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１．はじめに 

・Ｘ線自由電子レーザー（XFEL）は、これまで見えなかった極微細構造の解明や超高速動態の解明など

を通じて、世界 先端の研究開発の推進と幅広い分野への活用が期待される先端研究装置です。 

・XFEL の大きな特徴としては、①原子・分子レベルでの超微細構造解析（例えば、タンパク質のナノサ

イズ結晶、ひいては単分子での構造解析）、②高速物理過程や化学反応等の高速な動態・変化の瞬時

の計測・分析（例えば、構造相転移の起源に関するダイナミクスや超高速の化学反応ダイナミクスの

解析）であり、これらの特徴を十分活かし、既存施設では実現できない成果の創出が期待されます。 

・我が国において平成２４年３月に供用開始が予定されるＸ線自由電子レーザー施設（以下「SACLA」

という。）は、平成２２年度に本体施設が完成し、平成２３年２月よりビーム発振調整を開始、同年

６月７日１６時１０分に世界 短波長となる０．１２ナノメートルのＸ線レーザーの発振を実現しま

した。平成２４年２月までに、波長０．０６３ナノメートルから０．２２５ナノメートルの広い波長

領域をカバーする予定であり、引き続き、供用開始に向け調整を進めています。 

・第４期科学技術基本計画を踏まえた SACLA が目指すべき主な目標としては、課題解決型研究開発の実

現、さらには革新的創薬技術の開発や新エネルギー技術開発などのライフイノベーションやグリーン

イノベーションの推進、国際頭脳循環の拠点形成等が挙げられます。 

・「Ｘ線自由電子レーザー重点戦略研究課題」は、SACLA の供用開始後、すみやかに本格的に利用研究を

推進し、早期に成果を創出することにより、今後の利用研究を開拓していくことを目的としています。

これにより我が国のイノベーションの推進や国際競争力の強化、更には将来につながる新たな科学の

開拓に貢献し、SACLA から多くの利用成果を輩出していくために研究開発を行う委託事業です。 
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２．事業の概要 

２．１ 目的 
 

・XFEL は、これまで見えなかった極微細構造の解明や超高速動態の解明などを通じて、世界 先端の研

究開発の推進と幅広い分野への活用が期待される先端研究装置です。XFEL の重要な特徴としては、①

原子・分子レベルでの超微細構造解析（例えば、１分子のタンパク質での構造解析）、②高速物理過

程や化学反応等の高速な動態・変化の瞬時の計測・分析（例えば、構造相転移の起源に関するダイナ

ミクスや超高速の化学反応ダイナミクスの解析）を可能とする点にあり、これらの特徴を十分活かし、

既存施設では実現できない成果の創出が期待されます。 

・我が国において平成２４年３月に供用開始が予定されるＸ線自由電子レーザー施設 SACLA は、 平成

２２年度には本体施設が完成し、平成２３年２月よりビーム発振調整を開始、同年６月７日１６時１

０分に世界 短波長となる０．１２ナノメートルのＸ線レーザーの発振を実現しました。平成２４年

２月までに、波長０．０６３ナノメートルから０．２２５ナノメートルの広い波長領域をカバーして

おり、引き続き、供用開始に向け調整を進めています。 

・今後、学術利用から産業応用まで幅広い分野の研究者等が SACLA を活用することにより、第４期科学

技術基本計画（平成２３年８月１９日閣議決定）に掲げられているグリーンイノベーションやライフ

イノベーションの創出や産業競争力の強化に寄与し、我が国の科学技術の発展や国際競争力の強化に

大きく貢献していくことが喫緊の課題となっています。 

・そのためには、早期に実験手法の確立・開拓を進めるとともに先導的かつ革新的な成果を創出し、産

学官の幅広い分野の研究者に発信していく事が極めて重要です。 

・これに向け文部科学省においては、「Ｘ線自由電子レーザー利用推進計画」（平成２３年１月、Ｘ線自

由電子レーザー利用推進戦略会議）を策定し、当面 SACLA を用いて重点的に取り組むべき研究につい

て、以下（２．２研究領域の概要）のような重点戦略分野と重点戦略課題を設定しました。 

・「Ｘ線自由電子レーザー重点戦略研究課題」は、SACLA の利用技術の確立・開拓を進めるとともに、先

導的な成果を早期に創出するために研究開発を行う委託事業です。 

・本事業では、Ｘ線自由電子レーザー利用推進戦略会議が設定した重点戦略分野に基づいた利用研究を

遂行することにより、早期に SACLA の利用研究成果を創出し、利用研究を開拓していくことことを目

的としています。 

・これにより今後、SACLA から多くの利用成果が輩出され、我が国のイノベーションの推進や国際競争

力の強化、更には将来につながる新たな科学の開拓にも貢献していくことを目指します。 

２．２ 研究領域の概要 

重点戦略分野として①「生体分子の階層構造ダイナミクス」及び②「ピコ・フェムト秒ダイナミック

イメージング」を設定します。 

 

①「生体分子の階層構造ダイナミクス」分野の概要 

莫大な市場規模を持ち、国際競争が激しい創薬・医療開発分野で我が国が勝ち抜くためには、生き

た細胞内におけるタンパク質、脂質をはじめとする生体高分子間の複雑な相互作用の様子（ダイナミ

クス）等を「直接」的に「原子分解能」で「その場観測」する高度な構造評価法に基づく、合理的・
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短時間の技術革新が必要となっています。 

XFEL の大きな特徴である X線コヒーレント大強度ビームを用いることにより、これまで観測不可能

であった、生きた細胞内の分子ダイナミクスを、原子スケール分解能を持って観測することも可能に

なると期待されています。この特徴を 大限に発揮するために設定したのが本重点分野です。 

本分野の推進により、ライフイノベーション分野を中心に、構造評価に基づく革新的な創薬や疾患

発症の機構解明等において世界を先導することを目標とします。 

 

②「ピコ・フェムト秒ダイナミックイメージング」分野の概要 

物質・材料分野の研究開発の激しい国際競争を勝ち抜くためには、物質がその機能発現に伴って変

化する様子（ダイナミクス）を「直接」的に「原子分解能」で「その場観測」するイメージング等の

高度な構造評価に基づく合理的物質設計、という材料デザイン技術の革新が必要不可欠です。 

XFEL の大強度・極短パルスという大きな特長は、ピコ秒あるいはフェムト秒という超高速領域で変

化する反応過程等のダイナミクスを原子サイズの分解能で可視化することを初めて可能にする点に

あります。この特徴を 大限に発揮して貰うために設定したのが、本重点分野です。この特長を生か

し、グリーンイノベーション分野を中心に、日本が得意とする「新物質・材料開発」において世界を

先導することを目標とします。 

２．３ 研究分野と募集課題 

上記、両分野において、具体的な成果の早期創出が期待され得る利用研究課題を「重点戦略課題」

として、XFEL の利用を前提とした研究課題の募集を行います。 

 

①「生体分子の階層構造ダイナミクス」分野の重点戦略課題 

 

（１）創薬ターゲット膜タンパク質のナノ結晶を用いた構造解析 

受容体、チャネルのような膜タンパク質は重要な創薬ターゲットでありながら、良好な大きな結晶

を得る事が困難となっています。タンパク質のナノ結晶を作製し、X 線回折像を高速に測定してその

データを「京」等の大型計算機を利用し解析する事により原子レベルでの構造解析を行う研究を対象

とします。 

 

（２）細胞全体及びその部分の生きた状態でのイメージング 

XFEL でのイメージングは電子顕微鏡解析のような、サンプル凍結処理や染色を必要とせず、生きた

細胞をそのまま観察できるというメリットがあります。その反面コントラストが低いことや１回の観

察からは投影図しか得られず３次元再構成をするのが難しいなどの問題も同時にかかえています。こ

のような技術的な問題に対処しつつ、生きた細胞や細胞内組織のイメージングを行う研究を対象とし

ます。 

 

