンス分野のデータベース整備（統合デー

タベース構築）に利用するため、これら複製物に関わる知的財産権を非独占的に複製・改変

その他必要な形で利用できるものとします。なお、本事業の実施者は、複製物の提供を受け

た機関の求めに応じ、複製物を利用するに当たって必要となる情報提供に協力するものとし

ます。 

 

※ バイオサイエンスデータベースセンター（http://biosciencedbc.jp/） 

バイオサイエンスデータベースセンターは、平成１８年度から平成２２年度にかけて実施さ
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れた文部科学省「統合データベースプロジェクト」と、平成１３年度から実施されているＪＳＴ

「バイオインフォマティクス推進センター事業」とを一本化し、新たに我が国のライフサイエンス

分野のテータベース統合化に関わる中核的機能を担うセンターとして、平成２３年４月にＪＳＴ

に設置されました。 

バイオサイエンスデータベースセンターでは、統合データベースの恒久的な体制整備に

向けて、上記２つの事業の成果を活用し、「ライフサイエンスデータベース統合推進事業」を

実施します。ライフサイエンスデータベース統合推進事業では、様々な研究機関等によって

作成されたライフサイエンス分野データベースの統合化に向けて、関連機関の積極的な参

加を働きかけるとともに、戦略の立案、ポータルサイトの構築・運用、データベース統合化基

盤技術の研究開発、バイオ関連データベース統合化の推進を４つの柱として、ライフサイエ

ンス分野データベースの統合化に向けて事業を推進します。これによって、我が国における

ライフサイエンス研究の成果が、広く研究者コミュニティに共有かつ活用されることにより、基

礎研究や産業応用研究につながる研究開発を含むライフサイエンス研究全体が活性化され

ることを目指します 
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４．創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業における公募の概要 

 

（１）公募の内容 

創薬等ライフサイエンス研究支援基盤事業で公募する①創薬等研究支援基盤プラットフォ

ーム事業、②生命動態システム科学推進拠点事業のうち、①については２回に分けて公募を

行うこととし、今回は、①の第１期公募を行います。また、①の第２期公募及び②については別

途公募を行う予定です。今回実施する①の第１期公募の内容は以下のとおりです。 

 

創薬プロセス等に活用可能な技術基盤の整備、積極的な外部開放（共用）等を行うことで、

創薬・医療技術シーズを着実かつ迅速に医薬品等に結び付ける革新的プロセスを実現するこ

とを目的とし、我が国で当該事業を担うにふさわしい研究者から構成される機関に対して補助

金を交付します。本事業は、以下に示す3つの拠点から構成され、各拠点には１領域又は複数

の領域を設定します。 

公募は、各拠点の領域単位で実施します。なお、課題の申請に当たっては、技術や施設及

び設備等を外部研究者に共用することや共同研究を行うことにより、外部研究者の研究を支援

すること（以下、「支援」という。）と、将来の共用や技術支援を目指した技術や施設及び設備の

更なる高度化のための研究開発を実施すること（以下、「高度化」という。）の２つの役割を含む

ように申請することが求められます。また、それらの役割の比率については、課題に参画する課

題管理者と課題管理協力者の機関単位でのエフォートの総和を１００％とした場合に、「支援」

への配分を５０％以上とすることが求められます。 

 

①「解析」拠点（詳細は１２ページを参照） 

ア） 解析領域   

タンパク質立体構造解析等を行うための「支援」と「高度化」を行う。 

※本領域の代表機関を「解析」拠点の拠点代表機関とします。さらに、３拠点から構成さ

れるプラットフォーム全体を代表して運営を支援する機関とします。 

イ） 生産領域  

タンパク質の立体構造解析に供する試料を調製するための「支援」と「高度化」を 

行う。 

ウ） バイオインフォマティクス領域  

計算科学を活用した種々のシミュレーション等を行うための「支援」と「高度化」を 

行う。 

 

②「制御」拠点（詳細は１６ページを参照） 

ア） ライブラリー・スクリーニング領域  

大規模な化合物ライブラリー等と、創薬シーズ等の探索を行うスクリーニング施設及び

施設等を整備・運用し、創薬シーズ探索研究等のための「支援」と「高度化」を行う。 

※本領域の代表機関を「制御」拠点の拠点代表機関とします。 

イ） 合成領域  

創薬のために必要な、化合物の合成や最適化等を行う。有用な施設及び設備や技術

の共用と将来の共用に向けた施設や技術の更なる高度化研究を実施する。 
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③「情報」拠点（詳細は１９ページを参照） 

情報領域  

有用なデータベース等を構築、維持、管理し、公開する。また、有用なソフトウエアや

解析ツール等を開発し公開する。さらに、「解析」と「制御」両拠点の情報共有化等を行い

外部研究者の研究を「支援」する。また、データベース等の更なる「高度化」も行う。 

※本領域の代表機関を「情報」拠点の拠点代表機関とします。 

 

 

公募は、以下に示すように分割して行います。 

・ 第1期公募：  

①-ア）「解析」拠点の解析領域 

②-ア）「制御」拠点のライブラリー・スクリーニング領域 

③   「情報」拠点の情報領域 

・ 第2期公募：  

①-イ）「解析」拠点の生産支援領域 

①-ウ）「解析」拠点のバイオインフォマティクス領域 

②-イ）「制御」拠点の合成領域 

 

以下の表１に公募の区分、公募の対象と時期、想定事業規模及び採択予定課題数を整理し

て示します。また、図２には、各拠点のイメージ図（機関の組織構造と、課題の公募時期・課題

数）を示します。 

 

 

表１ 公募の区分 

○ ア）  解析領域 ○ 6～7億円 1課題

イ）  生産領域 ○ 2,000万円
～1億円

10課題程度

ウ）  バイオインフォマティクス領域 ○ 2,000万円
～3,000万円

5～10課題程度

○ ア）  ライブラリー・スクリーニング領域 ○ 8～9億円 1課題

イ）  合成領域 ○ 1,000万円
～2,000万円

5～10課題程度

③情報拠点 ○  情報領域 ○ 8,000万円
～1億3,000万円

1課題

採択予定
課題数

事業規模

①解析拠点

②制御拠点

公募区分

公募対象・時期

第1期公募
（今回）

拠点 第2期公募
（平成24年4月以降）

拠点
代表
機関

 

 

「事業規模」の額は１課題当たりの総額（代表機関と分担機関へ交付する補助金の総額）を示します。 
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分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

解析拠点

生産領域 代表機関①生産領域 代表機関① 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

生産領域 代表機関②生産領域 代表機関② 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

生産領域 代表機関③生産領域 代表機関③ 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

バイオインフォマティクス領域 代表機関①バイオインフォマティクス領域 代表機関① 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

バイオインフォマティクス領域 代表機関②バイオインフォマティクス領域 代表機関② 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

バイオインフォマティクス領域 代表機関③バイオインフォマティクス領域 代表機関③ 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

公募①-ア）
1課題のみ
今回公募

公募①-イ）
７課題程度
4月以降公募

公募①-ウ）
５～１０
課題程度
4月以降公募

解析領域 代表機関解析領域 代表機関
拠点

代表機関
分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

解析拠点

生産領域 代表機関①生産領域 代表機関① 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）生産領域 代表機関①生産領域 代表機関① 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

生産領域 代表機関②生産領域 代表機関② 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）生産領域 代表機関②生産領域 代表機関② 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

生産領域 代表機関③生産領域 代表機関③ 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）生産領域 代表機関③生産領域 代表機関③ 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

バイオインフォマティクス領域 代表機関①バイオインフォマティクス領域 代表機関① 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）バイオインフォマティクス領域 代表機関①バイオインフォマティクス領域 代表機関① 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

バイオインフォマティクス領域 代表機関②バイオインフォマティクス領域 代表機関② 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）バイオインフォマティクス領域 代表機関②バイオインフォマティクス領域 代表機関② 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

バイオインフォマティクス領域 代表機関③バイオインフォマティクス領域 代表機関③ 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）バイオインフォマティクス領域 代表機関③バイオインフォマティクス領域 代表機関③ 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

公募①-ア）
1課題のみ
今回公募

公募①-イ）
７課題程度
4月以降公募

公募①-ウ）
５～１０
課題程度
4月以降公募

解析領域 代表機関解析領域 代表機関
拠点

代表機関

 
 

