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Ⅰ．公募のねらい 

研究内容 

次節の元素戦略の考え方を十分に体現する、大学、研究開発を業務とする独立行政法人や民間企業等

で行うにふさわしい、挑戦的な科学的探求を伴う基礎研究とします。 

研究体制 

研究を推進するとともに、研究グループに参画する若手の研究者を育てていくことも目的とします。

研究者の育成に配慮した体制での応募を歓迎します。 

研究期間 

平成２１年度から原則平成２５年度まで（ 長５年間）とします。また、目的目標の科学的意義が明

確でありながらきわめて挑戦的で難度が高い課題については、フィジビリティスタディとして採択し、

平成２３年度に研究の評価を行い、継続の是非・規模の拡大・縮小等を検討します。十分な成果が期待

できないと評価された課題は同年度で中止し、規模を拡大して継続すべきとの判定を受けた課題につい

ては、次年度以降の予算額を増額します。 

研究領域 

本プロジェクトは、基礎から実用化まで展開できる支援体制を確立して効果的な研究開発を実施する

ため、公募段階から独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（以下、NEDO技術開発機構）「希

少金属代替材料開発プロジェクト」と連携して進めることとしています。NEDO技術開発機構のプロジェ

クトについてはNEDO技術開発機構のホームページ（https://app3.infoc.nedo.go.jp/informations/koubo/k
oubo/EF/nedokoubo.2009-03-17.0265284407）をご覧ください。 
なお、NEDO 技術開発機構のプロジェクトにおいては、特に緊急性の高い３つの元素を具体的に特定し

て研究を推進することとしております。それらの元素は、基盤的であって完全代替や使用量の大幅削減

を目指す研究であるならば、本プロジェクトにおいても対象となり得ます。 
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Ⅱ．元素戦略の考え方 

１． 背景 

１.１. 「元素戦略」の概念 

「元素戦略」を も端的に表現するならば、「元素の持つ特性を深く理解し活用する、元素多様性の

発掘と物質創造である」ということができます。 
また、「元素戦略」は、「物質・材料の特性や機能を発揮する元素に着目して研究を進め、それを踏ま

えて新しい材料の創製に挑戦する」ものです。 
そして、「元素に焦点をあて、サイエンスに基づき、新たな物質材料科学の基礎を築く」ことを目指

します。 
従来の材料研究の成果も踏まえ、新しい材料研究を切り開いていくことを目指すのが「元素戦略」の

大の目的です。 
材料を構成する元素の働きや相互作用を科学的により深く理解することができれば、材料設計におい

ても、試行錯誤から脱却した、新しい方法が見出せる可能性があります。 
言葉を換えるならば、「物質・材料の特性・機能を決める元素の役割を解明し利用する観点から材料

研究のパラダイムを変革し、新しい材料の創製につなげる研究である」ということができます。 

１.２. 「元素戦略」の趣旨 

この「元素戦略」の考え方は、従来の材料研究から脱却し、将来に向けて、新しい材料研究を進めて

いこうとする問題意識から提唱されたものです。 
従来、材料研究・材料開発においては、合金元素を添加することで金属材料の強度や耐食性を高める

ことや、材料に貴金属を添加することにより化学的反応性を著しく向上させることなど、希少元素の添

加が有力な方法として広く行われてきました。 
しかし、このような技術開発においては、添加元素による機能向上のメカニズムが必ずしも明らかで

なくても、工業的な有用性から経験的に元素が利用される傾向があったことは否定できません。 
確かに、材料を構成する元素を原子レベルで分析することが困難であった段階においては、無数の元

素の組み合わせとその物質の特性評価を数多く繰り返すことで、材料の性能の向上を図ることが行われ

ていました。 
しかし、添加元素の機能向上メカニズムが理解されていなければ、使用条件や要求特性の変化に対応

した材料の改良を迅速に行うことはできません。さらに、長期間、超高温、超高圧などの実験では簡単

に再現できない環境下での材料特性などについては、材料を構成する元素による機能発現のメカニズム

が科学的に理解されなければ、予測すら困難です。このような物質・材料の特性や機能を発揮する元素

に着目した研究は、機能から材料を設計するという、より根源的かつ高い次元の視点が必要な研究であ

り、材料研究のパラダイムを変革しうる重要なものです。 
元素の組み合わせを繰り返すことで結論を求めていく方法では、資源生産性は低いままであり、より

高度な材料の信頼性、安全性を獲得するために、材料を構成する元素の特性に立脚した材料設計の基礎

となる科学的知見が求められます。 
機械的特性、化学的特性、電気的特性、磁気的特性、光学的特性など材料の特性・機能は多岐にわた
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り、かつ相互に関連しあっており、これらの特性の発現に関わる元素の組み合わせと発現のメカニズム

