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１．事業の目的と背景 

 

 

（目的） 

 

「先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業」は、大学、独立行政法人等の

研究機関等が保有する外部利用に供するにふさわしい先端研究施設・設備について、

産業界をはじめとする産学官の研究者等への共用を促進するとともに、これらの施

設・設備のネットワーク化や先端性向上等を併せて支援することで、多様なユーザ

ーニーズに効果的に対応するプラットフォームを形成し、もって「科学技術イノベ

ーションによる重要課題の達成」、「日本企業の産業競争力の強化」、「研究開発投資

効果の向上」に貢献することを目的とする事業である。 

 

 

（事業実施の背景と経緯） 

  文部科学省では、平成 19 年度より「先端研究施設共用促進事業（以下、「旧事業」）」を実施

し、大学、独立行政法人等が保有する先端研究施設の共用促進を図ってきた。採択機関におい

ては産業利用等の外部利用体制が構築され、利用課題も増加し、革新的な利用成果が着実に生

み出されてきた。一方、旧事業の支援の枠組みでは、施設の先端性が維持できない等の幾つか

の問題点も指摘されていた。 

 

  他方、第４期科学技術基本計画の策定等を踏まえ、平成 23 年度より、科学技術・学術審議

会の下に先端研究基盤部会が新設され、我が国の研究基盤（研究施設、設備等）について、分

野を越えて俯瞰的に捉え、効果的に機能させるためのシステム「研究開発プラットフォーム」

の構築に向けた検討が開始された。 

  部会での約１年半にわたる調査審議を経て、平成 24 年８月に「科学技術イノベーションを

牽引する研究基盤戦略について～研究開発プラットフォームによる研究開発力強化策～（以下、

「報告書」）」が策定されるに至った。報告書では、今後必要となる取組として、「産学官が共

用可能な研究施設・設備の拡大」、「研究施設・設備の利便性向上と革新的研究成果の創出」、

「ユーザーニーズに基づく基盤技術・機器の開発とその効果的利用」、「大型研究施設の整備に

関する国家戦略の立案」、「研究基盤を支える人材の育成・確保」の５つが掲げられた。 

 

  このような状況を踏まえ、報告書に掲げられた理念や取組を実現するため、文部科学省では、

平成 25 年度より、旧事業を「先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業（以下、「本事業」）」

として発展強化させ実施することとした。また、一部の取組については、平成 24 年度補正予

算により前倒して実施することとした。 

  今後、本事業を実施する機関は、多様なユーザーニーズに効果的に対応するプラットフォー

ム（研究開発プラットフォーム）の構成機関であるという役割を強く自覚し、事業の実施を通

じて、我が国の科学技術イノベーション活動を牽引していくことが求められる。 
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２．事業の構成 

 

  

  本事業は、以下の２つの取組から構成される。【取組１】と【取組２】は、対象と

なる取組内容や応募要件、審査方法等が異なることに留意すること。 

 

（公募を実施する２つの取組） 

 

【取組１】先端研究基盤の共用促進 

【取組２】共用プラットフォームの形成 

 

（留意点） 

○ 【取組１】に関しては、旧事業の目的、内容を基本としたものである。申請は「機

関（※）」単位とする。取組の開始年度は平成 25 年度となる。 

  ※ 同一機関であっても、性格の異なる先端研究施設や施設・設備群を有する場合、別の申

請を行うことを可能とする。 

 

 ○ 【取組１】に関して、平成 24 年度に旧事業の補助対象となっている機関（以下、

「継続機関」）については、別途実施される中間評価において「継続すべき」と判

断された場合、新事業の【取組１】への移行を認めることとする。 

 

 ○ 【取組２】に関しては、本事業において新たに実施するものである。申請は「複

数機関によるチーム（プラットフォーム）」単位とする。その際、共用取組に関し

十分な経験を有する「継続機関」を代表機関として申請することが条件となる。ま

た、継続機関以外（以下、「新規機関」）がチーム（プラットフォーム）へ参画する

ことも可能とする。 

   取組の開始年度は、原則、平成 25 年度となるが、平成 24年度補正予算を用いて、

研究施設・設備の刷新・高度化に関連する取組を提案することができる。 

 

 ○ 【取組２】への参画（補助金交付を伴う参画）を希望する新規機関は、【取組１】

への申請を同時に行わなければならない（※）。 

  ※ 【取組２】への参画を希望する場合、【取組１】の申請締切が前倒しとなることに留意す

ること。なお、【取組１】に採択されなければ、【取組２】において当該機関が補助金交

付を受けることはできない。 

 