（３）超分子複合体の一分子構造解析 

細胞の中で、生体分子は巨大な分子複合体を形成することにより、統合された生物機能を発揮して

います。その複合体は生物機能を理解するうえで重要な解析ターゲットとなっています。ウイルスや
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脂肪酸合成酵素の様に数種類のサブユニットの繰り返しでできている10nm以下の超分子に関しては、

一分子から原子分解能に近い X線回折が得られることが想定されます。将来のより広い範囲のタンパ

ク質への適用を考慮にいれた超分子複合体の一分子回折測定／構造解析の研究を対象とします。 

 

（４）一分子 X 線回折実験とスパコン解析を融合させたダイナミクス研究 

タンパク質から結晶を作成せずに構造を解く事が XFEL を利用した研究の一つの究極目標であり、

将来的には、一分子のタンパク質から XFEL による高分解能の X 線回折像を得ることを目指します。

ここでは、既存のＸ線結晶構造解析で得られたデータと XFEL により得られたデータを「京」等の大

型計算機を利用したコンピューターシミュレーションを組み合わせることにより生体内でのタンパ

ク質のダイナミクス解析を行う研究を対象とします。 

 

（５）ポンプ-プローブ法を適用した動的構造解析 

呼吸鎖や光合成といったグリーンイノベーションの鍵となるような膜タンパク質複合体の動的構

造の解析が注目されていますが、超高速で起こっている光合成等の初期過程に理解には、フェムト秒

からピコ秒の時間分解能が必要であり、現行の技術で解析することは難しい状況です。XFEL を利用す

ることにより、ダイナミクス研究法として有効なポンプ-プローブ法を用いてタンパク質中での化学

反応について、既存技術の 1,000 倍以上の高速（10 ピコ秒程度）で観測するといった研究を対象とし

ます。 

 

②「ピコ・フェムト秒ダイナミックイメージング」分野の重点戦略課題 
 
（１）気相・液相・固相反応ダイナミクス 

超高密度ハードディスクなどに利用が期待されている次世代磁気デバイスの開発をはじめ、今日の

我々の生活を支える様々な材料開発のためには、物質の原子レベルでの超高速の反応過程等の知見が

重要となっています。本課題は、①環境科学の基礎となる気相反応、②今後のエネルギー科学の鍵と

なる液相反応、③ナノ微粒子及びバルク固体中の局所に生じる構造変化が引き起こす相転移の過程な

ど、広く気相・液相・固相分野における超高速の分子変化・化学反応ダイナミクスを散乱パターンか

ら導かれるイメージング画像を使って可視化する研究を対象とします。 

 

（２）界面反応の超高速過程 

これまで開発されてきた気体分子の吸着・放出機能を持つ細孔物質は、細孔の制御が困難であり、

吸着・放出の動的機構の解明による高機能・制御可能な細孔材料の開発が望まれています。本課題は、

気体分子の吸着や電子デバイス作製プロセスのような、界面が関与する超高速変化に伴う化学反応を

ピコ秒あるいはフェムト秒時間分解能で解析し、燃料電池普及の鍵となる水素や環境汚染物質を安全

に吸着・放出する新規吸着素子や新たな触媒材料、従来の半導体に代わる各種電子デバイス・高速磁

気メモリー・高速読み出しヘッド等の新規開発に資する研究を対象とします。 

 

（３）電荷発生・電荷移動ダイナミクス 

電荷発生・電荷移動の素過程はフェムト秒、ピコ秒といった超高速領域で分子・原子レベルでの構

造変化を伴いながら起きていることが予測されており、これらのダイナミクスの解析を通じて、色素
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増感太陽電池の変換効率の大幅向上や次世代シリコン太陽電池に用いる低コストかつ高効率な素材

開発に資するような研究を対象とします。 

 

（４）極端条件下の超高速過程 

超高圧・超高温などの極端条件下では、物質は通常とは全く異なった構造を示します。例えば、極

端条件下での新規物質状態生成ダイナミクスや物質の破壊プロセス等の原子レベルでの解明は、耐久

性の高い素材開発等に重要です。しかしながら、極短時間しか再現できない極端条件下での新規物質

状態や物質の破壊プロセスを原子・分子レベルで解明することは困難であり、XFEL の大強度 X線レー

ザーを用いた数ピコ秒以下の時間分解能での物質構造変化のプロセスの解析技術が登場することへ

の期待が高まっています。本課題は超高圧・超高温あるいは超高強度場などの極端条件下での物質構

造変化のプロセスを解析し新規物質状態の解明や新物質材料創成に資するような研究を対象としま

す。 

 

（５）動的 X 線分光科学 

X 線分光学的手法は、近年、時間分解測定法の導入とともに、その重要性を飛躍的に増しています。

光触媒反応等をはじめとした、触媒を用いた化学反応プロセスについてX線分光学的手法を用いれば、

構造変化や電子状態の変化を局所的に極めて詳細に観測できます。本課題では、XFEL を利用して、分

光学的手法を用いた解析をピコ・フェムト秒時間分解で行う挑戦的な研究を対象とします。得られた

基礎的知見を基盤にして、通常起こりにくい様々な化学反応を制御・コントロールする有用な触媒開

発に向けた重要な知見を得ることが望まれます。 

２．４ 研究の実施体制 

研究開発の実施体制については、以下の２つに分類されます。 
① 大型の研究テーマのもとに、複数の機関の研究者が大規模な実施体制を組んで新規の装置開発

や解析手法等の開発を含め強力に利用研究を推進する「大型利用研究推進プログラム」 
② 革新的な利用研究から早期に成果を創出することを目指して、一つの研究機関又は複数の研究

機関からなるチームが既存装置や既に開発された手法を活用して研究を推進する「個別利用研

究推進プログラム」 
また、研究代表者の条件としては、研究開発の中心的な役割を担い、イニシアティブを発揮してい

くために、卓越した研究能力だけでなく研究開発プロジェクトの統括能力を有していることが必要と

されます。さらに、研究開発期間中、日本国内に居住し、外国出張その他の理由により、長期（連続

３か月以上）にわたってその責任を果たせなくなる等の事情がない者であることが必要です。 

３．事業の詳細 

３．１ 事業期間 

契約締結日を始期とし、終期は、「大型利用研究推進プログラム」については平成２６年度末（平

成２７年３月）、「個別利用研究推進プログラム」については平成２５年度末（平成２６年３月）とし

ます。研究開発課題については、各年度予算に基づき事業内容の見直しを求めることがあります。 
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また、各研究代表者は文部科学省の設置する委員会により、各年度の進捗報告（毎年１２月～１月