を理解することは、極めて困難で挑戦的な課題です。 
しかし、これまでのナノテクノロジー・材料研究の中で、材料の機能や特性を追及し、特定の元素の

働きに着目したアプローチが少なからずなされています。例えば鉄鋼材料では、Ni や Mo といった合金

元素添加によらなくても、結晶粒の微細化によって強度や靱性を向上させることができます。また、磁

石の保磁力に界面での結晶方位関係が重要であることもわかってきました。希少元素で構成する触媒に

よらず、ナノテクノロジーを活用し、豊富に存在し安価な元素で高活性触媒をつくる試みも数多くなさ

れています。 
様々な形で進められている材料研究の切り口として「元素戦略」を提起し、金属、セラミックス、半

導体、高分子材料などの多様な材料研究の知恵を結集していくとともに、物理や化学などの基礎学問を

も取り込んだ、融合的な研究分野の構築が重要と考えられます。 
一方、近年の社会科学研究により、パソコンや携帯電話など廃小型家電に、我が国の年間消費量に遜

色のない著しい量の希少金属が含まれることが明らかになりました。このような「都市鉱山」を活用す

ることで、希少金属の有効利用が期待されます。元素戦略は、希少金属を使わない技術だけではなく、

希少金属を有効に使う技術でもあり、その観点から、希少金属を回収する技術を包括的に元素戦略とし

てとらえていきます。 

１.３. 「元素戦略」として推進されるべき研究 

「元素戦略」として推進されるべき研究は、材料特性のデータの不足部分を補うものや、データの数

を増やし材料の特性を示す経験式を新たに作るものではありません。さらに未知の元素を探査すること

でもありません。 
「元素戦略」として推進されるべき研究とは、従来の経験的な元素利用ではなく、材料の特性を担う

元素に着目し、その元素のもつ多様性と他の元素や材料系に及ぼす相互作用の面から見直すものです。

結果として、「元素戦略」は、材料研究の新しい展開につながることが期待されます。 
このような原子や分子レベルからの材料の機能や構成元素の相互作用に関する研究において、重要な

役割を果たすのが、ナノテクノロジーです。ナノスケールの粒子や界面での現象の理解、その解析技術、

制御技術なくしては、物質・材料の特性や機能を発揮する元素に焦点をあてることはできません。元素

戦略は、ナノテクノロジーを武器として、特定の元素の働きを探究し、材料の機能や特性を追及する、

材料科学の新たな方法論です。 

２． 研究開発の内容 

「元素戦略」は、物質・材料を構成し、その機能・特性を決定する元素の役割・性格を研究し、物質・

材料の機能・特性の発現機構を明らかにすることで、希少元素や有害元素を使うことなく、高い機能を

もった物質・材料を開発すること、および材料設計技術の徹底的な活用により従来材料を超えた機能を

有する革新的新材料を開発し、あるいは既存材料の新機能を創出することを目的とするプロジェクトで

す。具体的には、①豊富で無害な元素あるいは物質による代替材料の研究、②戦略元素の有効機能の高

度活用、③元素有効利用のための実用材料設計技術、という研究の切り口が考えられます。 

① 豊富で無害な元素あるいは物質による代替材料の研究 

希少元素をできるだけ豊富で環境や生態に害を与えない元素あるいは物質で代替する研究です。こ
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の代替とは、化合物の結晶構造を変えずに希少元素を他の元素で置換するのではなく、希少元素が担