ライブラリー・スクリーニング領域
代表機関

ライブラリー・スクリーニング領域
代表機関

分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

制御拠点

合成領域 代表機関①合成領域 代表機関① 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

合成領域 代表機関②合成領域 代表機関② 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

合成領域 代表機関③合成領域 代表機関③ 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

公募②-ア）
1課題のみ
今回公募

公募②-イ）
５～１０
課題程度
4月以降公募

拠点
代表機関

ライブラリー・スクリーニング領域
代表機関

ライブラリー・スクリーニング領域
代表機関

分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

制御拠点

合成領域 代表機関①合成領域 代表機関① 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）合成領域 代表機関①合成領域 代表機関① 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

合成領域 代表機関②合成領域 代表機関② 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）合成領域 代表機関②合成領域 代表機関② 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

合成領域 代表機関③合成領域 代表機関③ 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）合成領域 代表機関③合成領域 代表機関③ 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

公募②-ア）
1課題のみ
今回公募

公募②-イ）
５～１０
課題程度
4月以降公募

拠点
代表機関

 

 

情報領域 代表機関情報領域 代表機関 分担機関
（複数可）

分担機関
（複数可）

情報拠点

公募③
1課題のみ
今回公募

拠点
代表機関 情報領域 代表機関情報領域 代表機関 分担機関

（複数可）

分担機関
（複数可）

情報拠点

公募③
1課題のみ
今回公募

拠点
代表機関

 
 

図２ 拠点のイメージ図（拠点の組織構造と、課題の公募時期・課題数） 
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①「解析」拠点 

 

「解析」拠点は、解析領域、生産領域及びバイオインフォマティクス領域の３領域に課題を

採択された機関から組織されます。そのうち、解析領域の課題を採択される代表機関は「解

析」拠点の拠点代表機関として拠点に参画します。また、生産領域とバイオインフォマティクス

領域で課題を採択される機関は、拠点代表機関と連携することを前提として「解析」拠点に参

画します。  

「解析」拠点は、タンパク質の構造解析に供する試料の調製、タンパク質の立体構造解析及

び計算科学を活用したバイオインフォマティックス等に関する技術や施設及び設備等を一貫

して提供し、外部研究者のタンパク質立体構造解析研究を「支援」します。また、将来の共用

に向けて、それらの技術や施設及び設備の「高度化」研究開発を行います。 

 

ア）解析領域（1課題のみ採択・第１期公募） 

 

   【概要】 

本領域において課題を採択される代表機関は「解析」拠点の拠点代表機関となる機関です。

本領域において求められる「支援」と「高度化」の内容は以下のとおりです。 

 

「支援」 

・ 大規模なＸ線結晶構造解析施設の設計、構築及び運用を行い、その共用を促進する。 

・ 同一の解析対象に対し、ＮＭＲや電子顕微鏡等、別の解析技術から得られる情報を多面的

に集め、それらの情報を統合することにより、Ｘ線結晶構造解析だけでは得られない、構造

の動的な変化も含め、細胞や組織の生きた状態での分子の状態を知ることを目指す相関

解析技術の開発を支援する。 

・ 構造生物学の経験を持たない研究者を含む外部の研究者に対し、広く構造生物学との融

合を促進するために、構造解析研究の進め方の指導や、最適なマッチングを考慮した共同

研究先の紹介等を行う。 

 

「高度化」  

・ 立体構造解析が困難なタンパク質の研究のために、Ｘ線結晶構造解析技術について新た

な技術開発を行い、基盤的ファシリティーを整備し外部研究者に対し広く共用する。 

・ 膜タンパク質、複合体タンパク質等、大きな結晶を作成することが困難なタンパク質の結晶

構造解析を進めるために、基盤となる微小結晶用の構造解析装置を開発し共用を促進す

る。 

・ 解析方法の自動化、迅速化等の先端的な技術開発によって、構造解析研究の推進を図る

基盤を提供する。 

 

【拠点代表機関として】 

・ 「解析」拠点の「拠点代表機関」として一連の要素技術を開発、提供する機関を代表し、外

部利用者や他拠点等に対し、一本化した窓口として施設、設備及び機関等の利用方法の

案内、研究の進め方の指導及び最適な共同研究体制の構築支援等を行い、解析パイプラ

インの運営を支援する機能を構築し運用する。 

12 



 

・ 「解析拠点推進委員会」等の設置と運営を支援する。それにより、拠点内や拠点間の連絡

調整を行うほか、「解析」拠点の持つ放射光施設等の施設及び設備を、外部研究者等に対

し適正に共用するために、支援対象とする課題の選考、施設利用時間（マシンタイム）の割

り当て、無償利用（トライアルユース）や利用者の自己負担額の考え方等を協議して公正な

運営を行うことが求められる。なお、必要に応じて、「解析拠点推進委員会」の下に協議会

等を設置することができる。 

 

【プラットフォーム全体の運営について】 

・ 「創薬等支援技術基盤プラットフォーム推進委員会」※の設置と運営の事務支援を行う。 

   ※「創薬等支援技術基盤プラットフォーム推進委員会」の役割 

・ 文部科学省及び本プラットフォームの実施機関等との連携協力を行い、プラットフォー

ム全体の連絡調整を行う。 

・ 本事業を進めるに当たってのプラットフォーム全体の重要事項を議論する。 

  （例） ・人材育成の方針（「支援」の立場から研究に参画する研究者等も、研究成果の

創出に貢献した場合には、その成果に関する論文等にお

いて執筆者の一人とすることにより評価を受けられるように

配慮し調整すること等） 

・統合データベースへのデータ提供の在り方  等 

・ 成果の管理に関する業務、シンポジウム等の開催、パンフレットの作成等を必要に応じ

て支援する。 等 

 

本領域での課題の申請に当たっては、以下の全ての要件を満たしていることが望ましい。 

 

・ 大規模なＸ線結晶構造解析施設の設計、構築及び運用に十分な知識と経験豊かな人材

及び実績があること。  

・ 数十ミクロン程度の微小結晶、格子定数が３００～６００オングストロームのタンパク質結晶の

ための構造解析装置開発と運用に実績を有すること。  

・ 構築した構造解析技術基盤の有用性を検証できること。  

・ 外部研究者を充分に支援できること。  

・ 数ミクロン程度のタンパク質微小結晶のＸ線結晶構造解析を可能にするＸ線光学、回折装

置、結晶ハンドリング、データ収集システム等の要素技術開発実績を有すること。  

・ タンパク質Ｘ線結晶構造解析における位相決定技術、自動構造解析技術等の開発実績を

有すること。  

・ これらの技術開発研究のための施設を有し、それを用いた構造解析研究実績を有するこ

と。  

・ 解析したタンパク質の構造情報に関するデータベースの構築経験を有すること。  

・ 拠点内及びプラットフォーム全体の運営に必要な業務の支援のための以下の要件を満た

すこと。 

（ア）事業運営についての経験やノウハウ、情報・データ等に習熟しており、プラットフォーム

内の研究に関する基礎知識を有していること。 

（イ）業務遂行に際して、独立した専用執務室の保有、コンピュータシステムの使用等、組織

として諸施設が整備されていること。 

13 



 

（ウ）業務支援において、公的資金の適切な執行、習熟したサービスの提供により、安全で

円滑な事務処理が保障されていること。 

 

 

イ）生産領域（５～１０課題程度を採択・第２期公募） 

 

【概要】 

本領域の課題を採択される機関は、第１期公募の結果採択された「解析」拠点の拠点代表

機関と連携し、拠点事業の推進に協力することを前提として拠点に参画します。本領域にお

いて求められる「支援」と「高度化」の内容は以下のとおりです。 

 

「支援」 

・ タンパク質構造解析研究に供するタンパク質試料を調製するために、タンパク質の発現、精

製、結晶化及び性状評価等に関する高度な技術等の提供や、それらを利用した共同研究

や受託生産等を通して外部研究者の研究を支援する。 

 

「高度化」 

・ 現在の技術では試料を調製することが不可能なタンパク質の試料調製のための要素技術

を新たに開発する。 

・ 高分子量複合体や膜タンパク質等、創薬等の研究開発に重要であるが、その構造解析に

適した試料調製が困難なタンパク質や、翻訳後修飾を伴うタンパク質の研究のために、糖

鎖、脂質等の翻訳後修飾が可能となる高効率で汎用性の高いタンパク質合成系等を開発

する。 

・ 新規のタンパク質結晶化条件探索技術を開発する。 

・ タンパク質標品が構造解析に適しているかを判断する「構造機能評価システム」等を開発す

る。 

 

