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＜低炭素社会構築に向けた研究基盤ネットワーク整備事業 公募要領＞ 

 

１．事業の目的  
 「低炭素社会の構築」のためには、”先端技術の粋”であるナノテクノロジーの活用が必須となりま

す。このことから、本事業は、ナノテクノロジーを環境・エネルギー技術に適用・融合させた「グリー

ン・ナノテクノロジー」に関する研究成果・知見を結集し、環境技術の実用化を加速する研究基盤ネッ

トワークの整備を行うことを目的とします。 

 

２． 事業の概要  

 本事業では、機能と役割分担に応じ性格の異なる①ハブ拠点と②サテライト拠点という２種類の拠点

を設定し、それぞれの拠点に必要な機器・装置を整備するとともに、ハブ拠点を中心としてすべての拠

点が参画するネットワークを構築します。 

 本事業で整備される装置は、研究基盤の有効活用という観点から、ネットワーク内部の研究者だけで

はなく、外部の研究者にも広く利用機会を提供することが求められます。 

① ハブ拠点 

ハブ拠点は、機関・組織として「グリーン・ナノテクノロジー」に関する複数の優れた研究成果・

技術シーズ等の研究ポテンシャルを有し、環境・エネルギー技術開発における共通基礎課題に集中的

に取り組むことにより大きな技術革新のシーズを創出することを目指す拠点です。 

また、ハブ拠点ではサテライト拠点では導入困難な 先端機器を集中的に整備することにより、サ

テライト拠点（後述）で生まれた研究成果・技術シーズの実用化を加速するための支援を行います。 

具体的な支援機能としては、＜微細加工・試作＞、＜評価・計測＞、＜材料創製＞等を想定してい

ます。 

 

想定しているハブ拠点の支援機能 

＜微細加工・試作＞ 

 各サテライト拠点で作製したプロトタイプを数十個単位で作製できるような試作ラインを整備

し、作製デバイスの統計的データを取れる環境を構築する。 

＜評価・計測＞ 

先端ナノ計測機器を整備し、各サテライト拠点で研究フェーズを進めた際に生じる基礎課題

の究明を行い、解決方法の開発サポートを行う。 

＜材料創製＞ 

 ナノオーダーで材料の組成・構造を制御するための装置、及び、その基礎特性を評価する装置

を整備し、各サテライト拠点で実施する環境・エネルギー技術の高度化に必要な材料 適化の知

見を与えるサポートを行う。 

 

さらに、ハブ拠点では、アンダーワンルーフ型のオープンラボ（サテライト拠点等の研究者が滞在・

交流しながら研究を実施できるスペース）を設け、異分野、または、研究フェーズの異なる研究者・技

術者の結集・融合により革新的な技術シーズの創出を目指し、材料開発の成果の統合化を推進する拠

点の構築を目指します。 
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② サテライト拠点 

サテライト拠点は、機関・組織として「グリーン・ナノテクノロジー」に関する優れた研究成果・

技術シーズ等を有し、当該拠点の特色ある研究成果の実用化の加速をハブ拠点との連携の下で目指す

拠点です。 

サテライト拠点では、個別研究成果の実用化の加速に向けて必要な研究機器を整備します。 

なお、個々のサテライト拠点のみでは解決不可能な課題への取組や、個々の機関レベルで整備す

るには必ずしも相応しくない 先端機器については、ハブ拠点に設置される機器を活用することとし、

サテライト拠点においては、ハブ拠点と適切な連携を図ることにより研究開発を加速します。 

 

 本事業の範囲は研究基盤ネットワークの整備ですが、拠点整備後、当該ネットワークの活用により、

環境技術の実用化の加速に向けた取組が実施されることを担保するため、ハブ拠点及びサテライト拠点

における環境技術の実用化に関する取組（当該研究基盤ネットワークの維持・運用を含む）を含めた計

画（以下、「プロジェクト計画」という。）を策定し、採択された各機関は、本事業終了後も当該プロジ

ェクト計画に従い、環境技術の実用化の加速に向けた取組を実施することとします。 

 

 なお、プロジェクト計画の推進に要する経費のうち、本事業で措置する経費（“６．実施予定経費（２）

経費の使途”参照）以外の経費（研究機器の運転費や消耗品費、人件費等）については、今後、特別の

予算措置がなされる見込みはありませんので、この点について十分留意したうえで、提案いただくよう

お願いいたします。 

 

 

３． 対象機関（拠点を設置する機関になりうる研究機関）  

  国内の大学、大学共同利用機関法人、独立行政法人を公募の対象とします。 
個人研究者は対象となりません。 
 

 