う機能を、他の独特の構造や組織で代替するものです。材料の構造に特長を持たせる他に、材料を構

成する結晶の方位やサイズ、析出物の表面・界面を制御することで目的機能を発現させるものです。

代替物質は金属元素に限らず、例えば、無機材料、有機材料、錯体などであってもよく、その行程が

きわめて挑戦的で、アプローチそのものに開発要素があっても構いません。 

② 戦略元素の有効機能の高度活用 

機械的性質、化学的性質、電気的性質、光学的性質などの材料の特性を決める特定元素の役割を解

明し、その機能限界を追求し、元素を効率的に利用する技術を開発するものです。これによって、機

能発現の必須成分、その量的 小限発現単位を明らかにし、希少元素の使用量の大幅低減が期待され

ます。また、元素のもつ有効機能の活用研究を通じて、新しい機能の発見や新機能材料の開拓なども

期待されますが、その目的とする新機能により希少元素あるいは従来物質の機能を代替する思想が求

められます。 

③ 元素有効利用のための実用材料設計技術 

材料の 高機能を必ずしも追求したものではなく、必要機能を 小限満たし、その材料創製に関わ

る資源・エネルギー・環境負荷のミニマム化をはかる技術です。材料の製造プロセスや使用環境にお

いて、環境に調和した資源循環型社会を念頭においた材料設計技術も含まれます。また、物質・材料

が必要とされる役割を達成するための機能設計や、計算機マテリアルデザインによる解析と設計など

も考えられます。実用材料では、さまざまな機能を同時に満足することが求められ、その満たすべき

機能同士が、特定の手法で達成できず二律背反の場合もあります。このような場合、別の手法で満た

すべき機能を達成する必要があり、どの手法が も効果的か、あらかじめ設計できるようにする技術

です。 

一方で、将来の社会の姿を考えた場合、希少金属が全く使われないという状況がすぐに実現できる

とは考えにくいところです。すなわち、希少金属の有効活用という視点からは、希少金属を用いない

材料の開発のみならず、希少元素を有効利用する目的で一定量安定に確保するための技術開発を並行

的に行っていくことが不可欠と考えられます。 

この観点から、本公募においては、次の３課題について公募を行います。 

(1) 希少元素を豊富で安価な元素で代替する材料設計 

 － 豊富で安価な元素利用による組織・成分設計で希少元素を使わない － 

・ リサイクルしやすい元素を活用した材料・構造設計 
・ 希少元素・有害元素をリサイクルが容易で、安価で豊富な元素で置き換える技術や、ナノレベ

ルで構造を制御することで使用量を大幅に減らす技術 
・ 触媒、光、エレクトロニクス、電池、強度靱性など、目的とする材料機能や性能の実現に必要

な成分設計技術の確立 

 (2) 効率的高選択性希少元素分離濃縮技術開発 
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－ 低品位鉱等から効率的に希少元素を分離・濃縮し、回収・再利用するための研究開発 － 

・ 日本国内に蓄積されリサイクルの対象となる所謂「都市鉱山」から、膜・触媒・イオン交換材

料等により、高い選択性でイオンや有用物質等を分離する技術の開発 
・ 希少元素を回収してリサイクルするための効率的な精錬プロセス 
・ 希少元素を含む対象物から迅速に目的の元素を分別する方法の開発 

 

(3) 希少元素を分離・再添加せずに有効利用することを前提にした材料設計 

－リサイクルや低品位原料使用を前提とした材料設計－ 
 
・ 不純物となる元素が入っていても機能する材料の開発 
・ 不純物となる元素を含む低品位の材料を積極的に利用する技術の開発 
・ 材料加工の過程における析出・組織形成を制御し、希少元素を有効利用する技術開発 

 
また、今年度の公募においては、目的目標の科学的意義が明確でありながらきわめて挑戦的で難度が

高い課題については、中間評価までの期間をフィジビリティスタディとして採択し、中間評価によって

継続の是非・規模の拡大・縮小等を検討します。 

Ⅲ．公募要領の詳細 

「元素戦略」は、競争的研究資金制度である文部科学省の委託事業「キーテクノロジー研究開発の推

進『ナノテクノロジー・材料を中心とした融合新興分野研究開発』」の枠組みの中で実施されるプロジ

ェクトです。 

１． 事業期間 

契約締結日を始期とし、終期は平成２５年度末（平成２６年３月）を限度とします。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。 
また文部科学省の設置する評価委員会により、平成２３年度に中間評価を行い、継続の是非・規模

の拡大・縮小等を検討します。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。中間評価により規模を拡大して継続すべきとの判定を受け

た課題については、中間評価結果と予算状況を勘案して次年度以降の予算額を増額するものとします。 
さらに事業終了後に事後評価を行います。評価結果は公開することとしています。 

２． 事業規模 

（１）実施予定額 

平成２１年度は事業全体で計約１．０億円（見込み）を予定しています。平成２１年度の１課題あた

りの委託額は年間２千万円～４千万円（間接経費含む）程度を想定しています。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、２－３年目は上記想定額を前提に、
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４－５年目は中間評価において規模を拡大し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規模を拡大し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）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、間接経費で手当します。 
間接経費の取扱いについては、別表１および「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針（平成