頃を予定）を受けるとともに、委員会はその進捗の評価を行い、事業の継続・見直し等を検討します。

ここで十分な成果が期待できないと判断された課題については、同年度で当該事業を中止することも

あります。進捗評価により継続すべきとの判定を受けた課題については、進捗評価結果と予算状況を

勘案して次年度以降の予算額を決定するものとします。 

なお、両プログラムともに、平成２５年度に行う成果及び進捗評価に基づき必要があると認められ

る場合には事業延長を積極的に検討しますので、計画年度終了後に見込まれる研究の進展・発展方向

についても可能であれば記述してください。事業全体の予算状況及び先行している課題の状況を勘案

しつつ平成２６年度の追加公募を検討します。 

さらに事業終了後に事後評価を行います。事後評価結果は公開することとしています。 

３．２ 事業規模 

（１）実施予定額 

平成２４年度は事業全体で約１０億円（一般管理費を含む見込み）を予定しており、５～１０課題

程度の採択を想定しています。初年度の１課題あたりの上限は「大型利用研究推進プログラム」につ

いては約５億円程度、「個別利用研究推進プログラム」については約 1億円程度を予定しています。詳

細は、契約締結時に調整させていただきます。 

２年目以降の予算については未定ですが、複数年度にわたる研究計画を立てる場合においては上記

想定額を前提に、各年度継続すべきとの評価が得られたものと仮定して研究計画を立ててください。

ただし、応募課題が採択され中間評価において継続すべきとの評価が得られた場合であっても、応募

書類における予算計画がそのまま承認されるわけではありません。 

（２）事業経費 

経費については、巻末（別表１）の費用を負担することとします。但し、設備費、人件費、運営費

については、本事業に直接係るもののみとし、管理的性格の経費については、一般管理費において手

当します。一般管理費は直接経費の１０％（上限）を計上していただきます。 

（３）契約形態 

文部科学省と実施機関・組織との間において、毎年度委託契約を締結します。再委託は認められま

せん。複数機関で実施体制を組む場合は、全ての参画機関と個別に契約を締結します。事業の途中で

参画機関を追加することはできません（審査・評価等において指摘があった場合を除く）。 

３．３ 公募の対象と応募について 

大学あるいは独立行政法人等の研究業務を行っている法人、国内の企業を対象とします。国からの

円滑な委託事務業務処理が困難な研究者個人は対象となりません。 

なお、複数の機関の研究者からなる実施体制を組んで申請する場合は、研究代表者を定めて下さい。

当該研究代表者が応募を行い、採択後は研究参画者の研究進捗管理、文部科学省との連絡調整など分

担研究の総合的推進の責任を負います。なお、提案後の研究参画者の追加はできません（選定に係る

審査において指摘があった場合を除く）ので、提案には共同研究者等、想定している全研究者を記載
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して下さい。 

４． 審査方法 

（１）選定方法 

課題選定に係る審査は、X 線自由電子レーザー利用推進戦略会議が設定する重点戦略研究課題推進

部会において以下の２段階審査を行った上で研究課題を採択し、文部科学省から研究開発機関・組織

への委託により研究を実施していただきます。なお、選考の経過は通知いたしませんし、お問い合わ

せにも応じられません。 

① 第１次審査（書類選考） 

課題選考・評価委員会において、提出された提案書にて書類選考を実施します。 

② 第２次審査（面接選考） 

第１次審査を通過した提案について、重点戦略研究課題推進部会により研究代表者等に対する

面接選考を実施します。面接の日時、場所等は事務連絡担当者を通じて通知します。面接に出

席しなかった場合は、辞退と見なされます。 

第１次審査を通過しなかった提案については、その旨を第１次審査終了後速やかに通知いたします。

また、 終的に採択に至らなかった全ての提案については、後日、重点戦略研究課題推進部会より

不採択の理由を通知いたします。 

なお、審査を通じ、必要に応じて、研究開発計画の見直しや提案課題同士の協力・統合等を求める

ことがあり、また研究開発計画・内容・規模等の変更を採択の条件とする場合があります。 

（２）審査項目及び審査基準 

課題の選定に係る審査項目及び審査基準は、以下のとおりです。 

① 研究開発の内容 

・XFEL の利用研究であり、本要領に記載している委託事業に関する「２．１目的」及び「２．３研

究分野と募集課題」に合致した課題であること。 

・XFEL 光源の特性を活かした課題であること。 

・明確な測定ニーズに基づいた解析目標が設定されており、事業実施期間終了後、当該目標の達成

が見込まれること。 

② 研究開発の独創性、優位性 

・研究開発の内容、手法等に独創性があり、 先端の科学技術的価値があること(斬新性、革新性を

有すること)。 

・学術的貢献度が高いこと。 

・諸外国における他の XFEL 利用研究と比較して、優位性が認められること。 

③ 研究開発の実施体制 

・ 適な研究実施体制であること。 

・研究代表者は、研究遂行のための研究実績と、研究チーム全体（チーム型研究の場合）について

の責任能力を有していること。 

④ 研究開発計画の適正性 

・目標の達成に向けた研究開発計画が、年度毎に具体的かつ明確に定められていること。 
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⑤ 技術的、科学的な波及効果や発展性 

・研究実施により技術的・科学的な波及効果が見込まれ、XFEL の新たな可能性の開拓に貢献するこ

と。 

・今後の産業利用や新科学分野の創成、推進に貢献すること。 

⑥ 人材育成の期待効果 

・研究体制に若手の研究者を取り込み、将来のＸＦＥLを担う研究者の育成が期待できること。 

 

上記に加え、例えば重点戦略課題解決に向けた道筋が明確であるか、早期に成果の達成が見込ま

れるかといった点も考慮されます。 

５． 研究開発の実施 

（１） 課題の推進方法 

本事業の一層の効果的・効率的運営を図る観点から、公募の受付、審査・評価の支援、事業管理等

の事務の一部を独立行政法人科学技術振興機構（JST）に委託して行う予定であり、公募、審査及び

運営に際しては、文部科学省研究振興局基盤研究課量子放射線研究推進室（量研室）が JST 研究振興

支援業務室と情報共有を行いつつ、その協力を得ながら実施します。 

採択された提案の実施においては、以下の点にご留意願います。詳細は、採択決定後改めて説明い

たします。 

（ア）研究計画書の作成 

受託機関には、各々の研究の推進計画について当該年度の「業務計画書」を作成いただき、委託

契約書に添付いただきます。 

また中核機関にはこれに加え、プロジェクト全体に関する「プロジェクト計画書」を作成いただ

きます。 

（イ）成果報告書の作成 

受託機関には、当該年度の業務計画書に対応した「委託業務完了届」、「委託業務実績報告書」と

「委託業務成果報告書」を契約書に指定した期日までに JST 研究振興支援業務室に提出していただ

きます。さらに中核機関には、プロジェクト計画書に対応した「プロジェクト成果報告書」を年度

毎に作成し、JST 研究振興支援業務室に提出していただきます。 

終年度の事業終了後には、年度毎の報告書に加えて、全事業期間を網羅した「プロジェクト全

体成果報告書」を作成、提出いただきます。 

（ウ）若手の博士研究員を対象とした国内外の多様なキャリアパスの確保に向けた支援 

  受託機関には、当事業により雇用した若手の博士研究員（※）を対象に、多様なキャリアパスを

支援する活動（以下「キャリア支援方針」という。）を推進するようご留意いただきます（例：機

関が行う企業等と協働して行う講義、長期インターンシップ、企業交流会、カウンセリング等への

参加の推奨、異分野を含めた研究活動への主体的な参加の推奨など）。また「キャリア支援計画」

に基づく、若手博士研究員の活動の一部を、研究エフォートの中に含めることができます。 

  また中間評価や事後評価において、上記のキャリア支援計画に基づく取り組み状況や若手の博士

研究員の任期終了後の進路状況を報告頂くことで、これをプラスの評価の対象とします。評価に当



- 9 - 

たっては、研究活動の妨げにならないよう、若手の博士研究員が公的研究機関（雇用主である機関

以外の公的研究機関を含む）の取組（例：機関が行う企業等と協働して行う講義、長期インターン

シップ、企業交流会、カウンセリング等）に若手の博士研究員が参加する場合には、その取組みを

研究代表者が直接行うキャリア支援に代わる取組みとして、プラスの評価の対象とします。 

 