４． 採択件数  

  ハブ拠点…２～３拠点程度 

  サテライト拠点…８～１０拠点程度 

  ※応募課題の内容を踏まえ、審査の過程において採択件数については変更を行う場合もあり得ます。 

 

 

５． 実施期間  

 始期は契約が締結された日とし、終期は原則として平成２２年度末（平成２３年３月）とします。 
※なお、本事業の終了後も、文部科学省はフォローアップの観点から必要に応じプロジェクト計画

の実施状況、成果等について報告を求めることがあります。 

 

 
６．実施予定経費  

（１）実施予定額 
     本事業の実施予定額については、全体（国からの委託額分）で計約１４０億円を予定しています

が（一般管理費を含む）、詳細は契約締結時に調整します。 
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    ・ハブ拠点については、１拠点あたり １０～３０億円程度（一般管理費含む） 

    ・サテライト拠点については、１拠点あたり １～１０億円程度（一般管理費含む） 

 の予算規模を想定しています。 

 

※各拠点から、応募いただいた装置・機器の整備計画については、機器の重複整備排除や真に必要な

装置・機器整備に限定する観点から、審査検討会において必要と認められた場合、適宜、整備計画

の変更等を採択の条件とする場合があり得ます。 

 

（２）経費の使途 

経費については、以下の費用を負担することとします。但し、管理的性格の経費については、一

般管理費で手当てします。 
＜費目＞ 
・ 設備備品費 

- 設備備品：機械装置、工具器具備品の購入又は機械装置の改良並びにその据付等に要する費用 
・ 一般管理費：本事業の実施に関連して間接的に必要となる管理的経費等 

- 設備備品費の 10％を上限（一般管理費率は、委託先の規定（委託先の規程が無い場合は、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） 
 

 
７．応募  

（１）公募期間 

 平成２２年３月８日（月）～平成２２年４月２日（金）１４：００ 

  

（２）応募の要件 

 応募に際しては、以下の要件を満たす必要があります。 
 【ハブ拠点・サテライト拠点共通】 

  ○ 各拠点の運営について全責任を負う拠点長を設置すること。拠点長は、学長等の組織の長とし、

公募申請は、拠点長が行う。 

○ 拠点長は、当該拠点において、今後複数年に亘って研究開発を遂行するために必要な資金及び

装置設置場所等について申請書類に明記し、本事業終了後も含めた今後の継続的な拠点運営に必

要な研究基盤（研究員の人件費、設備の維持・運営費等）を提供することについて確約すること。 

  ○ 本ネットワーク内部の研究者だけではなく、外部の研究者にも広く装置の利用機会の提供を行

うために必要な経理面及び事務面での執行管理体制（例えば、利用料金の課金体制など）が整備

されていること。 

○ 各拠点はその存在及び、研究活動が当該機関の外部からも広く認識されるために、「○○拠点」、

「××センター」（例、「ナノファブリケーション材料開発拠点」「第３世代太陽電池材料開発セ

ンター」）等の名前を付与すること。 

 

【ハブ拠点】 

○ １つの機関から応募できるハブ拠点に関する提案は１件とし、ハブ拠点とサテライト拠点の両

方への提案は認めない。 

○ 拠点長を補佐して拠点運営を総括する拠点マネージャーを設置し、その下に、分野・機能別に



 
 

4 

研究グループを統括するグループコーディネーターを設置すること。 

○ 拠点マネージャーは、他のハブ拠点及び各サテライト拠点との連絡・調整窓口として、本事業

終了後もプロジェクト計画遂行に継続的に参加すること。 

○ グループコーディネーターを中心とした各研究グループは、サテライト拠点の研究成果・技術

シーズの実用化を加速する技術協力や研究支援等を行うために必要なポテンシャルを有すること。 

○ 他のハブ拠点と連携し研究基盤ネットワークの中心機関として、全体をとりまとめる統括・運

営機能を担うこと。 

統括・運営機能の例 

・ 運営委員会の開催等、本事業参画機関の取りまとめ 

・ 本事業により整備された機器・装置等の利用希望者の相談窓口 

・ ウェブサイトの運営等本事業に関する情報収集・発信 

・ ワークショップ、シンポジウムの開催等による本事業関係研究者のネットワーク構築 

・ 各種スクール等の開催による人材育成  等 

○ 独自の研究ポテンシャルを活用し、共通的な基礎課題に取り組むとともに、大きな技術革新の

シーズの創出に向けた研究開発を推進すること。 

○ アンダーワンルーフ型のオープンラボ（サテライト拠点等の研究者が滞在・交流しながら研究を

実施できるスペース）を設けること。 

○  外部利用者による機器の利用を積極的にサポートする仕組み（技術支援体制等）を構築するこ

と。 

    