１３年４月２０日競争的資金に関する関係府省連絡会申合せ）」（別表２）を参考にしてください。間

接経費は直接経費の３０％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。 

３． 応募方法 

大学あるいは独立行政法人等の研究機関（学あるいは官）または民間企業等の機関（産）に属する研

究者は、これらの機関からなる「研究チーム」を組織してチームリーダーとして応募することができま

す。チームリーダーの所属機関を「中核機関」とします。 
「研究チーム」への参加形態としては、文部科学省と委託契約を締結し研究を実施する機関（受託機

関）、委託契約を締結せず、研究実施主体ともならずに、受託機関に対しアドバイス等を行うために参

画する機関（アドバイザ機関）があります。民間企業等機関（産）が受託機関あるいはアドバイザ機関

として研究チームに参加する形態は必須ではありませんが、技術の完成イメージの現実性・実現性を担

保するため、 低限、民間企業等機関の運営会議等への参加が求められます。 
チームリーダーの条件としては、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経験を有していることが望まれます。

また、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さなくなること等の事情がない者である必要があります。 
中核機関はチームリーダーのリーダーシップを支え、研究チーム全体の開発が順調かつ円滑に推進さ

れるための中心的な役割を担っていただきます。また中核機関以外の機関の研究者等が研究チームに受

託機関として参加される場合は当該研究者が所属する機関を「参画機関」として位置づけることとし、

中核機関と綿密な連携を図りつつ開発を推進していただきます。 
なお、受託機関は国内の研究機関でなければならず、国立試験研究機関（一般会計の機関）、個人研

究者は対象となりません。 
受託機関及びアドバイザ機関については、第２年次以降に加わる予定であっても、応募時の提案書に

漏れなく記載してください。研究範囲の拡張等の理由により、提案書に記載のない機関を受託機関に加

える必要が生じた場合、当該受託機関に分担させる業務を明示した上で、当該機関を公募により選定す

ることとなります。応募時の提案書に記載されたアドバイザ機関は、研究推進期間中に新たに委託契約

を締結することにより受託機関となることができます。研究推進期間中にアドバイザ機関を加えること

は任意ですが、追加されたアドバイザ機関は公募を経ずしては受託機関となることはできません。 
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４． 応募 

（１）応募に関する文部科学省事業と NEDO 技術開発機構事業との関係について 

両プロジェクトについては、基礎から実用化まで展開できる支援体制を確立し、効果的な研究開

発を実施するため、両機関連携して事業を行います。公募についても両機関連携の下で実施します。

提案される方は、本プロジェクト及び、NEDO技術開発機構「希少金属代替材料開発プロジェクト（対

象鉱種追加分）」の公募要領もご参照いただき、ご自身の提案内容が合致していると思われるいず

れか一方のプロジェクトにご応募ください。 
本プロジェクトについては、基礎から実用化まで展開できる支援体制を確立し、効果的な研究開

発を実施するため、両機関は連携して事業を行います。公募についても両機関連携の下で実施しま

す。提案者は、文部科学省実施事業「元素戦略プロジェクト」及び、NEDO 技術開発機構実施事業「希

少金属代替材料開発プロジェクト（対象鉱種追加分）」の公募案内をご参照頂き、ご自身の提案内

容が合致していると思われるどちらか一方のプロジェクトにご応募下さい。文部科学省及び NEDO

技術開発機構は、頂いた提案について情報を共有します。さらに、この両者で協議した結果、提案

内容が、応募頂いたプロジェクトの主旨と異なり、他の一方のプロジェクトの主旨に合致すると思

われる場合など、必要があれば提案者に助言するとともに、他方のプロジェクト枠に再提案して頂

く機会を設けます。ただし、 終的な再提案の判断は各提案者に委ねられます（（注）再提案する

場合、提案を書き直す期間は短期間になりますので、ご留意ください。）。提案の振り分けが終了し

た後、各機関にて審査を行いますが、 終結果は両機関合同で発表します。 

（２）電子公募システム 

平成２１年度の研究提案は、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）により行っていただきます。

（「５．電子システムを利用した公募について」を御参照下さい。）e-Radの利用に当たっては、事前

に、所属機関及び研究者の登録が必要となります。登録方法についてはe-Radポータルサイトを参照

して下さい。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

きを行って下さい。一度登録が完了すれば、文部科学省及び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、文部科学省及び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。 

（３）不合理な重複・過度な集中に対する措置 

① 不合理な重複に対する措置 
研究者が、同一の研究者による同一の研究課題（競争的資金が配分される研究の名称及びその内

容をいう。）に対して、国又は独立行政法人の複数の競争的資金が不必要に重ねて配分される状態で

あって次のいずれかに該当する場合、本制度において、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（以下、「採択の決定の取消し等」という。）を行うことがあります。 
・ 実質に同一（相当程度重なる場合を含む。以下同じ）の研究課題について、複数の競争的資金

に対して同時に応募があり、重複して採択された場合 
・ 既に採択され、配分済の競争的資金と実質的に同一の研究課題について、重ねて応募があった

場合 
・ 複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合 
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・ その他これに準ずる場合 
なお、本制度への申請段階において、他の競争的資金制度等への提案を制限するものではありま