※若手の博士研究員 

   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。） 

（２） 評価等 

当事業の評価は、重点戦略研究課題推進部会が行うこととします。利用研究の評価にあたっては、

進捗状況の把握・評価に加え、以後の研究の進め方について積極的な指導・勧告を行うとともに、必

要に応じて資源配分の調整など研究管理を行います。また、プロジェクト終了の年度末から次年度前

半の間に事後評価があります。これに向け、各課題で事後評価報告書を作成いただきます。 

（３） 成果の公表 

各プロジェクトには、国費研究成果の国民への公開の観点から、目的、メンバー、進捗、成果など

一定の情報を、知的財産等の問題に配慮した上で、ホームページ等で公開していただきます。 

プロジェクト研究期間終了後、中核機関には別途定める書式によりプロジェクト全期間にわたる研

究計画概要や成果概要、プロジェクト全体成果報告書を作成いただきます。研究計画概要や成果概要

はその後速やかに、プロジェクト全体成果報告書については知的財産権に配慮しつつ別途定める期間

の経過後、文部科学省のホームページ等で公開されることとなります。 

（４） 採択された課題に関する情報の取扱い 

採択された個々の課題に関する情報（制度名、研究課題名、所属研究機関名、研究代表者名、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、適宜本制度のホームページにおいて公開します。 

（５） 知的財産権の取扱い 

プロジェクトの成果にかかる知的財産については、委託契約書第 25 条等の定めにより、産業技術力

強化法第 19 条等が適用されれば、基本的には受託機関に帰属します（受託機関は特許法 35 条の職務

発明による予約承継を行えるよう雇用契約等を整備願います）。ただし、アドバイザ等としてのみ参画

する（委託契約を締結しない）機関につきましては、研究実施機関という位置付けがなされないため

発明者たり得ず、また上記法等の適用もないため知的財産にかかる権利の主張は認められませんので

ご留意下さい。 

 

（６） 採択された課題の研究推進にあたっての SACLA の利用について 
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SACLA の利用課題は、登録施設利用促進機関（登録機関）である財団法人高輝度光科学研究センタ

ーが審査・選定を行うこととなっており、本課題に採択された研究推進のための SACLA の利用につい

ても登録機関の審査を受ける必要がありますが、一定の配慮がなされる予定です。なお、安全上の問

題等について、登録機関より計画の一部見直し等を求められることがあることをご承知おきください。 

６． 研究費の適正な使用等について 

（１） 研究費の不正使用及び不正受給に対する措置 

実施課題に関する研究費の不正な使用及び不正な受給（以下「不正使用等」という。）への措置に

ついては以下のとおりとします。 

① 研究費の不正使用等が認められた場合の措置 

（i）措置 

・契約の解除・変更、委託費の返還 

不正使用等が認められた課題について、委託契約の解除・変更を行い、委託費の全部又は一

部の返還を求めます。また、次年度以降の契約についても締結しないことがあります。 

（ii）申請及び参加（※）の制限 

本制度の研究費の不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、本制度への

申請及び参加を制限します。 

また、他府省を含む他の競争的資金担当課に当該不正使用等の概要（不正使用等をした研究

者名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正等の内容、講じられた措置の内容等）を

提供する場合があります。 

なお、この不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する申請及び参加の制

限の期間は、不正の程度により、原則、補助金等を返還した年度の翌年度以降２から５年間と

します。 

 

（※）「申請及び参加」とは、新規課題の提案、応募、申請を行うこと、また共同研究者等と

して新たに研究に参加することを指します。 

（別表２参照） 

② 研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく「体制整備

等自己評価チェックリスト」の提出について 

本事業の契約に当たり、各研究機関では標記ガイドラインに基づく研究費の管理・監査体制を

整備すること、及びその状況等についての報告書である「体制整備等自己評価チェックリスト」

（以下「チェックリスト」という。）を提出することが必要です（チェックリストの提出がない場

合の研究実施は認められません）。 

このため、下記ホームページの様式に基づいて、平成２４年３月２２日（木）までに、研究機

関から文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室に、府省共通研究開発管理システム

（e-Rad）を利用して、チェックリストが提出されていることが必要です。チェックリストの提出

方法の詳細については、下記文部科学省ホームページをご覧下さい。 
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【ホームページアドレス】http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1301688.htm 

 

（注）なお、提出には、e-Rad の利用可能な環境が整っていることが必須となりますので、e-Rad

への研究機関の登録手続きを行っていない機関にあっては、早急に手続きをお願いします。

（登録には通常２週間程度を要しますので十分ご注意下さい。e-Rad 利用に係る手続きの 

詳細については、上記ホームページに示された提出方法の詳細とあわせ、以下のホームペ

ージをご覧下さい。） 

【ホームページアドレス】http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html 

 

ただし、平成２３年４月以降、別途の機会でチェックリストを提出している場合は、今回新た

にチェックリストを提出する必要はありません。 

チェックリストの提出の後、必要に応じて、文部科学省（資金配分機関を含みます）による体

制整備等の状況に関する現地調査に協力をいただくことがあります。 

また、チェックリストの内容に関して、平成１９年５月３１日付け科学技術・学術政策局長通

知で示している「必須事項」への対応が不適切・不十分である等の問題が解消されないと判断さ

れる場合には、研究費を交付しないことがあります。 

（２） 研究活動の不正行為に対する措置 

実施課題に関する研究活動の不正行為（捏造、改ざん、盗用）への措置については、「研究活動の

不正行為への対応のガイドラインについて」（平成１８年８月８日 科学技術・学術審議会研究活動

の不正行為に関する特別委員会）に基づき、以下の通りとします。 

●不正行為が認められた場合の措置 

（i）措置 

・契約の解除・変更、委託費の返還 

不正行為が認められた課題について、委託契約の解除・変更を行い、不正行為の悪質性等に

考慮しつつ、委託費の全部又は一部の返還を求めます。また、次年度以降の契約についても締

結しないことがあります。 

（ii）申請及び参加の制限 

不正行為をなしたと認められた者について、一定期間、本制度への申請及び参加を制限しま

す。 

また、他府省を含む他の競争的資金担当課に当該不正行為等の概要（不正行為等をした研究

者名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正等の内容、講じられた措置の内容等）を

提供する場合があります。 

 

（別表３参照） 

（３） 他の競争的資金で申請及び参加の制限が行われた研究者に対する措置 

国又は独立行政法人が所管している他の競争的資金制度（※）において、研究費の不正使用等又は

研究活動の不正行為等により制限が行われた研究者については、他の競争的資金制度において応募資

格が制限されている期間中、本制度への申請及び参加を制限します。 
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（※） 現在、具体的に対象となる制度につきましては、以下のホームページをご覧ください。 

http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/ichiranhyo.pdf 

   また、平成２４年度に新たに公募を開始する制度も含みます。なお、平成２３年度以前に終了し    

た制度においても対象となることがあります。 

（４） 関係法令等に違反した場合の措置 

関係法令・指針等に違反し、研究計画を実施した場合には、研究費の交付をしないことや、研究費

の交付を取り消すことがあります。 

（５） 一般管理費に係る領収書の保管に係る事項 

 一般管理費の配分を受ける研究機関においては、一般管理費の適切な管理を行うとともに、一般管

理費の適切な使用を証する領収書等の書類を、事業完了の年度の翌年度から５年間、適切に保管して

おいてください。 

 
（６） 繰越について 

事業の進捗に伴い、試験研究に際しての事前の調査又は研究方式の決定の困難、計画又は設計に関

する諸条件、気象の関係、資材の入手難その他のやむを得ない事由により、年度内に支出を完了する

ことが期し難い場合には、財務大臣の承認を経て、 長翌年度末までの繰越を認める場合があります。 

 
（７） ｢国民との科学・技術対話｣の推進について 
 「国民との科学・技術対話」の方針について（基本的取組方針）【平成２２年６月１９日科学技術

政策担当大臣、総合科学技術会議有識者議員】（別紙１）を踏まえ、本公募に採択され、１件当たり

年間３０００万円以上の公的研究費の配分を受ける場合には、「国民との科学・技術対話」への積極

的な取り組みをお願いします。 

７．応募 

本プログラムへの応募は、①「生体分子の階層構造ダイナミクス」の各研究課題、及び②「ピコ・フ

ェムト秒ダイナミックイメージング」の各研究課題を含め、一人の研究者が応募できるのは、研究代表

者、研究参画者を問わず、１研究課題です。 

７．１ 応募方法 

（１）応募書類の作成・提出等 
   応募は府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を通じて行っていただきます。当該システムの使