なお、本領域では、タンパク質の生産支援技術として、①発現技術、②精製技術、③結

晶化技術、④性状評価支援技術及び⑤高難度タンパク質生産支援技術のうち、１技術又

は複数の技術の「支援」と「高度化」を含む課題を公募します。 

 

 

本領域での課題の申請に当たって求められる要件は、第２期公募の際に別途示すことと

します。  
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ウ）バイオインフォマティックス領域（５～１０課題程度採択・第２期公募） 

 

   【概要】 

本領域の課題を採択される機関は、第１期公募の結果採択された「解析」拠点の拠点代表

機関と連携し、拠点事業の推進に協力することを前提として拠点に参画します。本領域にお

いて求められる「支援」と「高度化」の内容は以下のとおりです。 

 

   「支援」 

・ 複合体タンパク質、マルチドメインタンパク質等を含むタンパク質立体構造等や、生体分子

や化合物との相互作用等を推定するための構造インフォマティクス技術を外部研究者に提

供する。 

・ 同一の対象に対し、ＮＭＲや電子顕微鏡等、別の解析技術から得られる情報を多面的に集

め、それらの情報を統合することにより、Ｘ線結晶構造解析だけでは得られない、構造の動

的な変化も含め、細胞や組織の生きた状態での分子の状態を知ることを目指す相関解析を

行おうとする研究者をバイオインフォマティクス技術によって支援する。 

 

「高度化」 

・ 上記の「支援」のための技術を、更に高度化するための研究開発を行う。 

 

本領域での課題の申請に当たって求められる要件は、第２期公募の際に別途示すこととし

ます。 
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②「制御」拠点 

 

 「制御」拠点は、ライブラリー・スクリーニング領域と合成領域の２領域に課題を採択される機関

から組織されます。そのうち、ライブラリー・スクリーニング領域の課題を採択される代表機関が

「制御」拠点の拠点代表機関となります。一方、合成領域で課題を採択される機関は、拠点代表

機関と連携することを前提として「制御」拠点に参画します。 

「制御」拠点は、創薬シーズ等の探索のために、化合物ライブラリーとスクリーニングの技術基

盤や施設及び設備等と、化合物の最適化や新規骨格の構築等を行う合成技術の基盤等を一貫

して整備して外部研究者に提供する「支援」と、将来の共用に向けて、それらの技術や施設及び

設備の更なる改良や新規開発を行う「高度化」を実施します。 

 

ア）ライブラリー・スクリーニング領域（１課題のみ採択・第１期公募） 

  

   【概要】 

本領域の課題を採択される機関は「制御」拠点の拠点代表機関となる機関です。本領域に

おいて求められる「支援」と「高度化」の内容は以下のとおりです。 

 

「支援」 

・ 創薬等のスクリーニングのための化合物を集積した化合物ライブラリーを整備・運用し外部

研究者に対し提供する。 

・ 外部研究者等に対し多検体スクリーニング設備の共用を促進する。 

・ 一連の創薬シーズ等の探索に重要な、インシリコ解析による化合物の絞り込み技術、精度と

感度の高いアッセイ技術及び創薬等を目指した化合物合成技術等を活用して創薬シーズ

等の探索の推進を支援する。 

・ 得られたヒット化合物を合成展開して最適化する合成技術を提供する。 

・ 重要な創薬ターゲットやスクリーニング系を持つ外部研究機関等に対し、創薬のためのスク

リーニング研究を委託することで創薬プロセスを推進する。 

  ※研究委託費については、「５．本事業の経費等」参照。 

 

「高度化」 

・ 上記の「支援」のための技術や設備の更なる拡充、改良を行う。 

 

   【拠点代表機関として】 

・ 「制御」拠点の拠点代表機関として一連の要素技術を開発、提供する機関を代表し、外部

利用者や他拠点等に対し、一本化した窓口として施設や機関の活用方法や研究の進め方

等の相談を受ける等の機能を構築し運用する。 

・ 拠点内や拠点間の連絡調整等を行う「制御拠点推進委員会」等の設置と運営を支援する。 

・ 外部研究者等に対する化合物の分譲や、スクリーニング施設や設備の共用の適正な運営

のために、支援する課題の選考、無償利用（トライアルユース）の考え方及び利用者の自己

負担額の考え方等を協議して公正な運営を行う。そのため、必要に応じて「制御拠点推進

委員会」の下に協議会等を設置することができる。 
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   【プラットフォーム全体の運営について】 

     プラットフォーム全体の運営を代表して支援する「解析」拠点と連携し、円滑な事業運営の

ために協力する。 

 

本領域での課題の申請に当たっては、以下の全ての要件を満たしていることが望ましい。 

 

○ 化合物ライブラリー 

・ 論理的な代表化合物選定及びライブラリー構築、運用に十分な知識と経験豊かな人材 

を有し、既に２０万種類以上の化合物からなるライブラリーを構築した実績があること。 

・ 化合物ライブラリーを集中的に構築し、運用するための保管場所等の体制が確保されて

いること。 

・ 化合物ライブラリーで保管される化合物の構造・純度等の評価体制と化合物の供給及び

補充等の支援体制が整備されていること。 

・ 化合物配布により外部研究者等を充分に支援できること。 

○ スクリーニング 

・ 日本全国の複数のスクリーニング施設及び設備を共用する機関が有機的に連携し、広く

スクリーニング研究を支援できる体制を持つこと。 

・ 大規模多検体スクリーニング設備を保有し、それを積極的に外部開放すること。 

・ インシリコ解析による化合物の絞り込み技術を有しており、それを活用して外部研究者の

研究を支援できること。 

・ 精度と感度の高いアッセイ技術の構築に実績を有し、それを活用して外部研究者の研

究を支援できること。 

・ 創薬を目指した化合物合成技術等を有し、それを活用して外部研究者を支援する。 

・ 既存のスクリーニングシステムについて、十分な知識・技術を有し、外部研究者の探索研

究を充分に支援できること。 

・ 外部研究者等に対し大規模多検体スクリーニング設備等を共有することにより、創薬シ

ーズ探索を支援できること。 
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イ）合成領域（５～１０課題程度採択・第２期公募） 

 

   【概要】 

本領域の課題を採択される機関は、第1期公募で採択される「制御」拠点の拠点代表機関と

連携し、拠点事業の推進に協力することを前提として拠点に参画します。 

なお、本領域において求められる「支援」と「高度化」の内容は以下のとおりです。 

 

   「支援」 

・ 創薬スクリーニング研究を行う外部研究者等に対し、ヒット化合物を合成展開し最適化する

技術を提供する。 

・ 化合物ライブラリーの更なる拡充のために、独自性のある自身が保有する化合物ライブラリ

ーや、新たに合成した新規化合物を公的化合物ライブラリーに移管し拡充を推進する。 

 

「高度化」 

・ 新規な化合物合成法等、上記の「支援」のための技術の高度化を行う。 

 

本領域での課題の申請に当たって求められる要件は、第２期公募の際に別途示すこととし

ます。 
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③「情報」拠点（１課題のみ採択・第１期公募） 

 

   「情報」拠点は、情報領域に課題を選択される機関のみから組織されます。したがって、情報

領域の課題を採択される代表機関が「情報」拠点の拠点代表機関となります。 

   「情報」拠点は、タンパク3000プロジェクト、ターゲットタンパク研究プログラム及び平成２３年度

創薬等支援技術基盤プラットフォームの成果からなるデータベースやソフトウエアを管理・運用し

ます。また、それらを継続的に更新し、内容の拡充や高度化を行います。さらに、ユーザーが求

めるデータベースやソフトウエア等の新規開発等を行います。 

 

情報領域 

 

   【概要】 

本領域の課題を採択される代表研究者が所属する機関は「情報」拠点の拠点代表機関とな

る機関です。本領域において求められる「支援」と「高度化」の内容は以下のとおりです。 

 

   「支援」 

・ これまでのタンパク３０００プロジェクト、ターゲットタンパク研究プログラム及び平成２３年度創

薬等支援技術基盤プラットフォームの成果からなるデータベースやソフトウエア（解析ツール

等）のうち、有用なものを維持・管理する。 

・ 「解析」、「制御」両拠点の成果（論文、データ等）及び共用実績等や、創薬等支援技術基

盤プラットフォーム事業に参画する機関と共同研究する外部研究者の情報等を共有し、可

能な限り速やかに公開する。 

 