○ 本公募については、平成 24 年度補正予算及び平成 25年度予算の成立を前提と 

して実施していることから、国会における予算審議の状況によって、事業内容や事

業予算を変更する場合がある。 
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３．「【取組１】先端研究基盤の共用促進」の公募について 

 

 

（１）事業の概要 

 

① 対象機関 

補助対象機関は、以下のア）～エ）のいずれかに該当する国内の機関とする。 

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）その他法律に規定されている法人 

 

 ② 対象事業 

大学、独立行政法人等の研究機関等において、保有する先端研究施設・設備（※）

について、産業界をはじめとする産学官の、科学技術に関する試験、研究及び開

発を行う者（以下、「研究者等」）への幅広い共用に供するとともに、我が国全体

の研究基盤の強化に貢献するための諸活動を行い、もって「科学技術イノベーシ

ョンによる重要課題の達成」、「日本企業の産業競争力の強化」、「研究開発投資効

果の向上」に貢献する事業を対象とする。 

 

※ 先端研究施設・設備とは、「研究開発に係る施設・設備であって、先端性を有し、幅広

い研究分野・領域や産業界を含めた幅広い研究者等の利用が見込まれるもの」であり、

複数の施設や設備を組み合わせることにより、このような条件を満たすものも含む。 

 

 （共用取組に関して留意すべき事項） 

補助事業者は、保有する先端研究施設・設備について、外部利用（大学の場合

は、共用施設・設備の運用主体の組織以外の他部局及び学外の研究者等による利

用、大学以外の機関の場合は、機関外の研究者等による利用）のために提供でき

る適切な利用時間（マシンタイム）を確保し、利用課題の募集・選定を行った上

で、選定された者に対し、原則、有償で当該施設・設備を利用させるものとする。

その際、補助事業者は、施設・設備の利用者に対して必要な技術的支援等を行う

体制を構築するとともに、外部利用に供する割合（共用率）、外部利用課題数、産

業利用（企業に所属する研究者等による利用）課題数、利用料収入等に関する目

標を適切に設定した上で事業を実施するものとする。 

なお、事業目的に鑑み、産業利用を必ず事業の対象に含めることとし、利用の

枠組みや支援体制を適切に構築することが求められる。 
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また、補助事業者は、産学官の研究者等からの新規利用を促進するために、当

該施設・設備の設置目的等を踏まえた上で、必要に応じて、 

○ 産業利用のニーズの掘り起こしを目的とした、企業に所属する研究者等の無

償利用（以下、「トライアルユース」）、 

○ 産学連携活動の充実などを目的とした、大学、独立行政法人等に所属する研

究者等の無償利用（以下、「産学連携無償利用」） 

の枠組みを設けることができる。 

 

③ 補助要件 

以下のア）～オ）の全てを満たすことが補助要件となる。ただし、イ）～オ）

については、事業開始前においては、補助要件を満たすための具体的計画があれ

ば、これを満たすものとみなす。 

  ア）機関が保有する先端研究施設・設備の利用ニーズが存在し、補助金の交付によ

り共用取組の拡大が見込めること 

  イ）交付する補助金が、機関において、明確な目的と役割を持って効果的に活用さ

れること 

  ウ）機関が保有する先端研究施設・設備の持つ特性、利用ニーズ等に応じた、共用

取組に関する適切な目標や計画が設定されていること 

  エ）機関が保有する先端研究施設・設備を共用に供するための体制、並びに当該施

設・設備の利用を促進するための業務を実施する体制が適切に整備されている

こと 

  オ）補助事業を通じて、我が国全体の研究基盤の強化に対する貢献が可能となるこ

と 

 

④ 補助事業の実施条件 

ア）課金制度 

補助事業者は、課金制度として、先端研究施設・設備の利用ニーズや利用成果

の取扱い等に応じて、合理的な積算根拠を有する利用料金を規定すること。 

なお、成果占有利用時の利用料金については、実費全額を利用者に課金する仕

組み（運営費回収方式）を必ず導入すること。 

 

  イ）利用課題の募集・選定 

補助事業者は、公平性を確保するため、利用課題を広く募集するとともに、所

属、専門分野等に著しい偏りが生じない委員により構成される課題選定委員会等

により、利用課題を選定すること。また、ウェブページ等で、先端研究施設・設

備の概要、利用条件、利用課題の募集情報等の情報提供に努めること。 

 