用に当たっては、研究機関及び研究者の事前登録が必要となります。（（２）（ウ）③、④参照） 

  e-Rad による申請の他、郵送による書類の提出も必要ですので、くれぐれもご注意ください。 

 

・郵送での書類の提出方法 
 電子申請での他、以下の紙媒体と電子媒体を提出してください。 

ア）申請書類の紙媒体を２部（正本１部、副本１部） 
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イ）申請書類の PDF と Word（Microsoft Word 2003 以下を推奨）ファイルをＣＤ－Ｒ等の電子媒体

に記録したものを１部 

 

・簡易書留または、宅配便で期限内に下記の提出先に送付してください（持参、ＦＡＸ、電子メール

による提出は受け付けません）。 

・封書の表には赤字で「X線自由電子レーザー委託事業応募書類在中」と明記してください。 

・応募の様式については、e-Rad のほか、独立行政法人科学技術振興機構研究振興支援業務室ホーム

ページからもダウンロードできます。（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh23-8.html） 

 

【郵送書類提出先】 

独立行政法人 科学技術振興機構 研究振興支援業務室 応募書類提出窓口 

〒１０２－８６６６ 東京都千代田区四番町５－３ サイエンスプラザ５階 

 

（２） e-Rad を用いた web 入力及び電子媒体の様式のアップロード方法 
（ア）府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について 

   府省共通研究開発管理システム（e-Rad）とは、各府省が所管する競争的資金制度を中心として

研究開発管理に係る一連のプロセス（応募受付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等）をオン

ライン化する府省横断的なシステムです。 

※「e-Rad」とは、府省共通研究開発管理システムの略称で、Research and Development（科学技

術のための研究開発）の頭文字に、Electric（電子）の頭文字を冠したものです。 

 

（イ）府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の操作方法に関する問い合わせ先 

   事業そのものに関する問い合わせは従来通り文部科学省基盤研究課またはJST研究振興支援業務

室にて受け付けます。府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の操作方法に関する問い合わせ

は、e-Rad ヘルプデスクにて受け付けます。 

   e-Rad のポータルサイト（以下、「ポータルサイト」という。）をよく確認の上、問い合わせて

ください。なお、審査状況、採否に関する問い合わせには一切回答できません。 

制度・事業に関する問い合

わせ 

文部科学省基盤研究

課量子放射線研究推

進室 

03-5253-4111 

 

提出書類の作成・提出に関

する手続き等に関する問い

合わせ 

独立行政法人 科学技

術振興機構（JST） 研

究振興支援業務室 

03-5214-7990 

府省共通研究開発管理シス

テム（e-Rad）の操作方法に

関する問い合わせ 

府省共通研究開発管

理システム（e-Rad）

ヘルプデスク 

0120-066-877 

午前 9:30～午後 5:30※土曜日、日曜日、

祝祭日を除く 

   ○ ポータルサイト：http://www.e-rad.go.jp/ 

 

（ウ）府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の使用に当たっての留意事項 

①e-Rad の操作方法 
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     e-Rad の操作方法に関するマニュアルは、ポータルサイト（http://www.e-rad.go.jp/）から参照

またはダウンロードすることができます。利用規約に同意の上、応募してください。 

 

②システムの利用可能時間帯 

（月～金）午前６：００～翌午前２：００まで 

（土・日）午後０：００～翌午前２：００まで 

    なお、祝祭日であっても、上記の時間帯は利用可能です。ただし、上記利用可能時間帯であって

も保守・点検を行う場合、運用停止を行うことがあります。運用停止を行う場合は、ポータルサイ

トにて予めお知らせします。 

 

③研究機関の登録 

     応募に当たっては、応募時までに e-Rad に研究機関が登録されていることが必要となります。 

   研究機関で１名、e-Rad に関する事務代表者を決めていただき、事務代表者はポータルサイトより

研究機関登録様式をダウンロードして、登録申請を（事務分担者を設ける場合は、事務分担者申請

も併せて）行ってください。登録手続きに日数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕を

もって登録手続きをしてください。なお、一度登録が完了すれば、他省庁等が所管する制度・事業

の応募の際に再度登録する必要はありません。また、既に他省庁等が所管する制度・事業で登録済

みの場合は再度登録する必要はありません。 

 

④研究者情報の登録 

     本制度に応募する際の実施担当者を研究者と称します。所属研究機関は実施担当者の研究者情報

を登録し、ログイン ID、パスワードを取得することが必要となります。 

ポータルサイトに掲載されている所属研究機関向け操作マニュアルを参照してください。 

 

 （エ）システムを利用した応募の流れ 

  別紙２を参照してください。 

 

（オ）システムへの応募情報入力時の注意事項 

①システムへの応募情報入力に当たっては、 

     Ａ）Web で直接入力が必要な内容 

     Ｂ）ポータルに掲載されている電子媒体の所定の様式に記入し、当該ファイルを添付するもの 

があり、それぞれ、入力、作成が必要です。 

Ａ）については、研究者が、e-Rad にログイン後、応募情報登録画面において、以下の項目を入

力することが必要になります。 

【研究共通情報の入力画面】 

    ・ 新規継続区分 

    ・ 研究開発課題名 

    ・ 研究期間（開始年度、終了予定年度） 

    ・ 主分野（コード） 

    ・ 研究目的 
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    ・ 研究概要 など 

【研究個別情報の入力画面】 

・ 各事業で個別に入力を求める項目 

【応募時予算額の入力画面】 

 ・ 年度ごと使用内訳を記入 

【研究組織情報の入力】 

    ・ 研究者毎の直接経費・間接経費の総額 

    ・ 研究者毎のエフォート 

【応募・受入状況の入力】 

    ・ 配分機関コード、事業コード、研究開発課題名、研究期間、予算額、エフォート 

 

Ｂ）については、別添の様式 1 から様式９までの電子媒体をダウンロードし、「Word」「一太

郎」「PDF」のいずれかの形式にて作成し、応募してください。「Word」「一太郎」「PDF」の対応

バージョンについては、研究者用マニュアルを参照してください。 

 

注１）電子媒体に貼り付ける画像ファイルの種類は「GIF」「BMP」「PNG」形式のみとしてくださ

い。それ以外の画像データを貼り付けた場合、正しく PDF 形式に変換されません。画像データの

貼り付け方については、研究者向け操作マニュアルを参照してください。 

注２）アップロードできる電子媒体は１ファイルで 大容量は３ＭＢです。それを超える容量のフ

ァイルは JST へ問い合わせてください。 

注３）電子媒体の様式は、アップロードを行うと、自動的に PDF ファイルに変換されます。外字や

特殊文字等を使用した場合、文字化けする可能性がありますので、変換された PDF ファイルの内

容をシステムで必ず確認してください。利用可能な文字に関しては、研究者向け操作マニュアル

を参照してください。 

注４）提出締切日までにシステムの「受付状況一覧画面」の受付状況が「配分機関受付中」となっ

ていない申請は無効となります。正しく操作しているにも関わらず、提出締切日までに「配分機

関受付中」にならなかった場合は、ヘルプデスクまで連絡してください。 

注５）申請の受理状況は、「受付状況一覧画面」から確認することができます。 

 
（３）申請の期限 
 平成２４年３月２２日（木曜日）１４時 必着 

 

上記期限を過ぎた場合には受領できませんので、ご注意下さい。 

 