「高度化」 

・ 外部の公開情報も含め、重要な情報を集約して公的なタンパク質統合データベースを構築

し、常にその内容を量的・質的に向上させ続けながら外部へ公開する。 

 

   【拠点代表機関として】 

・ 「情報」拠点の代表機関として一連の要素技術を開発、提供する機関を取りまとめ、外部利

用者や他拠点等に対し、一本化した窓口として施設や機関の活用方法や研究の進め方等

の相談を受ける等の機能を構築し運用する。 

・ また、「情報拠点推進委員会」等の設置と運営を支援する。それにより、拠点内や拠点間の

連絡調整を行うほか、データベースやソフトウエア（解析ツール等）の維持・管理や新規開

発に関する考え方等や、情報の公開に関する考え方等を協議して公正な運営を行う。なお、

必要に応じて「情報拠点推進委員会」の下に協議会等を設置することができる。 

 

【プラットフォーム全体の運営について】 

・ プラットフォーム全体の運営を代表して支援する「解析」拠点と連携し、円滑な事業運営の

ために協力する。 
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本領域での課題の申請に当たっては、以下の全ての要件を満たしていることが望ましい。 

 

・ 大規模な研究情報マネージメントシステムの構築経験を有すること。 

・ データベースの標準化と相互運用性、特にゲノム情報やタンパク質情報の統合化に関す

る研究開発の実績を有すること。 

・ バイオインフォマティクスの研究開発や情報セキュリティーシステムならびにバイオ分野の 

データベース構築に実績があること。 
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（２）実施予定額等 

 
① 実施予定額と採択予定数 

各領域における１課題当たりの経費の目安は以下のとおりとし、配分額は総額が約２７億円

の内数になるように契約締結時に決定します。 

 

「解析」拠点 

ア）解析領域      ：6～7億円（１課題のみ） 

イ）生産領域      ：2,000万円～1億円 

（10課題程度、総額7億円程度） 

ウ）バイオインフォマティクス領域    ：2,000万円～3,000万円 

（5～10課題程度、総額２億円程度） 

「制御」拠点 

ア）ライブラリー・スクリーニング領域 ：8～9億円（1課題のみ） 

イ）合成領域       ：1,000万円～2,000万円 

（5～10課題程度、総額1億円程度） 

「情報」拠点 

情報領域       ：8,000万円～1億3,000万円（1課題のみ） 

 

※経費の目安の額は１課題当たりの総額、すなわち代表機関と分担機関へ交付する補助金の総

額を示します。 

 

② 実施期間 

創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業の実施期間は原則として平成２４年度から５年間

です。 

ただし、３年目に実施する中間評価の結果等によっては、計画の見直し、変更、中止を求め

ることがあります。 

さらに、実施期間については、国の戦略目標の変更等により、全面的な見直しや、変更中

止もあり得ます。 

 

 

（３）申請に係る留意事項 

 
① 課題を申請する際に、課題の内容が異なる場合には１つの機関が複数の課題を申請するこ

とができます。 

 

② ①の内容は、同一の領域内での申請であっても妨げませんが、同一の研究者は複数課題の

代表機関課題管理者、又は分担機関課題管理者にはなれません。 
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５．本事業の経費等  

 本事業の公募に当たって申請できる経費の大項目と中項目は以下のとおりとします。また、土地

の購入や建物の建設に要する費用には使用できません。 

 また、平成２４年度の事業実施期間は、平成２５年３月３１日までとなるので、機械装置等の購入に

ついては、納入時期等に十分留意してください。 

 なお、課題が採択された場合、文部科学省は代表研究者及び分担研究者のそれぞれから交付

申請を受け、交付決定を行います。代表研究者と分担研究者との間では経費の流用はできないの

で、十分に留意してください。 

 

（ア）【大項目】物品費 

（a）【中項目】設備備品費： 

事業・事務の実施に直接要するもので、原型のまま比較的長期の反復使用

に耐えうるもの。なお、設備備品の定義・購入手続きは機関の規定等によ

る。 

（b）【中項目】消耗品費： 

事業・事業の実施に直接要する以下に例示する資材、部品、消耗品等の購

入経費。なお、設備備品の定義・購入手続きは機関の規定等による。 

・ソフトウエア ※バージョンアップを含む 

・図書、書籍 ※年間購読料を含む 

・パソコン周辺機器、CD-ROM、DVD-ROM 等 

・実験動物、試薬、試薬キット、実験器具類 

・試作品 等 

（イ）【大項目】人件費・謝金 

（a）【中項目】人件費： 

業務・事業に直接従事した者の人件費で主体的に研究を担当する研究者

の経費 

 ・研究採択者本人の人件費（有給休暇等を含む）及び法定福利費、通勤

費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、委託試験に係る退職手当等 

  ・ポスドク等、機関で直接雇用する研究員の人件費（有給休暇等を含む）

及び法定福利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地手当、委託試

験に係る退職手当等 

 ・特殊機器操作、派遣業者からの派遣研究員の費用 

  ・他機関からの出向研究員の経費  等 

業務・事業に直接従事した者の人件費で補助作業的に研究等を担当する

者の経費 

 ・リサーチアドミニストレーター、リサーチアシスタント 

  ・研究補助作業を行うアルバイト、パート、派遣社員 

 ・技術補佐員、教務補佐員、事務補佐員、秘書 等 

＊人件費の算定にあたっては、研究機関の給与規程等によるものとする。 

 

（b）【中項目】謝金： 
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事業・業務の実施に必要な知識、情報、技術の提供に対する経費。 

  ・研究運営委員会等の外部委員に対する委員会出席謝金 

 ・講演会等の謝金 

 ・個人の専門的技術による役務の提供への謝金（講義・技術指導・原稿

の執筆・査読・校正（外国語等）等） 

 ・データ・資料整理等の役務の提供への謝金 

 ・通訳、翻訳の謝金（個人に対する委嘱） 

 ・学生等への労務による作業代 

 ・被験者の謝金 等 

＊謝金の算定に当たっては研究機関の謝金支給規程等によるものとす

る。 

（ウ）【大項目】旅費 

【中項目】旅費： 

      旅費に関わる以下の経費 

・ 業務・事業を実施するにあたり研究者及び補助員（学部学生・大学院

生を含む）の外国・国内への出張又は移動にかかる経費（交通費、宿

泊費、日当、旅行雑費）。学会へ参加するための交通費、宿泊費、日

当、旅行雑費を含む。 

・ 上記①以外の業務・事業への協力者に支払う、業務・事業の実施に必

要な知識、情報、意見等の収集のための外国・国内への出張又は移動

にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、旅行雑費） 

・ 外国からの研究者等（大学院生を含む）の招へい経費（交通費、宿泊

費、日当、滞在費、旅行雑費） 

・ 研究者等が赴帰任する際にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、移転

費、扶養親族移転費、旅行雑費）等 

＊旅費の算定にあたっては、研究機関の旅費規程等によるものとする。 

＊旅費のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル料が認められる

場合のみ）を含む。 

＊「旅行雑費」とは、「空港使用料」「旅券の交付手数料」「査証手数料」

「予防注射料」「出入国税の実費額」「燃油サーチャージ」「航空保険

料」「航空券取扱手数料」等をいう。 

（エ）【大項目】その他 

（a）【中項目】外注費： 

      外注に関わる以下の経費 

業務・事業に直接必要な装置のメンテナンス、データの分析等の外注に

かかる経費 

・機械装置、備品の操作・保守・修理（原則として当事業で購入した備品

の法定点検、定期点検及び日常のメンテナンスによる機能の維持管

理、原状の回復等を行うことを含む）等の業務請負 

・実験動物等の飼育、設計（仕様を指示して設計されるもの）、試験、解

析・検査、鑑定、部材の加工等の業務請負 

・通訳、翻訳、校正（校閲）、アンケート、調査等の業務請負（業者請負）
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等 