ウ）利用支援体制の構築 

先端研究施設・設備の共用を促進するためには、施設・設備の利用に必ずしも

慣れていない利用者が利用しやすい環境を整備することが重要となるため、補助
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事業者は適切な利用支援体制を構築する必要がある。 

なお、先端研究施設・設備の共用を技術的に支援する「施設共用技術指導研究

員」、利用者に対して利用課題に関する提案・相談を担当する「共用促進リエゾ

ン」等を置くことができる。 

 

エ）トライアルユース 

トライアルユースは、企業に所属する研究者等のみを対象とし、同一部署によ

る利用又は同種の課題に関する利用は、２利用単位までに限ることとする。利用

単位については、補助事業者が施設・設備の特性等に応じて設定することとなる

が、設定する利用単位について、合理的な理由を示すことが求められる（１年間

を超える期間を単位とすることは認められない。）。 

 

  オ）産学連携無償利用 

産学連携無償利用は、事業目的に鑑み、大学、独立行政法人等に所属する研究

者等が企業に所属する研究者等と連携した研究チームによる利用のみを補助対

象とする。また、この際、若手研究者等の施設・設備の利用機会の拡大に資する

ための工夫を行うことも望まれる。 

同一研究者等による利用又は同種の課題に関する利用は、２利用単位までに限

ることとする。利用単位については、補助事業者が施設・設備の特性等に応じて

設定することとなるが、設定する利用単位について、合理的な理由を示すことが

求められる（１年間を超える期間を単位とすることは認められない。）。 

 なお、大学共同利用機関や共同利用・共同研究拠点に認定されている施設等、

大学等に所属する研究者等が外部施設を無償利用できる取組に対して別途国費

から予算措置されている機関においては、本枠組みは補助対象外とする。 

 

カ）利用成果の取扱い 

利用課題の実施により生じた知的財産権の帰属や利用成果の報告等について 

は、補助事業者の規定等に従って対応することが求められる。 

ただし、成果公開利用の場合には、以下に従うこと。 

○ 利用者は、利用課題終了後、速やかに補助事業者に利用成果報告書を提出し、

補助事業者はウェブページ等でこれを速やかに公開するものとする。ただし、

特許取得を意図しているなどの理由により利用者が公開の延期を希望する場

合においては、補助事業者は、公開を必要な期間（最大２年間）延期すること

が可能となる。 

○ 補助事業者は、利用者に対し、利用成果報告書について、第三者が利用内容

を十分に理解できる形での報告を求めることとする。具体的には、査読付論文

や、論文に準ずる形での情報の公開を条件として設定することが望まれる。 

○ 補助事業者は、終了した利用課題について適切な評価を実施すること。 

○ 補助事業者は、利用成果が特許出願、特許取得、製品化につながった場合は、

速やかに文部科学省に報告すること。 
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なお、上記ア）～カ）に関して、事業開始以降において文部科学省から別途指

示があった場合は、その都度、適切に応じること。 

 

⑤ 事業の期間と評価 

文部科学省は、３年毎に補助事業者の評価を実施し、補助事業継続の可否を判

定する。 

また、各年度の補助金の交付額については、提案内容の審査結果や、補助事業

者からの取組実施状況の報告等を踏まえ、毎年度、補助事業の実施に必要となる

適切な経費を文部科学省において算定した上で決定する。 

 

⑥ 補助対象経費等 

補助対象経費の考え方等は以下のとおり。 

なお、いずれの項目についても、【取組２】に採択され、平成 24年度補正予算

による施設・設備の刷新・高度化の取組を実施した場合は、取扱いの一部が変更

されることに留意すること（詳細は、「４．（１）⑤補助対象経費等」を参照。）。 

 

【補助対象経費】 

補助対象経費は、補助事業者が補助事業を実施するために必要となる（ａ）運

転・維持管理等経費、（ｂ）利用促進業務等経費の全部又は一部とする。それぞれ

の経費の具体的な内容は、「表 補助対象経費について」のとおり。 

補助事業は、補助事業者が既に保有している先端研究施設・設備を用いて実施

するものであるため、補助事業の実施に当たり不可欠となるような、施設・設備

に付属する装置・機器の購入・改修等の費用（ただし、共用率等に基づき補助事

業の関連部分を按分した経費に限る）を除いて、原則、施設・設備の整備・改修・

更新等については補助対象経費とはならない。 

 