（４）その他 
 ①申請書類に不備等がある場合は、審査対象とはなりませんので、公募要領及び申請書類作成要領を

熟読のうえ、注意して記入してください。（申請書類のフォーマットは変更しないでください。） 

申請書類の差し替えは固くお断りいたします。また、申請書類の返却は致しません。 

 

 ②採択された個々の課題に関する情報（制度名、研究課題名、所属研究機関名、研究代表者名、予算
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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、採択後適宜本制度のホームページにおいて公開します。 

 

③文部科学省が管理運用する府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を通じ、内閣府の作成する標

記データベースに、各種の情報を提供することがあります。また、これら情報の作成のため、各種

の作業や情報の確認等についてご協力いただくことがあります。 

 

※「政府研究開発データベース」： 国の資金による研究開発について適切に評価し、効果的・効

率的に総合戦略、資源配分等の方針の企画立案を行うため、内閣府総合科学技術会議が各種情報

について、一元的・網羅的に把握し、必要情報を検索・分析できるデータベースを構築していま

す。 

７．２ 留意事項 

（１）不合理な重複・過度な集中に対する措置 

      「 先端・次世代研究開発支援プログラム」に採択され、研究開発を実施する研究者については、

平成２３年度以降、事業期間終了まで、国又は独立行政法人からの他の研究費（研究開発を直接の

目的としない事業の資金を除く）の配分を受けることができませんので留意願います。 

 

（２）所属機関の同意 

研究代表者及び全研究参画者は、研究課題の開始までに以下について、それぞれの所属機関の同

意（所属機関の長又は権限委任された人の同意）を得ておく必要があります。 

① この制度による研究開発を、当該所属機関の業務の一部として行うこと 

② この制度による研究開発を実施する際、当該所属機関の施設及び設備を使用すること 

③ この制度による研究開発の実施に際し、当該所属機関が経理事務等を行うこと 

なお、応募時には、研究代表者と所属機関の異なる研究参画者は、提案書の提出について、その

研究参画者の所属機関の同意を受けておく必要があります。様式１０＜委託事業実施機関の代表者

名による本件に対する応募の意志を明確に示す書類＞をご提出ください。 

 

（３）暴力団排除に関する誓約書 

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（様式１１）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。 

・機関の代表者の選任・任命を国が行う機関（国立大学法人、独立行政法人等） 

・機関の代表者が国民の選挙により選任される機関 

（４）申請内容に関する秘密の厳守 

提案書は、申請者の利益の維持、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」（平
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成 15 年法律第 59 号）その他の観点から、審査以外の目的に使用しません。申請内容に関する秘密

事項は厳守いたします。 

７．３ 提出書類 

① 提案書及び提案書チェックシート（提案書類）を提出いただきます。様式はe-Rad及び科学技術

振興機構研究振興支援業務室のホームページ（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh23-8.html）

からダウンロードすることができます。 

② 提案書類は日本語で作成してください。ファイルの形式は、MS Word97-2003、PDF となっていま

す。 

③ ページ数に制限のないものについても、できるだけ簡潔かつ明瞭にお願いします。 

④ カラーで作成いただいても構いませんが、審査等の際には白黒コピーで対応いたしますので予め

ご了承願います。 

⑤ 提案書類に不備がある場合、審査対象となりませんので、ご注意下さい。 

⑥ 提出した提案書類の修正（差し替え含む）はできません。 

⑦ 提案書類については、それぞれ左肩をクリップ止め（ホッチキスでは留めないで下さい）にして、

２部（正本１部、副本１部）提出願います。なお、その際に両面印刷及び両面コピーは認められ

ません。電子媒体上面には、代表機関名及び委託事業課題名を明記してください。 

⑧ 全てＡ４版とし、正確を期すため、ワープロ等判読しやすいもので作成、記述して下さい。 

⑨ 提案書については、研究開発課題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

る秘密は厳守いたします。 

⑩ 提案は、研究代表者が所属する機関が行って下さい。参加する全ての機関・組織の了承を取った

上で御提出願います。 

⑪ 生命倫理及び安全の確保に関し、研究代表者が所属する機関の長等の承認・届出・確認等が必要

な開発については、必ず所定の手続きを行っておく必要があります。なお、以上を怠った場合又

は国の法令・指針等（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.lifescience.mext.go.jp/bioethics/を参照）に適合しない場合には、選考の対象か

ら除外され、採択の決定が取り消されることがありますので注意してください。 

⑫ 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する開発又は調査を含む場合に

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おいてください。 

８． スケジュール 

公募開始から事業開始までのスケジュールは、概ね次のようになる予定です。 

平成２４年 

平成２４年２月１４日（火） 公募開始 

３月２２日（木） 公募締切 

４月   （予定）審査（書面、面接） 

５月上旬 （予定）採択通知 

５月下旬 （予定）契約、事業開始 
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９． その他 

本事業は、平成２４年度政府予算原案に基づいて公募を行うため、成立した予算内容に応じて変更が

あり得ます。 

本公募に関するご質問等がありましたら、下記にご連絡ください。電話、ファックスまたは電子メー

ルにて受け付けます。 

 

＜事業・制度の内容に関する問い合わせ＞ 

文部科学省 研究振興局 基盤研究課 量子放射線研究推進室 

〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関３－２－２ 

担当者：小野田 

TEL  : ０３－５２５３－４１１１（代表） 

FAX ：０３－６７３４－４１０３ 

E-mail：onodat＠mext.go.jp 

 

＜書類作成・提出に関する問い合わせ＞ 

独立行政法人 科学技術振興機構（JST） 研究振興支援業務室 

〒102-8666 東京都千代田区四番町５－３ サイエンスプラザ５階 

担当者：中山、岡 

TEL ：０３－５２１４－７９９０（代表） 

FAX ：０３－５２１４－８２４６ 

E-mail：xfelask@keytech.jst.go.jp 
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（別表１） 
 

費目 種別 備考 

設備備品費  
取得価格が１０万円以上かつ耐用年数が１年以上の機械装置、工

具器具備品の購入、製造又は改良に要する費用。 
※資産計上するものの経費 

試作品費  
試作する装置に要する費用。 
※単年度では資産計上しないものであるが、文部科学省の指示で

資産計上する可能性があるもの 

人件費 

業務担当職員 
補助者 
社会保険料等事業 
主負担分 

業務担当職員と補助者は必ず別の種別とすること。さらに単価の

違いに応じて、「主任研究員」「研究員Ａ」「部長級」等と細分した

種別を用いてもよい。独立行政法人、特殊法人、国立大学法人及

び学校法人については、人件費対象者が運営費交付金、私学助成

の補助対象者ではないこと。 
※他の経費からの人件費支出との重複について特に注意すること

業務実施費 

消耗品費 
国内旅費 
外国旅費 
外国人等招へい旅費 
諸謝金 
会議開催費 
通信運搬費 
印刷製本費 
借損料 
雑役務費 
電子計算機諸費 
保険料 
光熱水料 
消費税相当額 