【サテライト拠点】 

○ 拠点長を補佐して、個別の研究成果の加速に向けて責任を持つ研究グループリーダーを設置す

ること。 

○ 既に低炭素社会構築に向けた優れた研究成果・技術シーズを創出しており、その研究成果・技

術シーズの実用化を加速する提案となっていること。 

 
（３）実施計画策定にあたっての留意点 
【ハブ拠点・サテライト拠点共通】 

○ 研究ネットワークを構築する１機関という位置づけを踏まえて、拠点機能の特徴を具体的に明

記すること。 

○ プロジェクト計画の遂行には、当該機関が所有する既存の研究装置と既に共用に供されている

研究設備・機器も可能な限り活用すること。 

○ 提案書の装置リストに計上されていない装置・システムに関しては、本予算で購入経費の負担

は行わない。 

○ 装置の設置場所を明示すること。 

○ 今後５年間（Ｈ２２年度～Ｈ２６年度）の当該拠点を中心としたプロジェクト計画（人員計画、

資金計画等）について記載すること。 

○ ネットワーク外部の研究者に広く装置の利用機会を提供するための方策（装置運用の円滑化に

資する個別・具体的な仕組み（利用料金の課金制度等含む））について記載すること。また、既

に当該機関において、装置の共用化に関する利用料金の課金制度が整備されており、その制度を
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活用する場合には、当該制度の概要及びこれまでの運用実績等を記載すること。 

○ プロジェクト計画の推進により各拠点が有する研究成果・技術シーズが実用化された場合に期

待される温室効果ガス削減効果及び経済効果についても十分に考慮・検討し、提案書に明記する

こと。 

【ハブ拠点】 

○ 整備する装置を選定するにあたり想定したサテライト拠点への技術協力や研究支援の内容を

具体的に記載すること。 

○ 設定した共通基礎課題の必要性、有効性を記載すること。 

○ ハブ拠点における個々の研究成果・技術シーズについて、本プロジェクト計画での実用化の加

速により見込まれる成果を明記すること。 

【サテライト拠点】 

○ 当該研究成果・技術シーズの実用化に向け、現状から技術移転までの想定されるシナリオ（共

同研究、技術移転先の候補となる企業名等を含む。）を記載すること。 

○ 本プロジェクト計画での実用化の加速により見込まれる成果を明記すること。 

○ ハブ拠点に対して想定される連携課題、連携形態を具体的に記載すること。これについては、

ハブ拠点が提供する支援機能を＜微細加工・試作＞、＜評価・計測＞、＜材料創製＞、＜その他

（任意設定）＞と仮定した上で、記載すること。 

 

（４）提案書類の様式 

①提出書類チェックシート及び提案書類の様式が準備されていますので、日本語で提案書類を作成し

て下さい。 
② 提案書類の様式は、文部科学省のホームページ（http://www.mext.go.jp/）及び科学技術振興機構

（ＪＳＴ）のホームページ（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh21-11.html）からダウンロードす

ることができます。ただし、ファイルの形式はWord2003、PDFとなっています。 
③１つの機関がサテライト拠点について複数の提案を行う場合には、提案ごとに提案書類を作成して

下さい。 
④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。 
⑤提案書類には通し番号（表紙から１／○とし、以降２／○、３／○とする通しページ、○には総ペ

ージ数を記入）を右下に必ず打って下さい。ただし、チェックシートは除きます。 
⑥必要に応じて、適宜、図表を用いて説明してください。 
⑦提案書類については、送付・持参の場合は、正本１部と提案書類の PDF ファイルの CD を提出願

います。なお、その際に両面印刷は認められません。 
⑧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。 
⑨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）提出書類 

①以下の書類を提出して下さい。 
・ 提出資料チェックシート １枚 
・ 提案書類  電子メールによる場合は提案書類の PDF ファイルを送信し、送付（郵便、宅配便等）・

持参の場合は正本１部と提案書類の PDF ファイルの CD を送付して下さい。 
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②提出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。 
③一度書類を受領した後の修正（差し替え含む）は、一切お断りいたします。 
④提案書類は返却いたしません。 
⑤提案書類については、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