せんが、他の競争的資金制度等に採択された場合には速やかに本制度の事務担当に報告してくださ

い。この報告に漏れがあった場合、本制度において、採択の決定の取消し等を行う可能性がありま

す。 
② 過度の集中に対する措置 

  本制度に提案された研究内容と、他の競争的資金制度等を活用して実施している研究内容が異な

る場合においても、当該研究者又は研究グループ（以下、「研究者等」という。）に当該年度に配分

される研究費全体が効果的・効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内で使い切れない程の

状態であって、次のいずれかに該当する場合には、本制度において、採択の決定の取消し等を行う

ことがあります。 
・ 研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合 
・ 当該研究課題に配分されるエフォート（研究者の全仕事時間に対する当該研究の実施に必要と

する時間の配分割合（％））に比べ過大な研究費が配分されている場合 
・ 不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合 
・ その他これらに準ずる場合 
 このため、本制度への提案書類の提出後に、他の競争的資金制度等に申請し採択された場合等、

記載内容に変更が生じた場合は、速やかに本制度の事務担当に報告してください。この報告に漏れ

があった場合、本制度において、採択の決定の取消し等を行う可能性があります。 
③ 不合理な重複・過度の集中排除のための、提案内容に関する情報提供 
 不合理な重複・過度の集中を排除するために、必要な範囲内で、応募（又は採択課題・事業）

内容の一部に関する情報を、府省共通研究開発システム（e-Rad）などを通じて、他府省を含む他の

競争的資金制度等の担当部門に情報提供する場合があります。また、他の競争的資金制度等におけ

るこれらの確認を行うため求められた際に、同様に情報提供を行う場合があります。 

（４）所属機関の同意 

チームリーダー及び全研究参画者は、研究開発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、チームリーダー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。 

ただし、当該同意については採択時に必要に応じ確認できればよく、e-Rad による応募における

所属機関の同意の入力は必要ありません。 

（５）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」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。 
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５． 提案書の作成と提出 

平成２１年度の研究提案は、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）により行っていただきます。e
-Rad の利用に当たっては、事前に所属機関及び研究者の登録が必要となりますのでご注意ください。

所定の様式に従った提案書及び提出書チェックシートを日本語で作成し、提出期限までに e-Rad にアッ

プロードしてください。 

提出締切 

平成２１年５月２５日（月）１４時（e-Radによる受付期限日時） 

５.１.  審査方法 

第１次審査（書類選考）と第２次審査（面接選考）により採択課題の選考を行います。 
応募提案においては、まず研究開発の目標を示し、従来研究の総括に基づき現状技術の課題を明示し、

その課題を解決する方法（シーズ）を提案し、期待される成果を紹介していただきます。 
審査の際には、要素研究あるいは理論的検討の確かさ、依って立つ技術シーズの妥当性・新規性、期

待される科学的インパクトの大きさを特に重視して厳しく勘案し、加えて研究開発の意義の認識、知的

財産の確保の考え方、成果の実用化による社会的・経済的な影響、実用化の視点をも評価します。実用

化の視点は具体的目標を明示する必要はありませんが、民間企業の目から見て妥当性のある将来の活用

シナリオを示していただきます。また、プロジェクト研究としての展望に加え、副次的効果としての基

盤技術醸成等の波及効果、知的財産創出方針、人材育成等の期待効果についても提示していただきます。

具体的審査項目は次の通りです。 
① 研究開発の内容 
② 研究開発の独創性、優位性 
③ 研究開発の実施体制 
④ 研究開発計画の適正性 
⑤ 人材育成の期待効果 

５.２.  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２１年 

・ ４月１５日（水） 公募開始 
・ ４月２４日（金） 公募説明会 
・ ５月２５日（月） 公募締切 
・ ７月   （予定）   採択通知 
・ ～８月  （予定） 委託契約、事業開始 

６． 選定方法等 

（１）選定方法 

選定に係る審査は、外部有識者からなる審査委員会において以下の２段階審査を行った上で研究開
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発課題を採択し、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） 
審査委員会において、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、審査委員会によりチームリーダー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すべての提案については、後日審査委員会より不採択

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 

・ 研究開発の技術的要素および手法が明確であり、その達成目標においては、シーズ探索に

視点をおいた研究だけでなく、実用化を見据えた研究開発の方向性が示されていること。 
・ 本研究開発がもたらしうる科学的ブレイクスルーとその科学に与えるインパクトが説明