種別欄は、上記の各費目に含まれない、（研究用等）消耗品費、国

内旅費、外国旅費、外国人等招へい旅費、諸謝金、会議開催費、

通信運搬費、印刷製本費、借損料、雑役務費（委託業務に専用さ

れている設備備品で委託業務使用中に故障したものを補修する場

合を含む）、電子計算機諸費（プログラム作成費を含む）、保険料

（委託業務を実施するうえで法律により保険料の支払が義務づけ

られているもの）、光熱水料（一般管理費からの支出では見合わな

い試験等による多量の使用の場合のみ、かつ、原則個別メータが

あること）消費税相当額（「人件費（通勤手当除く）」、「外国旅費・

外国人等招へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を除いた額」、

「諸謝金」及び「保険料」の５％に相当する額等、消費税に関し

て非（不）課税取引となる経費）等を記載する。なお、消費税相

当額については、消費税の免税事業者等については計上しないこ

と。また、課税仕入分について還付を予定している経費について

は、見合い分を差し引いて計上すること。 

一般管理費  

一般管理費は、下記に述べる間接経費を計上できない委託契約に

おいて、委託業務を実施するうえで必要な経費であるが直接経費

（設備備品費、試作品費、人件費及び業務実施費）以外の経費。

摘要欄等に記載する際は、一般管理費は「上記経費の○％」。 
一般管理費率は、委託先の規程、規程がない場合は直近の財務諸

表の一般管理費率と１０％を比較して、いずれか低い方。ただし、

一般競争入札の場合は除く。 
※一般管理費の率は、１契約期間中においては変動しない。※国

の機関については、「一般管理費」を「事業管理費」（５％）と

読み替える。 
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（別表２） 
 

不正使用等の内容 参画する制限の期間 
（委託費を返還した年度の翌年度から） 

単純な事務処理の誤り なし 

不正使用（本事業による業務以外の用途への

使用がない場合） ２年 

不正使用（本事業による業務以外の用途への

使用がある場合） 
 

２～５年 
（具体的期間は、程度に応じて個々に判断される。） 
＜例＞ 
・本事業による業務に関連する研究等の遂行に使用

（２年） 
・本事業による業務とは直接関係のない研究等の用途

に使用（３年） 
・研究等に関連しない用途に使用（４年） 
・虚偽の請求に基づく行為により現金を支出（４年）

・個人の利益を得るための私的流用（５年） 

提案書における虚偽申告等、不正な行為によ

る受給 ５年 
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（別表３） 
 

措置の対象者 
申請及び参加が制限される期間 
（不正が認定された年度の翌年度から） 

不正行為があったと認定された研究にかかる論文等の、

不正行為に関与したと認定された著者、共著者及び当該

不正行為に関与したと認定された者 
２～１０年 

不正行為に関与したとまでは認定されないものの、不正

行為があったと認定された研究に係る論文等の内容に

ついて責任を負う者として認定された著者 
１～３年 

 
 

 