＊「再委託費・共同実施費」に該当するものを除く 

（b）【中項目】印刷製本費： 

      業務・事業にかかる資料等の印刷、製本に要した経費 

・チラシ、ポスター、写真、図面コピー等研究活動に必要な書類作成の

ための印刷代等 

（c）【中項目】会議費： 

       業務・事業の実施に直接必要な会議・シンポジウム・セミナー等の開催に

要した経費 

・研究運営委員会等の委員会開催費 

 ・会場借料 

 ・国際会議の通訳料 

 ・会議等に伴う飲食代・レセプション代（アルコール類は除く）等 

（d）【中項目】通信運搬費： 

       業務・事業の実施に直接必要な物品の運搬、データの送受信等の通信・

電話料 

          ・電話料、ファクシミリ料 

 ・インターネット使用料 

 ・宅配便代 

 ・郵便料等 

（e）【中項目】光熱水料： 

       業務・事業の実施に使用する機械装置等の運転等に要した電気、ガス及

び水道等の経費 

（f）【中項目】研究開発委託費※： 

       ※を参照のこと 

（g）【中項目】その他（諸経費）： 

       上記の各項目以外に、業務・事業の実施に直接必要な経費 

 ・物品等の借損（賃借、リース、レンタル）及び使用にかかる経費、倉庫

料、土地・建物借上料、圃場借料 

 ・研究機関内の施設・設備使用料 

 ・学会参加費（学会参加費と不可分なランチ代・バンケット代を含む。学

会に参加するための旅費は『旅費』に計上） 

 ・学会参加費等のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル料が

認められる場合のみ） 

・研究成果発表費（論文審査料・論文投稿料（論文掲載料）・論文別刷り

代、成果報告書作成・製本費、テキスト作成・出版費、ホームページ

作成費等） 

 ・広報費（ホームページ・ニュースレター等）、広告宣伝費、求人費 

 ・保険料（業務・事業に必要なもの） 

 ・振込手数料 

 ・データ・権利等使用料（特許使用料、ライセンス料（ソフトウェアのライ

センス使用料を含む）、データベース使用料等） 
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 ・特許関連経費 

 ・薬事相談費 

   ・薬品・廃材等処理代 

 ・書籍等のマイクロフィルム化・データ化 

 ・レンタカー代、タクシー代（旅費規程により『旅費』に計上するものを除

く） 等 

（h）【中項目】その他、大臣が認めた経費 

        

 

※研究開発委託費について 

研究開発委託費を計上できるのは、解析拠点の解析領域と制御拠点のライブラリー・スクリー

ニング領域の課題を採択された代表機関のみとします。 

なお、解析領域の課題で委託することができる研究開発の内容は、構造解析技術の研究開

発のために必要な研究開発に限り、1 件当たりの委託費の上限額は 2,000 万円とします。なお、

委託先の選定や委託費の額の決定の方法については、解析拠点が設置する外部委員を含む

協議会等で協議して適正に決定する必要があります。また、年度ごとに委託する機関を見直すこ

ととします。 

一方、スクリーニング領域の課題で委託することができる研究開発の内容は、創薬のためのス

クリーニング研究に限定します。また、１件当たり 100 万円以下、その総額は１代表機関当たり

1,000 万円以下とし、年度ごとに委託する機関を見直すこととします。なお、委託先の選定や委

託費の額の決定の方法については、制御拠点が設置する外部委員を含む協議会等で協議して

適正に決定する必要があります。 
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６．第１期公募の選考にかかる審査  

（１）審査方法 

課題の採択にあっては、外部有識者による委員から構成される課題選考委員会の審査で採

択課題候補案及び実施予定額案を決め、これを基に文部科学省が決定します。 

 

（ア） 創薬等支援技術基盤プラットフォームに関する審査は、文部科学省に設置した課題選考

委員会において、非公開で行います。 

 

（イ） 課題選考委員会は、代表機関の長から提出された応募書類の内容について書面審査及

びヒアリングによる審査を行い、合議により採択課題案及び実施予定額案を決定します。 

 

（ウ） 課題選考に携わる委員は、審査の過程で取得した一切の情報を、委員の職にある期間だ

けではなく、その職を退いた後でも第三者に漏洩しないこと、情報を善良な管理者の注意

義務をもって管理すること等の秘密保持を遵守することが義務づけられます。 

 

（エ） 採択に当たっては、課題選考委員会等の意見を踏まえ、目標や実施計画等の修正を求め

ることがあります。なお、今回設定された目標は中間評価や事後評価の際の評価指標の１

つとなります。 

 

（オ） 全ての審査終了後、採択の可否及び実施予定額を通知します。なお、選考の途中経過に

ついての問い合わせには一切応じられません。 

 

（カ） 文部科学省における採択課題の決定後、文部科学省ホームページへの掲載等により、課

題選考委員等についての情報を公開します。 
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（２）審査項目と観点 

課題の選定に当たっては、各項目について以下の観点に基づいて審査します。 

 

①解析拠点－（ア）解析領域 

 

（ア）達成目標について （様式２－①） 

① 本事業の公募内容への適合性 

・申請内容は解析領域の公募内容に適合しているか。 

② 目標の明確さ、妥当性 

・達成目標全体は明確で妥当か。 

    - 客観的な評価が可能な指標を用いて目標を設定しているか。 

・「支援」の達成目標は明確で妥当か。 

- 放射光施設の外部共用や共同研究の達成目標は妥当か。 

- 外部研究者のプラットフォームの利用や異分野間の連携を支援することを目標に含

んでいるか。 

- 「解析」拠点の「拠点代表機関」として一連の要素技術を開発、提供する機関を代

表し、外部利用者や他拠点等に対し、一本化した窓口として施設、設備及び機関等

の利用方法、研究の進め方の議論、最適な共同研究体制の構築支援等を行う解析パ

イプラインとしての機能を構築できるか。 

・「高度化」の達成目標は明確で妥当か。 

- 達成目標は、国内外の他機関と比較した場合に、優位性があり、当該研究分野の最

先端の水準に達しているか。 

- 解析技術の高度化に向けて現在の技術では不可能な構造解析のための要素技術を新

たに開発することを目標に含んでいるか。 

・これまで構造解析研究等の経験が無い新たなユーザーを獲得することができるか。 

③ 研究成果の社会還元への可能性 

・支援する研究や、高度化する技術は、異分野の研究等への波及効果や企業への技術移

転等が見込めるか。 

 

（イ）実施計画について （様式２－②） 

① 実施計画の効率性、合理性 

・実施計画は効率的・合理的なものか。 

・実施計画には具体的で現実的なマイルストーンが示されているか。 

・ユーザーニーズを把握し、必要に応じて適切な時期に計画を見直せるような柔軟な実

施計画になっているか（ＰＤＣＡサイクルが機能するか。）。 
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② 応募経費の内容の妥当性 

・応募経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。 

 

（ウ）実施体制について （様式２－③） 

① 拠点内・拠点間の協力・連携体制の適切性 

・解析拠点の代表機関として、拠点全体を代表し、タンパク質試料の生産から構造解析、

バイオインフォマティクスまで一貫して外部研究者の利用や外部研究者との共同研究

を推進するための体制は適切か。 

・３拠点から構成されるプラットフォーム全体を代表して、プラットフォーム全体の運

営、成果の取りまとめ、アウトリーチ活動等を支援する体制は適切か。 

・支援のための要員体制を十分に整えることができるか。 

・安定的な組織として、拠点による研究支援や高度化開発を推進できるか 

② 研究者の研究、支援遂行能力・技術 

・解析が困難なタンパク質研究等のための最先端の解析技術を有しているか。 

・解析技術の高度化に向けて現在の技術では不可能な構造解析のための要素技術を新た

に開発することができるか。 

 ※上記２点について、国内外の他機関と比較した場合に、優位性があり、最先端の水

準に達しているか。 

・異分野を含む外部研究者を支援することができるか 

③ 分担機関の必要性（該当機関のみ） 

・提案する課題を推進するために分担機関は必要か。 

④ 代表機関と分担機関の役割分担の明確性・妥当性（該当機関のみ） 

・代表機関と分担機関の役割分担は明確か、また妥当であるか。 

 

（エ）施設や設備について（様式２－④） 

① 保有する施設及び設備の水準 

・解析が困難なタンパク質研究等のための最先端の解析施設・設備を有しているか。 

※国内外の他機関と比較した場合に、優位性があり、最先端の水準に達しているか。 

② 保有する施設及び設備の規模 

・大規模なＸ線結晶構造解析施設を有し、それを十分な外部共用に利用できるか。 

 

（オ）実績について（様式２－⑤） 

① 当該分野における研究実績（膜タンパク質等の高難度タンパクの解析等） 

・質、量ともに高い研究実績を有しているか 

② 外部研究者に対する支援実績（施設共用の実績や共同研究実績等） 

28 



 

・外部研究者に対する十分な支援実績を有しているか。 

 