表 補助対象経費について 

補助対象経費の区分 内 容 

（ａ）運転・維持管理等経費 ・先端研究施設・設備を共用に供するための運

転・維持管理等に要する経費 

（ｂ）利用促進業務等経費 ・利用者の選定業務に要する経費 

・利用者への技術的支援、利用者への情報提供、

利用者からの相談対応等の利用者に対する支

援業務、人材育成取組等の諸活動等に要する

経費 

 

【補助金の算定】 

補助事業を実施するために補助事業者が実際に負担（支出）した補助対象経費

（以下、「補助対象経費総額」）から、補助事業において、先端研究施設・設備を

共用に供することによって得る利用料収入のうち補助対象経費に充てるべきもの
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とされる部分を減額した金額を補助する（ただし、補助金交付決定額を上限とす

る。）。 

 

【補助金の算定式】 

補助金 ＝ 運転・維持管理等経費 ＋ 利用促進業務等経費 

  － 利用料収入（うち、補助対象経費に充てるべきもの）※ 

 

※ 「図 収入の扱いについて」の①の部分が「利用料収入（うち、補助対象経費に充

てるべきもの）」となる。なお、②の部分（利用料金の積算根拠において、共用対象施

設の整備費（減価償却費）など、補助対象経費に該当しない経費が該当する部分）に

ついては、当該経費は補助対象経費総額に組み込まず、補助金算定の際に減額しない

ものとする。なお、利用料金の積算根拠に関しては、共用取組を開始する前に、詳細

が分かる資料を文部科学省に提出し、承諾を得る必要がある。 

 

図 収入の扱いについて 

 

 

 

 

 

 

 

   ①＋②：本事業による利用料収入（各機関において目標設定を行うもの） 

   ①  ：利用料収入のうち、補助対象経費に充てるべきもの 

 

【補助金の費目】 

補助事業の実施に当たって、補助対象とする費目は以下のとおりとし、さらに

人件費及び事業実施費にあっては費目の内訳を「種別」に区分するものとする。 

ⅰ）設備備品費： 補助事業者が資産として取り扱うものを取得、製造又は効用を

増加させるための経費 

ⅱ）人件費： 雇用契約等を締結し補助事業に従事する者に、その労働の対価とし

て支払うもの及び雇用主が負担するその法定福利費 

（種別）事業担当職員、補助者等、法定福利費 

ⅲ）事業実施費： 上記以外の経費： 

（種別）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、光熱水費（使用量が特定で

きる場合、若しくは支出根拠が明示できる場合に限る） 

ⅳ）その他文部科学大臣が認めた経費： 

通常は認められないが、本事業の目的に合致し、補助対象経費の範囲であ
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って、ⅰ）～ⅲ）に分類できないものについて、特に必要がある場合、認め

られる場合がある。 

 

（２）選定方法等 

 

① 選定方法 

外部有識者からなる「先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業審査評価

会」において審査を行い、審査結果に基づき文部科学省が選定する。審査結果等

を踏まえ、必要に応じ計画の見直し等を求めることがある。 

なお、【取組１】及び【取組２】の両方への申請を行う機関については、書面審

査を省略し、ヒアリング審査のみを実施する。 

 

○ １次審査（書面審査） 

    提案書類に対する書面審査を行う。 

○ ２次審査（ヒアリング審査） 

１次審査の結果に基づき、提案代表者等に対するヒアリングを行う。日時、

場所等は提案書類に記載されている事務連絡担当者を通じて連絡する。 

なお、ヒアリングの際は、提案書類に加え、別途、パワーポイントによる資

料を用いることを可能とする。 

 

全ての審査終了後、事務連絡担当者を通じて採択の可否の結果等を通知する。

選考の途中経過についての問合せには応じられない。また、第１次審査を通過し

なかった提案に対して、第１次審査終了時にその結果を連絡することは予定して

いない。審査は非公開で行われ、提案機関との利益相反を配慮して担当委員を決

定する。 

 

② 審査の観点 

審査は、「（１）③補助要件」に記載した５つの観点に基づき実施する。 

 

（３）採択件数、事業規模 

 

新規採択件数は 10 機関程度（【取組２】に参画する新規機関を含む）とする。 

 