されていること。 
・ 期待される技術革新と、この技術革新によって社会に与えるインパクトが明記されている

こと。 
・ 当該研究開発成果に基づく実用化・応用研究への進展、他分野研究への展開等に向けた研

究開発終了後の取組みについて、ある程度具体的な方策が示されていること。 

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、世界的に 高水準を目指すものであること。 
・ 提案する技術シーズについて既存論文・特許（従来研究）の調査がなされていること。 
・ 従来研究との比較をベースに、提案研究開発の独創性・新規性・進歩性が説明されている

こと。 

③ 研究開発の実施体制 

・ チームリーダーを中心とした適切なマネージメントの下での、責任ある体制の構築の見通

しが示されていること。 
・ チームリーダーが、参画機関及び研究参画者を束ねて、成果創出に向けた研究開発を推進

するだけの能力を有し、適切にプロジェクトを管理できる体制の構築の見通しが示されて

いること。 
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・ 分野を超えた研究者間の双方向の研究の取組の構築についての明確な見通しが示されて

いること。 
・ 中核機関以外の機関が参画する場合は、参加するそれぞれの機関の役割が明確であり、か

つ、機関間が有機的に連携し、一体的な取組が行われていること。 
・ 民間企業等の実用化に向けた協力が得られる連携体制が構築されていること。 
・ アドバイザ機関の役割が定義されていること。 

④ 研究開発計画の適正性 

・ 達成目標の実現に向けた研究開発計画が、具体的かつ明確に定められていること。 
・ 具体的な達成目標の水準が、研究経費、実施期間、国際競争の観点から適切なものである

こと。 

⑤ 人材育成の期待効果 

・ 研究開発を実施する上で、若手研究者の育成の方針と進め方が具体的に計画されているこ

と。 
・ 人材育成を通じた元素戦略のコンセプトの普及に資する活動・体制の考え方が具体的かつ

明確に定められていること。 
・ 若手研究者の育成を通じて、プロジェクトの推進に期待される効果が明確に示されている

こと。 
・ 若手研究者のキャリアパスについての考え方が示されていること。 

７． 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）に委託しており、公募、審査および運営に際

しては、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（ナノ材室）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。 
課題の推進運営にあたっては、プログラムディレクター（PD）及びプログラムオフィサー（PO）

を配置し､より効果的･効率的な制度運用に努めます｡ 
 
※ プログラムディレクターの役割：競争的資金制度におけるマネジメントシステムの向上、プ

ログラムの方針決定、新規プログラムや新規領域設定等 
※ プログラムオフィサーの役割：プログラムの方針（案）の作成、課題採択過程の管理、進捗

状況や予算執行の状況把握、研究計画の変更の提言等 
 

採択された提案の実施においては、以下の点にご留意いただきます。詳細は採択決定後改めて説明

いたします。 

（ア）委員会等の開催 

中核機関においては、チームリーダーのイニシアティブの下、研究開発課題の円滑な推進を図る
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ため、研究の進捗状況及び成果のとりまとめ、研究開発成果の普及、研究開発の運営管理に必要な

連絡調整等を行う研究運営会議を設置していただきます。運営会議は、チームリーダー、各参画機

関から選任される責任者、民間企業委員、外部の有識者（外国人も可能）、PD/PO、ナノ材室担当

者、及び JST 研究振興支援業務室担当者等の他、文部科学省が指定する者で構成し、必要に応じ

適宜開催するものとします。とくに民間企業等機関には、研究の課題、目標、遂行経過が実用材料

開発という究極の目的から見て妥当かどうかについて常に目を光らせていただくことが求められ

ます。 
また、プロジェクトのチームリーダー、PD/PO、およびナノ材室担当者で、プロジェクト全体の

進捗状況の確認と今後の方針を共有する会合（プロジェクト進捗会議）を、必要に応じ開催させて

いただきます。 

（イ）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き、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。 

（ウ）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「プロジェクト成

果報告書」を作成、提出いただきます。 

（エ）シンポジウム等の開催、プレス発表等 

元素戦略と経済産業省が実施する希少金属代替材料開発プロジェクトとの合同で、年一回シンポ

ジウムを開催します。また各プロジェクトごとのシンポジウムやプレス発表等については、成果の

普及の観点から必要に応じて実施していただきます。 

（２）事後評価 

プロジェクト終了の年度末から次年度前半の間に、有識者（文部科学省ナノテクノロジー・材料委

員会）による事後評価があります。これに向け、各プロジェクト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、成果概要、プロジェクト成果報告書を作成いただきます。文部科学省がナノテクノ
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ロジー・材料委員会にプロジェクト成果報告書をもって研究完了の報告を行い、研究計画概要、成果

概要はその後速やかに、プロジェクト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）府省共通研究開発管理システム（e-Rad）からの政府研究開発データベース*への情報提供等 