（カ）人材育成の考え方について（様式２－⑥） 

① 人材育成の体制や仕組み 

・（特に支援を主に行うような）人材を育成する体制や仕組みを、機関や部局等として

有しているか。 

・ 若手研究者や女性研究者等に配慮した人材育成の体制や仕組みを、機関や部局等と

して有しているか。 

② 人材の雇用形態 

・（特に支援を主に行うような）人材の雇用形態は適切か。 

・ 人材の雇用形態は若手研究者や女性研究者等に配慮したものとなっているか。 

③ 人材のキャリアパスを支援する仕組み 

・（特に支援を主に行うような）人材の将来に向けてのキャリアパスを支援する仕組み

は十分に整備され運用できるか。 

・ 若手研究者や女性研究者等の将来に向けてのキャリアパスを支援する仕組みは十分

に整備され運用できるか。 
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②制御拠点－（ア）ライブラリー・スクリーニング領域 

 

（ア）達成目標について （様式２－①） 

① 本事業の公募内容への適合性 

・申請内容は解析領域の公募内容に適合しているか。 

② 目標の明確さ、妥当性 

・達成目標全体は明確で妥当か。 

    - 客観的な評価が可能な指標を用いて目標を設定しているか。 

・「支援」の達成目標は明確で妥当か。 

- 化合物ライブラリーの外部研究者への提供に関する達成目標は明確で妥当か。 

- 大規模な多検体スクリーニング施設の共用に関する達成目標は明確で妥当か。 

- 「制御」拠点の「拠点代表機関」として一連の要素技術を開発、提供する機関を代

表し、外部利用者や他拠点等に対し、一本化した窓口として施設、設備及び機関等

の利用方法、研究の進め方等の相談を受ける機能を構築できるか。 

・「高度化」の達成目標は明確で妥当か。 

- 達成目標は、国内外の他機関と比較した場合に、優位性があり、当該研究分野の最

先端の水準に達しているか。 

- 化合物ライブラリーの拡充やスクリーニング手法の高度化に向けた要素技術を新

たに開発することを目標に含んでいるか。 

③ 研究成果の社会還元への可能性 

・支援する研究や、高度化する技術は、異分野の研究等への波及効果や企業への技術移

転等が見込めるか。 

 

（イ）実施計画について （様式２－②） 

① 実施計画の効率性、合理性 

・実施計画は効率的・合理的なものか。 

・実施計画には具体的で現実的なマイルストーンが示されているか。 

・ユーザーニーズを把握し、必要に応じて適切な時期に計画を見直せるような柔軟な実

施計画になっているか（ＰＤＣＡサイクルが機能するか。）。 

② 応募経費の内容の妥当性 

・応募経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。 

 

（ウ）実施体制について （様式２－③） 

① 拠点内・拠点間の協力・連携体制の適切性 

・制御拠点の代表機関として、拠点全体を代表し、化合物ライブラリー、スクリーニン
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グ施設及び創薬のための合成技術を一貫して整備・運用し、外部研究者の利用や外部

研究者との共同研究を支援するための体制は適切か。 

・３拠点から構成されるプラットフォーム全体を代表する解析拠点と連携する体制は適

切か。 

・支援のための要員体制を十分に整えることができるか。 

・安定的な組織として、拠点による研究支援や高度化開発を推進できるか 

② 研究者の研究、支援遂行能力・技術 

 ・論理的なライブラリー構築、運用に十分な知識と経験を有しているか。 

・既存のスクリーニングシステムについて、十分な知識・技術を有し、外部研究者の探

索研究を十分に支援できること。 

・精度と感度の高いアッセイ技術の構築実績を有し、それを活用して外部研究者の研究

を支援できるか。 

 ※上記３点について、国内外の他機関と比較した場合に、優位性があり、最先端の水

準に達しているか。  

③ 分担機関の必要性（該当機関のみ） 

・提案する課題を推進するために分担機関は必要か。 

④ 代表機関と分担機関の役割分担の明確性・妥当性（該当機関のみ） 

・代表機関と分担機関の役割分担は明確か、また妥当であるか。 

 

（エ）施設や設備について（様式２－④） 

① 保有する施設及び設備の水準 

・最先端の化合物ライブラリー施設とスクリーニング設備を有しているか。 

※国内外の他機関と比較した場合に、優位性があり、最先端の水準に達しているか。 

② 保有する施設及び設備の規模 

・２０万種類を超える大規模な化合物ライブラリーを外部研究者に提供できるか。 

・外部研究者への共用に十分なハイスループットなスクリーニング施設と設備を有して

いるか。 

 

（オ）実績について（様式２－⑤） 

① 当該分野における研究実績（ライブラリー設計と整備、化合物スクリーニング研究等） 

・質、量ともに高い研究実績を有しているか 

② 外部研究者に対する支援実績（施設共用の実績や共同研究実績等） 

・外部研究者に対する十分な支援実績を有しているか。 

 

（カ）人材育成の考え方について（様式２－⑥） 
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① 人材育成の体制や仕組み 

・（特に支援を主に行うような）人材を育成する体制や仕組みを、機関や部局等として

有しているか。 

・ 若手研究者や女性研究者等に配慮した人材育成の体制や仕組みを、機関や部局等と

して有しているか。 

② 人材の雇用形態 

・（特に支援を主に行うような）人材の雇用形態は適切か。 

・ 人材の雇用形態は若手研究者や女性研究者等に配慮したものとなっているか。 

③ 人材のキャリアパスを支援する仕組み 

・（特に支援を主に行うような）人材の将来に向けてのキャリアパスを支援する仕組み

は十分に整備され運用できるか。 

・ 若手研究者や女性研究者等の将来に向けてのキャリアパスを支援する仕組みは十分

に整備され運用できるか。 
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③情報拠点－情報領域 

 

（ア）達成目標について （様式２－①） 

① 本事業の公募内容への適合性 

・申請内容は解析領域の公募内容に適合しているか。 

② 目標の明確さ、妥当性 

・達成目標全体は明確で妥当か。 

    - 客観的な評価が可能な指標を用いて目標を設定しているか。 

・「支援」の達成目標は明確で妥当か。 

- 外部研究者が利用可能な有用なデータベースの構築、維持及び管理を目標としてい

るか。 

- タンパク３０００プロジェクト、ターゲットタンパク研究プログラム及び平成２３

年度創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業の成果からなるデータベースやソフ

トウエア（解析ツール等）を維持管理することを目標に含んでいるか。 

- 「情報」拠点の「拠点代表機関」として一連の要素技術を開発、提供する機関を代

表し、外部利用者や他拠点等に対し、一本化した窓口として施設、設備及び機関等

の利用方法、研究の進め方等の相談を受ける機能を構築できるか。 

・「高度化」の達成目標は明確で妥当か。 

- 達成目標は、国内外の他機関と比較した場合に、優位性があり、当該研究分野の最

先端の水準に達しているか。 

- データベースの内容を量的、質的に向上させ続けることを目標に含んでいるか。 

③ 研究成果の社会還元への可能性 

・支援する研究や、高度化する技術は、異分野の研究等への波及効果や企業への技術移

転等が見込めるか。 

 

（イ）実施計画について （様式２－②） 

① 実施計画の効率性、合理性 

・実施計画は効率的・合理的なものか。 

・実施計画には具体的で現実的なマイルストーンが示されているか。 

・ユーザーニーズを把握し、必要に応じて適切な時期に計画を見直せるような柔軟な実

施計画になっているか（ＰＤＣＡサイクルが機能するか。）。 

② 応募経費の内容の妥当性 

・応募経費の内容は妥当であり、有効に使用されることが見込まれるか。 

 

（ウ）実施体制について （様式２－③） 
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① 拠点内・拠点間の協力・連携体制の適切性 

・情報拠点の代表機関として、拠点全体を代表し、維持・管理すべきデータベースやソ

フトウエア（解析ツール等）を移管して管理運用する体制となっているか。 

・３拠点から構成されるプラットフォーム全体の研究成果やデータ等を集積し、情報の

共有化や外部研究者への情報公開を支援する体制は十分か。 

・支援のための要員体制を十分に整えることができるか。 

・安定的な組織として、拠点による研究支援や高度化開発を推進できるか。 

② 研究者の研究、支援遂行能力・技術 

・大規模な研究情報マネージメントシステムの構築できるか。 

・データベースの標準化と相互運用性、特にゲノム情報やタンパク情報の統合化の研究

開発ができるか。 

 ※上記２点について、国内外の他機関と比較した場合に、優位性があり、最先端の水

準に達しているか。 

③ 分担機関の必要性（該当機関のみ） 

・提案する課題を推進するために分担機関は必要か。 

④ 代表機関と分担機関の役割分担の明確性・妥当性（該当機関のみ） 

・代表機関と分担機関の役割分担は明確か、また妥当であるか。 

 