（ ）別紙１

「国民との科学・技術対話」の推進について

（基本的取組方針）

平 成 ２ ２ 年 ６ 月 １ ９ 日

科 学 技 術 政 策 担 当 大 臣

総合科学技術会議有識者議員

１ 趣 旨

科学・技術の優れた成果を絶え間なく創出し、我が国の科学・技術を

より一層発展させるためには、科学・技術の成果を国民に還元するとと

もに、国民の理解と支持を得て、共に科学技術を推進していく姿勢が不

可欠である。また、例えば事業仕分けでの議論を踏まえれば、科学・技

術関係施策の発展・充実を図るためには、その成果・普及について国民

全体の理解を一層深める必要がある。

そのためには、研究者が社会と真摯に向き合い、次世代の人材を養成

する活動はもちろん、倫理的・法的・社会的課題と向き合う双方向コミ

ュニケーションの取り組みが重要である。英国では、研究者に自身の研

究の目的や性質について、短く、簡明な要約の作成や、公衆参加に関わ

る活動計画の作成を義務付けている例もある。

国内においては、現在、一部の事業で研究内容等を報告・説明するた

めの経費を措置している例もあるが、必ずしも十分とはいえない状況に

ある。先般の大阪で開催した「科学・技術ミーティングｉｎ大阪」にお

いても、参加者の間から研究内容やその成果の一般への周知の重要性が

指摘され、研究者と国民との対話の場を設けるような取り組みを求める

声が寄せられている。

このため、科学技術政策担当大臣及び有識者議員としては、研究活動

の内容や成果を社会・国民に対して分かりやすく説明する、未来への希

望を抱かせる心の通った双方向コミュニケーション活動を「国民との科

学・技術対話」と位置付けることとした。その上で、これを積極的に推

進する必要があるとの認識から、まず最先端研究開発支援プログラムに

おいて「国民との科学・技術対話」に取り組むこととする。

関係府省、配分機関、大学や研究機関においても、公的研究費を受け

た研究者が行う「国民との科学・技術対話」について、以下に掲げるよ

うな組織的な取組を行うよう求めるものである。



２ 関係府省・配分機関・大学・研究機関において今後取り組むべき事項

（１）関係府省・配分機関

①当面、１件当たり年間３千万円以上の公的研究費（競争的資金また

はプロジェクト研究資金 の配分を受ける研究者等に対して 国民） 、「

との科学・技術対話」に積極的に取り組むよう公募要項等に記載す

る。

②配分する直接経費の一部を 国民との科学・技術対話 に充当でき、「 」

る仕組みの導入を進める。

③「国民との科学・技術対話」については、中間評価、事後評価の対

象とする。ただし、実施にあたっては、満足度、難易度についてア

ンケート調査を行うことを記載し、質の高い活動を行うことができ

たかについて確認する。また、３千万円以下の公的研究費の配分を

受けた研究者等が「国民との科学・技術対話」を実施した場合は、

プラスの評価とする。

④上記①～③の内容は、今年度対応可能な公的研究費があれば速やか

に検討・対応し、平成２３年度においては一層「国民との科学・技

術対話」が推進される方向で制度・施策の充実を図ることとする。

（２）大学・研究機関

、 「 」①大学・研究機関においては 研究者等の 国民との科学・技術対話

が適切に実施できるよう、支援体制の整備、地域を中心とした連携

・協力体制を整備する。例えば、双方向コミュニケーションに関す

る専門的知識を持つ専任教員、専任研究員、科学コミュニケーター

や事務職員を配置、あるいは部署を設置することで支援体制を整備

する。また、地域を中心とした連携・協力体制を整備するほか、研

究者に対しては必要に応じて 国民との科学・技術対話 に参加す、「 」

るトレーニングを実施する。

②研究者等に対して、積極的に「国民との科学・技術対話」を行うよ

う促すとともに、個人の評価につながるよう配慮する。

③大学・研究機関が実施する一般公開の機会において、研究者に「国

民との科学・技術対話」を行う場を提供する。

④上記①～③の内容は、大学・研究機関の社会または地域貢献の一つ

として位置付け、当該研究費の間接経費を活用して適切かつ効果的

に実施するものとする。

なお、大学・研究機関のこれらの取組は、２（１）③の評価対象の

一つとする。



（３）取組に際して留意すべき事項

①本方針の「国民との科学・技術対話」は、公的研究費を受けた研究

者自らが研究目的、研究内容、研究成果を国民に対して分かりやす

く説明する、いわゆる顔の見える活動が基本である。また、国民か

らの意見や感想、期待に対して真摯に向き合う姿勢も大切である。

②研究活動の妨げにならないよう、研究者は大学・研究機関の支援を

受けて計画的に「国民との科学・技術対話」を行うことが重要であ

る。

なお 「国民との科学・技術対話」は研究者及び研究チームを中心、

に、双方向コミュニケーションの専門知識を有する専任教員や実質

的に活動できる科学コミュニケーターと協力体制で行うことが好ま

しい 国民との科学・技術対話 によって直接の評価を受けない学。「 」

生などに過度の負担がいかないように配慮する。

③研究内容によっては、研究の進め方や新しく生まれる技術に関する

倫理的・法的・社会的課題についての検討や、国民の不安や懸念に

対する対応などが必要となることが予想される。こうした研究内容

に関し「国民との科学・技術対話」を実施する際には、これらの課

題に対する国民の理解が深まるよう、創意工夫を凝らし分かりやす

い説明を行うことが期待される。

④地域との連携については、大学・研究機関において、自治体、教育

委員会との適切な協力体制を構築する。また、国や独立行政法人が

実施している各種事業の活用を検討する。

⑤本指針の趣旨、すなわち研究者等が社会と真剣に向き合い交流する

意味を十分理解し、国民に広く理解が得られるよう創意工夫を行う

こと。

受け手側の年齢や知識、興味、関心等を十分考慮・斟酌して創意工

夫を凝らした分かりやすい説明を行うとともに 国民との科学・技、「

術対話」がより有益なものとなるよう、参加者へのアンケート調査

により活動の質を確認することも重要である。

３ 総合科学技術会議のフォローアップ

平成２３年度のできるだけ早い時期に上記に掲げる関係府省・配分

機関の取組状況を把握・検討し、不適切な場合は関係府省に改善を求

めるとともに、必要に応じて本方針の見直しを行う。



４ 想定する「国民との科学・技術対話」の例

以下に掲げる活動は例示であり、これ以外であっても顔の見える双方

向コミュニケーション活動を推進する本方針の趣旨に合致する活動に積

極的に取り組むこと。

①小・中・高等学校の理科授業での特別授業

児童生徒の発達段階を考慮し、児童生徒が広く研究に興味関心を

持つように、研究目的、研究内容、実生活との関連を説明する。

② 地域の科学講座・市民講座での研究成果の講演

博物館、科学館、市町村、非営利団体（ＮＰＯ）が開催する地域

の科学講座・市民講座で、研究目的、研究内容、研究成果の講演や

参加者との対話を行う。

③ 大学・研究機関の一般公開での研究成果の講演

大学や研究機関において実施する一般公開の機会に、研究目的、

研究内容、研究成果の講演や参加者との対話を行う。

④ 一般市民を対象としたシンポジウム、博覧会、展示場での研究成

果の講演・説明

各種団体や研究会が開催する一般市民を対象としたシンポジウ

ム、博覧会、展示場で、研究目的、研究内容、研究成果の講演・説

明や研究の意義・課題についての対話を行う。

⑤ インターネット上での研究成果の継続的な発信

掲示板、ブログ・ミニブログ、メールマガジンを用いた双方向性の

あるインターネット上での情報発信により、研究目的、研究内容、

研究成果の発信を行う。

なお、当面この活動は、研究活動の状況によりやむを得ず実施で

きない場合を想定している。



〈参考 １〉

実際の活動事例

①小・中・高等学校の理科授業での特別授業

（事例１）

、 、 、北海道大学の自然史科学の研究者が 地域の小学校で 小学生を対象に

ＮＡＳＡで凍結乾燥させたウシガエルを用いて 両生類の秘密とヒトの体について、

の講義を実施した。

（事例２）

八戸工業大学電子知能システム学科の研究者が、地域の中学校や高等学

校において 知能ロボットを作ろう と題して ロボットとプログラミン、「 」 、

グについての講義と実験を実施した。

②地域の科学講座・市民講座での研究成果の講演

（事例１）

国立環境研究所の環境学の研究者が、日本科学未来館で一般市民を対象

に、昨年開催されたＣＯＰ１５（国連気候変動枠組み条約第15回締約国会

、 、議)に関して 地球温暖化をめぐる国際交渉の最前線を紹介するとともに

そこから見えてくる今後の課題を通してＣＯＰ１５の結果をどのように受

け止め行動すべきなのかを共に考えるイベントを実施した。

③大学・研究機関の一般公開での研究成果の講演

（事例１）

浜松医科大学の感染症の研究者が、大学において、地域の小学生とその

保護者を対象に、身の回りに存在する生物についての講義や実験を実施し

た。

（事例２）

東北大学大学院工学研究科が、市内の小学生を対象に、先端技術と関連

したテーマ 机の上で飛行機雲を作ってみよう 等 で体験型の科学教室（「 」 ）

を行うとともに、オープンキャンパスでの公開実験や研究室訪問を実施し

た。



④一般市民を対象としたシンポジウム、博覧会、展示場での研究成果の講

演・説明

（事例１）

国立感染症研究所の研究者が、科学について語り合うイベント（サイエ

ンスアゴラ2009）において、広く一般を対象に、新型インフルエンザウィ

ルスの研究やワクチン開発について、最新の知見を交えて講演した。

その他、①～④に限らない取組み事例として、世界トップレベル研究拠

点プログラム WPI においては 従来より 高校生向け実験教室やサマー（ ） 、 、

・サイエンスキャンプ等を実施している。また、本年３月より、各拠点に

アウトリーチ担当者を設置するとともに、アウトリーチ活動について、協

働で実施するイベント等の活動を戦略的に実施するための意見交換を定期

的に行うこととしている。本年６月には、科学・技術フェスタin京都－平

成２２年度産学官連携推進会議－へ参加・出展した。



〈参考 ２〉

◎ 日本の研究者数 約８３万９千人（2008年度：総務省調）

（内訳）

大学等 約３０万６千人

公的機関 約 ３万２千人

企業等（NPO含む） 約５０万１千人

◎ 競争的資金（８府省） ５５，７１３件

１ ５千万円以上

・５千万円以上の件数 １，４６８件(約２．６％）

・上記の研究者数(実数) １，３２９人(約２．４％)

２ ３千万円以上

・３千万円以上の件数 ２，４４７件(約４．４％）

・上記の研究者数(実数) ２，１８８人(約３．９％)

３ １千万円以上

・１千万円以上の件数 ７，２９１件(約１３．１％）

・上記の研究者数(実数) ６，１５９人(約１１．１％)

◎プロジェクト研究資金（７府省） ３，７８０件

１ １億円以上 ４６９件（約１２．４％）

２ ５千万円以上 ８３２件（約２２．０％）

３ ３千万円以上 １，３３４件（約３５．３％）

※内閣府政府研究開発システム調(平成２０年度)



（別紙２）

システムを利用した応募の流れ

が必要な

研究者が行います

公募要領・申請様式の取得

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）で受付中の公募の一覧を確認して、公募要領と申請様式を

ダウンロードします。

参照マニュアル：研究者用マニュアル 「2.1 ログイン」, 「2.3 応募」

研究者が行います

応募情報の入力と提出

システムに必要事項を入力及び申請書をアップロードします。

システムには、それぞれ、①Web上で直接入力が必要な内容、②電子媒体（ＰＤＦ、Word、一太郎）

で添付する内容があります。

参照マニュアル：研究者用マニュアル 2.3-3～22

所属研究機関が行います

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）への登録

研究機関で１名、事務代表者を決め、ポータルサイトより研究機関登録様式をダウンロードして、

登録申請を（事務分担者を設ける場合は、事務分担者申請も併せて）行います。登録手続きに日

数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕をもって登録手続きをしてください。

参照ＵＲＬ： http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html

所属研究機関が行います

部局情報、事務分担者情報、研究者情報の登録

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）上で、部局情報、事務分担者（設ける場合）、研究者（申

請する際に代表者となる方）を登録し、事務分担者用及び研究者用のID、パスワードを発行します。

参照マニュアル：所属研究機関用マニュアル 「2.2 ログイン」, 2.3「 所属研究機関情報の

管理」, 「2.4 事務分担者情報の管理」, 「2.5 研究者情報の管理」

所属研究機関が行います

電子証明書のインポート

システム運用担当から所属研究機関通知書（事務代表者のシステムログインID、初期パスワー

ド）、電子証明書が届きます。作業用PCに電子証明書をインポートし、通知書に記載されたログイ

ンID、初期パスワードを入力してログインします。

参照マニュアル：所属研究機関用マニュアル 「2.1 電子証明書のインポートと削除」



（

※ 応募の各段階におけるシステムの操作方法は、利用者毎の操作マニュアルを参照してく

ださい。

※ 郵送が必要な書類は、簡易書留または宅配便にてご提出いただきます。

所属研究機関が行います （所属研究機関の承認が必要な場合）

応募情報の確認・承認

事務分担者（設けた場合）が応募情報の確認を、事務代表者が応募情報の承認をします。

参照マニュアル：所属研究機関用マニュアル 「2.6 応募情報の管理」

文部科学省にて応募情報を受理
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