文部科学省が管理運用する府省開発共通研究管理システム（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。 
 
※ 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、総合科学技術会議が、各種情報（研究者、研究テーマ、研究成果等）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。なお、本デ

ータベースは一般公開していません。 

（５）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。 

（６）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づ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。 

８． 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 
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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

提供することにより、他府省を含む他の競争的資金担当課は、所管する競争的資金への申請及

び参加を制限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３参照） 
 

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

の実施状況報告書の提出について 

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ことが必要です。（実施状況報告書の提出がない

場合の研究実施は認められないことがあります。） 

 

このため、下記ホームページの様式に基づいて、契約締結日までに、研究機関から文部科学省科

学技術・学術政策局調査調整課競争的資金調整室に、府省共通研究開発管理システム(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。 

報告書の提出方法の詳細については、下記文部科学省ＨＰをご覧下さい 

 

【ＵＲＬ】 
http://www.mext.go.jp/a_menu/02_b/07101216.htm 
 

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ＨＰに示された提出方法の詳細とあわせ、下記ホームページをご覧ください。） 

 

【ＵＲＬ】 

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

 

ただし、平成２０年４月以降、別途の機会で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。 
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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。 

（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

提供することにより、他府省を含む他の競争的資金担当課は、所管する競争的資金への申請及

び参加を制限する場合があります。 
 

（別表４参照） 

（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。 
 

※ 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/06ichiran.pdf 
また、平成２１年度に新たに公募を開始する制度も含みます。なお、平成２０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）間接経費に係る領収書の保管に係る事項 
 間接経費の配分を受ける研究機関においては、間接経費の適切な管理を行うとともに、間接経費の

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、適切に保管しておくこ
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と。 

９． 提案書の作成・提出方法 

（１）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、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/kouboh21-6.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することがあります

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 提案書類を e-Rad にアップロードした後、提出ボタンを押して文部科学省に提出するまでは修

正（差し替え含む）可能ですが、その後の修正はできません。 
⑦ 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。 
⑧ 提案は、チームリーダーが行って下さい。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。 
⑨ 生命倫理及び安全の確保に関し、チームリーダー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。 
⑩ 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。 

（２）提出方法 

提案書等の提出は、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）により行っていただきます。e-Rad
の利用に当たっては、事前に所属機関及び研究者の登録が必要となりますのでご注意ください。所定

の様式に従った提案書及び提出書チェックシートを日本語で作成し、提出期限までに e-Rad にアップ

ロードし、文部科学省に提出してください。 
提出締切（e-Rad による受付期限日時） 

平成２１年５月２５日（月）１４時 

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。 

１０． 電子システムを利用した公募について 

（１） 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について 
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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愛称で、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。 

（２）e-Rad の操作方法に関する問い合わせ先 

e-Radにおける研究機関・研究者の登録及びシステム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。（元素戦略プロジェクトに関する問い合わせは、文部科学省ナノ材室又

はJST研究振興支援業務室にて受け付けます。） 
○ e-Radポータルサイト：http://www.e-rad.go.jp/ 
○ e-Radヘルプデスク 
対象者：研究機関の事務担当者、研究機関に所属しない研究者  
※ 研究機関に所属する研究者は、研究機関経由でお問い合わせ下さい。 
電話番号：0120-066-877（フリーダイヤル） 
受付時間：午前9:30～午後5:30 ※ 土曜日、日曜日、祝祭日を除く 

（３）e-Rad の使用に当たっての留意事項 

① e-Rad による応募 

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

ウンロードすることができます。利用規約に同意の上、応募して下さい。 

② e-Rad の利用可能時間帯 

（月～金）午前６：００～翌午前２：００まで 
（日曜日）午後６：００～翌午前２：００まで 
土曜日は運用停止とします。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、e-Rad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 

研究代表者として本事業に応募する場合、その研究者が所属する研究機関は応募時までにe-Radに
登録されている必要があります。 
研究機関の登録方法については、e-Radポータルサイトを参照して下さい。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下さい。なお、一度登録が完

了すれば、文部科学省及び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、文部科学省及び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。なお、e-Radでは研究者の所属する研究機関を所属研究機関と称します。 

④ 研究者情報の登録 

研究代表者として本事業に応募する研究者は、研究者情報をe-Radに登録し、e-RadのログインID、

パスワードを取得しておく必要があります。 
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研究者の情報は所属研究機関の事務担当者が登録します。必要な手続きはe-Radポータルサイトを

参照して下さい。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

続きをして下さい。 

４） e-Rad を利用した応募の流れ 

 
１．e-Rad のポータルサイトにアクセス（http://www.e-rad.go.jp/）  

 
 