（エ）施設や設備について（様式２－④） 

① 保有する施設及び設備の水準 

・最先端のデータベースを維持・管理することが可能な設備を有しているか。 

※国内外の他機関と比較した場合に、優位性があり、最先端の水準に達しているか。 

② 保有する施設及び設備の規模 

・タンパク３０００プロジェクト、ターゲットタンパク研究プログラム及び平成２３年

度創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業の成果からなるデータベースを維持・管

理しつつ、更に新しい成果や有用な外部の公開情報等を取り込み拡充させていくため

に十分な規模の設備であるか。 

 

（オ）実績について（様式２－⑤） 

① 当該分野における研究実績（バイオ分野の公的なデータベースの構築等） 

・質、量ともに高い研究実績を有しているか 

② 外部研究者に対する支援実績（公的なデータベースの管理・運営等） 

・外部研究者に対する十分な支援実績を有しているか。 

 

（カ）人材育成の考え方について（様式２－⑥） 
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① 人材育成の体制や仕組み 

・（特に支援を主に行うような）人材を育成する体制や仕組みを、機関や部局等として

有しているか。 

・ 若手研究者や女性研究者等に配慮した人材育成の体制や仕組みを、機関や部局等と

して有しているか。 

② 人材の雇用形態 

・（特に支援を主に行うような）人材の雇用形態は適切か。 

・ 人材の雇用形態は若手研究者や女性研究者等に配慮したものとなっているか。 

③ 人材のキャリアパスを支援する仕組み 

・（特に支援を主に行うような）人材の将来に向けてのキャリアパスを支援する仕組み

は十分に整備され運用できるか。 

・ 若手研究者や女性研究者等の将来に向けてのキャリアパスを支援する仕組みは十分

に整備され運用できるか。 
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（３）スケジュール等 

  以下に今回実施する第1期公募の公募開始から採択までのスケジュールを示します。 

公募期間      平成２４年２月６日(月)～２月１７日(金) 

提出期間      平成２４年２月６日(月)～２月１７日(金)１２時（必着） 

書面審査      平成２４年２月１８日（土）～２月２２日（水） 

ヒアリング      平成２４年２月２７日（月） 

採択可否の通知 平成２４年２月２９日（水） 

 ※第１期公募に関する公募説明会は実施しません。 

 ※第２期公募は平成２４年４月以降に実施する予定です。 

 

（４）個人情報の取り扱い等 

  採択された個々の課題に関する情報（事業名、研究課題名、所属研究機関名、課題管理者

名、予算額及び実施期間）については、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成

１１年法律第４２号）第５条第１号イに定める「公にすることが予定されている情報」であるものとし

ます。これらの情報については、採択後適宜文部科学省のホームページにおいて公開します。 

 

７．応募書類の作成・提出方法 

（１）応募書類の作成方法  

① 応募に際しては、応募書類の様式を用い、漏れの無いようにし、日本語で応募書類を作成し

てください。 

② 応募書類の様式は、科学技術振興機構（ＪＳＴ）研究振興支援業務室のホームページ 

（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh23-7.html）からダウンロードすることができます。  

③ 全て用紙サイズＡ４版、文字サイズ１０～１２ポイントとし、正確を期すため、ワープロ等判読し

やすいもので作成、記述してください。 

④ 応募書類（別添を除く）には通し番号（表紙から１／○とし、以降２／○、３／○とします通し

ページ、○には総ページ数を記入）を中央下に必ず記入してください。 

⑤ ページ数に制限のないものについても、できるだけ簡潔にかつ明瞭に記載すること。応募書

類（別添を除く）は合計で４０ページ以内にまとめてください。 

⑥ 応募書類については、それぞれ左肩をクリップ止め（ホッチキスでは止めないこと）にして、２

０部（正本１部、副本１９部）提出してください。なお、その際に正本は片面印刷、副本は両面コ

ピーに限ります。 

 

（２）提出書類等 

  ① 以下の書類と電子媒体を提出してください。 
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・ 応募書類２０部（正本１部、副本１９部） 

※ 両面印刷、各左肩をクリップ止めで作成してください。 

※ カラー、白黒は問いませんが、配布時には白黒印刷となりますのでご了承ください。 

・ 電子媒体：PDFファイルをCD-Rに記録したもの 

※ PDFファイルは文字認識が可能な形式で作成してください。 

※ CD-R以外のメディアは使用不可とします。 

※ 「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（平成１８年文部科学省告

示第７１号）」に定められた動物種を用いて動物実験を実施する機関については、様式

とは別に、本基本指針に基づき、機関自らが実施した本基本指針への適合性に関す

る自己点検・評価結果のうち、直近で実施したものの写しを添付してください。なお、様

式３に当該点検・評価の実施有無、又は該当の有無について記載してください。 

※ 公募に参加を希望する者は、申請書等の提出時に、支出負担行為担当官が別に指定

する暴力団等に該当しない旨を誓約書（別紙１－b）に記入し、所属機関長による署名

（自署に限る。公印不要。）のうえ、郵送してください。ただし、以下に該当する機関は

提出の必要はありません。 

② 応募書類に不備がある場合、審査対象とならないので注意してください。 

③ 応募書類は返却しません。 

④ 応募書類については、研究開発課題等の選定に関する資料としてのみ利用します。応募の   

内容に関する秘密は厳守します。 

⑤ 申請は代表機関の長が行うこととし、参加する全ての機関・組織の承認を受けた上で応募書

類を提出してください。また、分担機関を設定する場合には、応募様式の「別紙１-a．承諾

書」を併せて提出してください。 

 

（３）留意事項 

① 生命倫理及び安全対策に係る留意事項 

ライフサイエンスに関する研究については、生命倫理・安全対策の観点から（別紙４）の法令

又は指針等により必要な手続き等が定められているため、当該手続き等（今後、新たに指針等

が定められる場合には、その指針等の手続き等を含む。）を遵守し、機関内倫理審査委員会

における審査等を適切に行った上で研究を実施してください。 

なお、機関内倫理審査委員会の構成及び運営については、科学技術・学術審議会生命倫

理・安全部会「機関内倫理審査委員会の在り方について」(平成１５年３月２０日)を参照しつつ、

法令又は指針等に基づき行ってください。 

なお、指針等の詳細については文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に対する取組」

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm）を参照してください。 

 

② 開発計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とします開発又は調査を含
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む場合には、人権及び利益の保護の取扱いについて、必ず申請前に適切な対応を行ってく

ださい。 

 

（４）提出方法 

① 応募書類の提出は１課題１回で、提出方法は宅配便等に限ります。持参、ＦＡＸ、電子メー

ルによる提出は受け付けません。 

② 郵送中の事故等については、当方は一切の責任を負いません。 

③ 提出期間内に到着しなかった応募書類は、いかなる理由があろうとも受理しません。 

また、応募書類に不備等がある場合は、審査対象とはしません。 

 

（５）提出締切り及び提出先 

① 提出締切り 

平成２４年２月１７日（金）（１２時必着） 

上記期限を過ぎた場合には受理できないので、注意してください。 

② 提出先 

    独立行政法人 科学技術振興機構 

研究振興支援業務室「創薬等支援技術基盤プラットフォーム事業」係 

〒１０２－８６６６ 東京都千代田区四番町５－３ サイエンスプラザ 

ＴＥＬ：０３－５２１４－７９９０（代表）（担当：松永） 

 

８．問合せ先 

文部科学省研究振興局ライフサイエンス課 

TEL:03-5253-4111（内線 4367）  

E-mail：life@mext.go.jp    

担当者：竹下、都島、細野 
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（別紙１） 

◎予算決算及び会計令（抄） 

 

 第70条 

   契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第29条の3第1項の競争（以

下「一般競争」という。）に付するときは、特別な理由がある場合を除くほか、当該契約を締結する

能力を有しない者及び破産者で復権を得ないものを参加させることができない。 

 