平成 25 年度の事業規模は１件当たり５千万円を上限とする。各機関は、提案す

る事業内容に基づき、適切な規模の申請を行うこと（平成 26 年度以降の申請額の

上限については、この限りではない。）。 

なお、各年度の補助金の交付額については、提案内容の審査結果や、補助事業

者からの取組実施状況の報告等を踏まえ、毎年度、補助事業の実施に必要となる

適切な経費を文部科学省において算定した上で決定する。 
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（４）提案書類の作成・提出方法 

 

① 提案書類の様式 

ⅰ）提案書類の様式は、提案書類チェックシート及び提案様式から構成される。 

ⅱ）独立行政法人科学技術振興機構（以下、「JST」）のホームページ

（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh24-10.html）から、提案書類の様式を

ダウンロードすることができる。なお、電子ファイルの形式は Word、Excel、PDF

となっている。 

ⅲ）提案書類の全ての様式について、電子ファイルを用いて、日本語で作成、記述

すること。 

ⅳ）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）を中央下に必ず打つこと。ただし、チェックシー

トと添付資料は除く。 

ⅴ）図等をカラーで作成しても構わないが、審査等の際には白黒コピーでの対応と

なる。 

 

② 提案書類の作成 

ⅰ）以下の書類を提出すること。 

・提案書類チェックシート 1枚 

・提案書類（添付資料等を含む）  

ⅱ）採択された機関においては、補助金交付申請書、事業計画書等を提出すること

となるが、その際、今回の提案書類に記載した内容との間に大きな変更があった

場合、必要な修正を加えて補助金交付決定を行うことや、採択を取り消すことが

ある。 

ⅲ）提案書類に、審査における判断の根本に関わるような重大な誤りや虚偽の記載、

記載漏れ等があった場合、審査対象とならないことがある。また、採択後におい

ても採択を取り消すことがある。 

ⅳ）公平な審査を行うため、一度提案書類を提出した後の修正（差し替え含む）は、

一切認めない。 

ⅴ）提案書類は、補助事業者の選考に関する資料として使用する。提案内容に関す

る秘密は厳守する。 

ⅵ）生命倫理及び安全の確保に関し、提案代表者が所属する機関の長等の承認・届

出・確認等が必要な課題については、必ず所定の手続きを行っておく必要がある。

なお、以上を怠った場合又は国の指針等（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.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm）

を参照のこと。）に適合しない場合には、選考の対象から除外し、採択を取り消

すことがある。 

 

③ 提出方法 

提案書類の提出は、以下のとおり電子メールに添付することで行うものとする。 
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ⅰ）メールの件名（Subject）には、「機関名」を付けること。 

ⅱ）添付ファイル名には、「機関名」を付けること。 

ⅲ）提出する電子ファイルの形式については、様式と同じもの（Word、Excel）と

すること。加えて、罫線等のズレを防ぐため、提案書類を一まとめにした PDF 形

式のファイルも提出すること。 

ⅳ）添付ファイルの容量が大きく、メールが届かないおそれがある場合は、複数の

メールに分割して送信するなどの工夫をすること。 

ⅴ）受信確認後、翌営業日中に送信者に対して受領を通知する。 

 

④ 提案書類の提出先及び提出締切 

ⅰ）提案書類の提出先 

   〒102-8666 

   東京都千代田区四番町 5-3 サイエンスプラザ 5階 

   独立行政法人科学技術振興機構 研究振興支援業務室 

   先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業 担当 

   TEL: 03-5214-7990 

   E-mail: kyoyo@keytech.jst.go.jp 

   URL: http://www.jst.go.jp/keytech/ 

ⅱ）提出締切 

【取組２】と同時に申請する場合：平成 25 年 2月 28 日（木） 

                （当日 16 時までの送信記録のあるもの） 

【取組１】のみに申請する場合： 平成 25 年 3月 28 日（木） 

                （当日 16 時までの送信記録のあるもの） 

※文部科学省では、本事業に係る事務支援業務について JST へ業務委託している。

このため、提案書類の提出先等は JST となる。 

 