 

２．e-Rad から研究提案書様式をダウンロード

 
 
 

３．e-Rad に必要事項を入力の上、研究提案書をアップロード

（応募締切日：平成２１年５月２５日（月）１４時） 

４．文部科学省（配分機関）にて受理 
 
なお、提案書のアップロード後は、システムにて提案書受理状況が確認できます。 

（５）e-Rad 使用上の注意事項 

・ 研究提案書類（アップロードファイル）は「Word」又は「PDF」のいずれかの形式にて作成し、

応募して下さい。「Word」又は「PDF」の推奨動作環境については、ポータルサイトを参照して

下さい。 
・ 提案書に貼り付ける画像ファイルの種類は「GIF」、「BMP」、「JPEG」、「PNG」形式のみ

として下さい。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。 
・ アップロードできるファイルの 大容量は3MBまでです。複数のファイルをアップロードするこ

とはできません。 
・ 提案書類は、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下さい。利用可能な文字に関しては、マニュアルを参照して

下さい。 
・ 提案書はアップロード後、研究者が文部科学省へ提出するまでは提案内容を修正することが可能

です。文部科学省へ提出した時点以降は修正することができません。また、所属研究機関は、e-Rad
上で承認を行う必要はありませんが、所属研究機関の事務担当者は応募状況を閲覧することがで

きます。 
・ 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

ない提案書類は無効となります。提出締切日までに「配分機関受付中」にならない場合は、JST
研究振興支援業務室（電話：０３－５２１４－７９９０）まで至急連絡して下さい。 

１１． その他 

本公募要領や提案書の様式は、下記の JST 研究振興支援業務室のホームページにおいて公開されます。 
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【ＵＲＬ】 

http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh21-6.html 
 
なお、本事業は、平成２１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。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 基礎基盤研究課 ナノテクノロジー・材料開発推進室 

〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関３－２－２ 
担当者：徳納、西尾 
FAX ：０３－６７３４－４１０３ 
E-mail：ｋｅｙ－ｎａｎｏ＠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   
〒102-0073 東京都千代田区九段北４－１－７ 九段センタービル６階 

担当者：保坂、松本 
FAX ：０３－５２１４－８２４６ 
E-mail：ｇｅｎｓｏａｓｋ＠ｊｓｔ．ｇｏ．ｊｐ 
 

公募説明会について 
 
以下の要領で公募説明会を開催いたします。事前登録は必要ありません。 

日時：平成２１年４月２４日（金）１４：００～１６：００ 
会場：九段センタービル 地下 LB２階 C・D 会議室 

（所在地）東京都千代田区九段北４－１－７ 
地図：http://www.jst.go.jp/keytech/ask.html 
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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、甲の指示で資産

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、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

託業務実施する上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（消費税に関して非課税取引と

なる「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。 

「間接経費」  間接経費は、競争的資金で間接経費を計上できるプログラム

の委託契約において、「競争的資金の間接経費の執行に係る共

通指針」（平成１３年４月２０日競争的資金に関する関係府省

連絡会申し合わせ）の別表１の経費に使用できる。 
摘要欄等に記載する際は、間接経費は「直接経費の３０％」。
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別表２ 

「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」 
（平成 13 年 4 月 20 日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）

 
間接経費の主な使途の例示 
 
被配分機関において、当該研究遂行に関連して間接的に必要となる経費のうち、以下のものを対

象とする。 
 

○管理部門に係る経費  
－管理施設・設備の整備、維持及び運営経費 
－管理事務の必要経費 

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、人件費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議

費、印刷費  
など 
○研究部門に係る経費  
－共通的に使用される物品等に係る経費 

備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷

費、新聞・雑誌代、光熱水費 
－当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費 

研究者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、通信運搬費、

謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 
－特許関連経費 
－研究棟の整備、維持及び運営経費 
－実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費 
－研究者交流施設の整備、維持及び運営経費 
－設備の整備、維持及び運営経費 
－ネットワークの整備、維持及び運営経費  
－大型計算機（スパコンを含む）の整備、維持及び運営経費 
－大型計算機棟の整備、維持及び運営経費  
－図書館の整備、維持及び運営経費 
－ほ場の整備、維持及び運営経費 
など  
○その他の関連する事業部門に係る経費 
－研究成果展開事業に係る経費  
－広報事業に係る経費 
など  
※上記以外であっても、研究機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断した場合、

執行することは可能である。なお、直接経費として充当すべきものは対象外とする。 

- 21 - 



 
別表３ 

不正使用等の内容 参画する制限の期間 
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 

 
 
別表４ 

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 
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