する秘密は厳守いたします。 
⑥申請は、拠点長が行って下さい。 
⑦プロジェクト計画遂行上、生命倫理及び安全の確保に関し、代表者が所属する機関の長等の承認・

届出・確認等が必要な場合については、必ず所定の手続きを行っておく必要があります。（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） 

⑧プロジェクト計画遂行上、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。 
 
（６）提出方法 

①提出書類の提出は１課題１回で、提出方法は以下の３通りのいずれかとします。 
◇電子メール 
・ 提案１課題につき送信１回で送付して下さい。 

送信メールの題目（Subject）は、【低炭素社会研究基盤ネットワーク公募○○】とし、

co2ask@keytech.jst.go.jpあて送付してください。（※○○の部分には、ハブ拠点について提出する

場合は「ハブ拠点」と、サテライト拠点について提出する場合は「サテライト」としてください。） 
・ 添付ファイル名は、研究開発課題名（の一部）を付けて下さい。 
・ 罫線等のズレを防ぐため、必ず PDF 形式のファイルで送信して下さい。 
・ ファイルサイズは 3MB 以下としてください。 
・ 募集締切後、１週間以内で受領通知を送信者に対してメールにて返信いたします。提案書類上

に記載されている事務連絡担当者の宛先ではありませんので、ご注意下さい。 
◇送付（郵便、宅配便等） 
・ 簡易書留、宅配便等で送付願います。 
・ 送付中の事故等について、当方では責任を負いかねます。 
・送付後、様式１のみを、co2ask@keytech.jst.go.jp までお送りください。ただし、受付は提案書類  

１式の到着時となりますので、到着締め切り時刻を厳守ください。 
・募集締切後、１週間以内で受領通知をメール送信者に対してメールにて返信いたします。提案

書類上に記載されている事務連絡担当者の宛先ではありませんので、ご注意下さい。 
◇持参 
・ 平日１０：００～１７：００（１２：００～１３：００を除く）に持参願います。なお、 終

日（４月２日）は１４：００までといたします。 
・募集締切後、１週間程以内で受領通知を提案書類上に記載されている事務連絡担当者に対して

メールにて返信いたします。 

・ 受付 終日は混雑が予想されますので、時間に余裕をもって御持参願います。なお、受付時間

終了後の受付は一切できませんので、あらかじめ御了承下さい。 

②パンフレット等の冊子など電子メールで送信できない書類がある場合や、電子メールの容量が

mailto:co2ask@keytech.jst.go.jp
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3MB を越える場合は、「送付」または「持参」で提出して下さい（その場合のパンフレット等は、

２０部ご用意下さい）。 
③ファクシミリによる提出書類の提出は受け付けられません。 
④「電子メール」と「送付」を組み合わせるなどの、２通り以上に分けての提出はお断りいたします。 

 
（７）提出締切及び提出先 

提出締切は、提出方法により以下の通りとします。 
・ 電子メールの場合：平成２２年４月２日（金）（当日１４時必着） 
・ 送付の場合 ：平成２２年４月２日（金）（当日１４時必着） 
・ 持参の場合 ：平成２２年４月２日（金）（当日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。また、申請書類に不備等がある場

合には、審査対象とはなりませんので、公募要領を熟読のうえ、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。 
 
提出先は、以下のとおりです。 
独立行政法人 科学技術振興機構 研究振興支援業務室 低炭素公募係  

 

〒１０２－００７３ 東京都千代田区九段北４－１－７ 九段センタービル６階 

TEL ：０３－５２１４－７９９０（直通） 

E-mail：co2ask@keytech.jst.go.jp  
 
 
８．採択機関の選定方法等  
（１）審査検討会の設置 

   文部科学省は、外部有識者からなる審査検討会を設置し、提出された提案書類による書類審査（第

１次審査）ならびに拠点長予定者、拠点マネージャー予定者、研究グループリーダー予定者等から

のヒアリング審査（第２次審査）の二段階審査の結果を踏まえて、採択拠点を決定します。 

 

（２）拠点選定に向けた審査基準の決定と審査の実施 

   審査検討会において、拠点選定に向けた評価項目に基づく審査基準を決定し、書面審査及び面接

審査を実施します。なお審査の過程において、審査検討会は、拠点構想、装置・機器整備計画等に

ついて改善すべき点があると判断した場合、採択の要件として改善点と計画変更案を示すことがあ

ります。 

  また、すべての審査終了後、すべての提案に対し、事務連絡担当者を通じ採択または不採択の結

果を通知します。選考の経過は通知しません。また、お問い合わせにも応じられません。 
なお、第１次審査を通過しなかった提案に対しては、第１次審査終了時にその結果のみ通知いた