 第71条 

   契約担当官等は、次の各号の1に該当すると認められる者を、その事実があつた後2年間一般

競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者につ

いても、また同様とします。 

  一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に

関して不正の行為をした者 

  二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連

合した者 

  三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者 

  四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 

  五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者 

  六 前各号の1に該当する事実があつた後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、

支配人、その他の使用人として使用した者 

 ２ 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参

加させないことができる。 
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（別紙２） 

◎動物実験、遺伝子組換え生物等の使用等の生命倫理・安全に関する取組みに関わる法令・指

針等 

 

ライフサイエンスに関する研究については、生命倫理・安全対策の観点から以下の法令又は指

針等により必要な手続等が定められているため、当該手続等（今後、新たに指針等が定められる場

合には、その指針等の手続等を含む。）を遵守し、適切に研究を実施してください。これらに違反し

て研究が実施されていることが確認された場合は、本補助金の交付を取り消すことがあります。 

なお、指針等の詳細については文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に対する取組」

（http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm）及び厚生労働省と農林水産省のホー

ムページを参照してください。 

 

（１） ヒトゲノム・遺伝子解析研究を含む研究計画 

研究計画に、ヒトゲノム・遺伝子解析研究（提供者の個体を形成する細胞に共通して存在し、

その子孫に受け継がれ得るヒトゲノム及び遺伝子の構造又は機能を、試料等を用いて明らかに

しようとします研究）を含む場合には、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（平成 20

年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第 1 号）に基づき、当該研究を実施してください。 

 

（２） 特定胚の取扱いを含む研究計画 

研究計画に、人クローン胚又は動物性集合胚の取扱いを含む場合には、「ヒトに関するクロー

ン技術等の規制に関する法律」（平成 12 年法律第 146 号）及びこれに基づく省令及び指針に基

づき、当該研究を実施してください。特に、研究の実施に先立ち、文部科学大臣への届出が必

要となることに留意してください。 

 

（３） ヒトＥＳ細胞の使用及び樹立・分配を含む研究計画 

研究計画に、ヒトＥＳ細胞（ヒト胚性幹細胞）の使用を含む場合には、「ヒトＥＳ細胞の使用に関

する指針」（平成 22 年文部科学省告示第 87 号）に基づき、当該研究を実施してください。特に、

研究の開始に先立ち、文部科学大臣への届出が必要となることに留意してください。ヒト ES 細胞

の樹立、分配を行おうとします場合も同様に、「ヒト ES 細胞の樹立及び分配に関する指針」（平成

22 年文部科学省告示第 86 号）に基づき、文部科学大臣の確認が必要です。前述の文部科学

省ホームページ等に関連情報を掲示しますので、適宜留意願います。 

 

（４） ヒト iPS 細胞等からの生殖細胞作成を含む研究計画 

   研究計画に、ヒト iPS 細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を含む場合には、「ヒト

iPS 細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針」（平成 22 年文部

科学省告示 88 号）に基づき、当該研究を実施してください。特に、研究の開始に先立ち、文部

科学大臣への届出が必要となることに留意してください。 

   前述の文部科学省ホームページ等に関連情報を掲示しますので、適宜留意願います。 

 

（５） 遺伝子組換え生物等の使用等を含む研究計画 

研究計画に、遺伝子組換え生物等の使用等を含む場合には、平成 16 年 2 月 19 日に施行さ
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れた「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（平成 15

年法律第 97 号）及びこれに基づく省令、告示等に基づき、当該研究を実施してください。特に、

遺伝子組換え生物等の第一種使用等（環境中への拡散を防止しないで行う使用等）を行う場合、

あらかじめ第一種使用規程を定め、主務大臣の承認を受ける義務があること及び第二種使用等

（環境中への拡散を防止しつつ行う使用等）を行う場合、主務省令に定められた又はあらかじめ

主務大臣の確認を受けた拡散防止措置をとる義務等があることに留意してください。また、遺伝

子組換え生物等の譲渡・提供・委託を行おうとします者は、原則としてその都度、省令に定めら

れた情報の提供を行わなければならないことにも留意してください。 

これらのことを踏まえ、遺伝子組換え生物等の使用等を行う研究機関においては、機関内の

法令の理解及び遵守についての周知徹底を十分に図るとともに、事故時の対応をあらかじめ定

める等の機関内の体制を整備し、法令に基づき遺伝子組換え生物等の適切な使用等が徹底さ

れるよう留意してください。遺伝子組換え生物等の使用等に係る各種情報については、前述の

文部科学省ホームページ等に掲示しておりますので、適宜留意願います。 

 

（６） 遺伝子治療臨床研究を含む研究計画 

研究計画に、遺伝子治療臨床研究（疾病の治療を目的として遺伝子又は遺伝子を導入した

細胞のヒトの体内への投与等に関する臨床研究）を含む場合には、「遺伝子治療臨床研究に関

する指針」（平成 20 年文部科学省・厚生労働省告示第 2 号）に基づき、当該研究を実施してくだ

さい。特に、研究の実施に先立ち、厚生労働大臣の意見を求めること等が必要となることに留意

してください。 

 

（７） 疫学研究を含む研究計画 

研究計画に、疫学研究（明確に特定された人間集団の中で出現する健康に関する様々な事

象の頻度及び分布並びにそれらに影響を与える要因を明らかにする科学研究）を含む場合には、

「疫学研究に関する倫理指針」（平成20年文部科学省・厚生労働省告示第3号）に基づき、当該

研究を実施してください。前述の文部科学省ホームページ等に情報を掲示しておりますので、適

宜留意願います。 

 

（８） 臨床研究を含む研究計画 

研究計画に、臨床研究（医療における疾病の予防方法、診断方法及び治療方法の改善、疾

病原因及び病態の理解並びに患者の生活の質の向上を目的として実施される医学系研究であ

って、人を対象とします①医薬品又は医療機器を用いた予防、診断又は治療方法に関する介入

を伴う研究、② ①に該当するものを除く介入を伴う研究、③介入を伴わず、試料等を用いた研

究であって、疫学研究を含まないもの）を含む場合には、「臨床研究に関する倫理指針」（平成

20 年厚生労働省告示第 415 号）に基づき、当該研究を実施してください。（ただし、他の法令及

び指針の適用範囲に含まれる研究は、当該指針の対象外になりますのでご注意ください。） 

 

（９） ヒト幹細胞を用いる臨床研究を含む研究計画 

研究計画に、ヒト幹細胞を用いる臨床研究（ヒト幹細胞を、疾病の治療のための研究を目的と

して人の体内に移植又は投与する臨床研究）を含む場合には、「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に

関する指針」（平成 18 年厚生労働省告示第 425 号）に基づき、当該研究を実施してください。特

に、研究の実施に先立ち、厚生労働大臣の意見を求めること等が必要となることに留意してくだ
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さい。 

 

（10） 実験動物を使用する研究を含む研究計画 

研究計画に、実験動物を使用する研究を含む場合には、動物福祉の観点から適切な配慮を

行うため、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）、実験動物の飼養及

び保管並びに苦痛の軽減に関する基準（平成 18 年環境省告示第 88 号）、動物の殺処分方法

に関する指針（平成 19 年環境省告示第 105 号）及び研究機関等における動物実験等の実施

に関する基本指針（平成 18 年文部科学省告示第 71 号）等に基づき当該研究を実施してくださ

い。 

また、動物実験を行う際には、動物実験の指針を整備するとともに、動物実験委員会を設置

し、適切な動物実験を行ってください。動物実験の導入に際しては、「鳥獣の保護及び狩猟の

適正化に関する法律」（平成 18 年法律第 67 号）に基づく飼養許可証の確認や特定動物の飼

養又は保管の方法の細目（平成 18 年環境省告示第 22 号）を遵守するなど、常に適切なものと

なるように努めてください。 

 

（11） 病原体等を使用する研究を含む研究計画 

研究計画に、病原体等を使用する研究を含む場合には、「感染症の予防及び感染症の患者

に対する医療に関する法律」（平成 18 年法律第 106 号）等の関係法令等に基づき、当該研究

を実施してください。 

 

（12） ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究を含む研究計画 

研究計画に、ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究（受精、胚の発生及び発育並びに

着床に関する研究、配偶子及びヒト受精胚の保存技術の向上に関する研究その他の生殖補助

医療の向上に資する研究のうちヒト受精胚の作成を行うもの）を含む場合には、「ヒト受精胚の

作成を行う生殖補助医療研究に関する倫理指針」（平成 22 年文部科学省・厚生労働省告示第

2 号）に基づき、当該研究を実施してください。特に、研究の実施に先立ち、文部科学大臣及び

厚生労働大臣の確認等を受ける必要があることに留意してください。 
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