します。 
 

（３）拠点選定に向けた評価項目 

環境技術の実用化を加速させるための研究構想、及び、装置の共用化推進に関する取組、装置を

維持・運用していくための後年度負担に関する計画を評価項目とします。 



 
 

8 

【ハブ拠点、サテライト拠点共通】 

○  研究ネットワークを構築する１拠点として、拠点間の連携が活性化するような具体的かつ実施可

能な拠点計画が立案されているか。 

○ 適切な装置の導入計画が提案されているか（重複排除の確認含む）。 

○ 装置の運用・維持に関して、適切な資金計画が提案されているか。 

○ 機関内・機関外の研究者に装置の利用機会を提供する制度が整備されているか。また、利用料金

を課金する場合は適当な水準であるか。 

【ハブ拠点】 

○ サテライト拠点からのニーズに対応できる研究ポテンシャルを有するか。 

【サテライト拠点】 

○ ハブ拠点と効果的に連携し、実用化を加速する提案となっているか。 

 

（４）重複提案の制限 

提案が次のいずれかに該当する場合は、審査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。 

① 同一機関がハブ拠点として２件以上提案している場合 
② 同一機関がハブ拠点とサテライト拠点の双方に提案している場合 

 
 
９．実施の細目  

（１）経理業務の管理 

本事業の経理については、他の経理と明確に区別し、その収入及び支出の内容を記載した帳簿を備

え、その収入及び支出に関する証拠書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を、当該契約を締結

した年度の翌年から５年間保存することとします。 

 

（２）経費の不正使用及び不正受給に対する措置等 

本事業の実施に関する経費の不正な使用及び不正な受給（以下、「不正使用等」という。）に対する

措置については、以下のとおりとします。 

① 経費の不正使用等が認められた場合の措置（契約の解除・変更、委託費の返還について） 

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

部の返還を求めるとともに、その旨を公表します。 

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）」に基づく措置 

研究費の不正使用防止に関する研究機関の取組については、「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）」（平成１９年２月１５日文部科学大臣決定）に基づき、各研

究機関は、課題が採択された場合、契約締結時までに、標記ガイドラインに基づく研究費の管理・

監査体制の整備、及びその実施状況等についての報告書を提出する必要があります。（実施状況報

告書の提出がない場合には、研究の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、事業開始までに文部科学省科学技術・学術政策

局調査調整課競争的資金調整室に、e-Rad を利用して、報告書が提出されていることが必要です。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/1284645.htm 
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ただし、平成２１年４月以降、別途の事業の応募等に際して報告書を提出している場合は、今回

新たに報告書を提出する必要はありません。 

報告書の提出の後、必要に応じて、文部科学省による体制整備等の状況に関する現地調査に協力

を頂くことがあります。 

また、報告内容に関して、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。 

 

（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、経費の不正使用等又は研究

活動の不正行為により申請及び参加の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、本事業への申請及び参加を制限します。 
 

※具体的に対象となる制度については、以下のホームページを確認して下さい。 

http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/06ichiran.pdf 
 

平成２０年度以前に終了した制度につ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、研究を実施した場合には、研究費の配分の停止や、研究費の配分決

定を取り消すことがあります。 

 

（５）採択された課題に関する情報の取扱い 

ハブ拠点及びサテライト拠点の選定を終了した段階で、採択予定機関名、拠点名、拠点長名、拠

点構想の概要等については、「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４

２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、適当な時

期に文部科学省のホームページ等において公開します。 

 

１０．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２２年 

・ ３月８日（月） 公募開始 

・ ４月２日（金） 公募締切 

・ ～４月中旬（予定） 審査 

・４月下旬～（予定） 委託契約締結 

 

 

１１．問い合わせ先  

 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。 

緊急の場合を除き、できるだけメールでのお問い合わせをお願いいたします。 
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＜制度に関する問い合わせ＞ 

文部科学省 研究振興局 基礎基盤研究課 ナノテクノロジー・材料開発推進室 担当：齋藤、片山 

〒１００－８９５９ 東京都千代田区霞ヶ関３－２－２  

電話：０３－５２５３－４１１１（代表） ０３－６７３４－４１００（直通） 

E-mail：nanozai@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 研究振興支援業務室 担当：森塚、保坂 

〒１０２－００７３ 東京都千代田区九段北４－１－７ 九段センタービル６階 

電話 ：０３－５２１４－７９９０（直通） 

E-mail：co2ask@keytech.jst.go.jp  