⑤ 留意事項 

ⅰ）所属機関の同意 

 提案代表者は、本事業に提案するまでに、以下について、所属機関の同意（所

属機関の長（例：大学の場合は学長、独立行政法人の場合は理事長など）又は

権限委任された者の同意）を得ておく必要がある。 

・補助事業を当該所属の機関の業務の一部として行い、所属機関の長が補助金

交付申請を行うこと 

・当該所属機関以外の者が当該所属機関の研究施設等を使用すること 

・補助事業の実施に際し、当該所属機関が経理事務等を行うこと 

ⅱ）重複申請の制限等 

 研究施設・設備の共用促進を目的とする国の他の事業の支援を受けている施

設・設備と同一のものを支援対象に含む申請は認めないこととする。 

また、提案書類の提出後に、他の事業に申請等を行った場合、あるいは、他の

事業における採否の結果の判明等により、提案内容に変更が生じた場合は、遅滞



 12 

なく本提案を含め申請等書類の提出先（JST）に報告すること。他事業の採否に

ついて虚偽の報告があった場合、本事業の採択を取り消すことがある。 

 なお、文部科学省及び JST では、重複申請の制限等の調査に必要な範囲におい

て、国又は独立行政法人の研究費助成制度等の担当者と必要に応じて情報交換を

行うことがある。 

ⅲ）補助事業者への補助金交付額 

   補助金の交付額については、毎年度、取組を実施するために必要となる経費や 

利用料収入見込み額等を算定し、予算額の範囲で決定する。 

ⅳ）補助事業の考え方 

補助事業者は、採択後、補助金の効果的・効率的な利用に努めることとする。 

 

（５）スケジュール等 

 

① スケジュール 

（【取組２】と同時に申請する場合） 

公募開始     平成 25年 2月 14 日（木） 

公募説明会開催    平成 25年 2月 20 日（水） 

公募締切     平成 25年 2月 28 日（木）16 時（必着） 

ヒアリング審査    平成 25年 3月 4 日又は 5日（予定） 

※採択決定は、【取組２】に採択された場合は平成 25 年 3月上旬、【取組２】に採

択されなかった場合は平成 25 年 5月頃を予定。 

 

（【取組１】のみに申請する場合） 

公募開始    平成 25年 2月 14 日（木） 

公募説明会開催   平成 25年 2月 20 日（水） 

公募締切    平成 25年 3月 28 日（木）16 時（必着） 

書面審査     平成 25年 4 月上旬～（予定） 

ヒアリング審査、採択決定  平成 25年 5 月（予定） 

補助事業開始   平成 25年 6 月（予定） 

 

② 公募説明会 

公募説明会を、下記ホームページのとおり、2月 20 日(水)に実施する。 

【アドレス】http://kyoyonavi.mext.go.jp/topics/news_20130214.html 

出席を希望する場合は、2月 19 日（火）12 時までに、出席者全員（１提案当たり

２名まで）の所属、申請予定の取組（「取組１のみ」若しくは「取組１及び取組２」）、

氏名を記載し、kyoyo@keytech.jst.go.jp まで電子メールにて連絡すること（受領

については通知しないものとする。）。 

なお、公募説明会に出席しない場合でも、本事業への提案は可能である。 
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４．「【取組２】共用プラットフォームの形成」の公募について 

 

 

（１）事業の概要 

 

① 対象事業 

大学、独立行政法人等の研究機関等が保有し、外部共用体制を有する先端研究

施設・設備について、同一技術領域の施設・設備による全国的なネットワークを

構築し、我が国における重要技術の利用と発展を先導する「共用プラットフォー

ム」として、多様なユーザーニーズに効果的に対応するための高度利用支援体制

を整備し、施設・設備の先端性向上を図るなど我が国全体の研究基盤の強化に貢

献するための諸活動を行い、もって「科学技術イノベーションによる重要課題の

達成」、「日本企業の産業競争力の強化」、「研究開発投資効果の向上」に大きく貢

献する事業を対象とする。 

 

 （留意すべき事項） 

   事業実施者は、共用プラットフォームに参画する機関間の連携・協力の下、最先

端の技術開発の動向を踏まえた研究開発と人材育成を支えるための取組、例えば、

コーディネーターの配置、利用システムの標準化、施設・設備利用のワンストップ

サービス、研究基盤を支える人材の育成・確保、災害時のセーフティネット構築、

研究者、施設保有者、並びに技術開発者の連携の場の充実等の取組を効果的に実施

する。 

     なお、申請経費については、【取組１】として実施予定の活動に必要となる経費

とは重複しないようにすること。 

 

 （「施設・設備の刷新・高度化」に関して留意すべき事項（申請要件）） 

   施設・設備の刷新・高度化に関しては、平成 24 年度補正予算により、設備備品

費の費目のみを補助対象として実施する。 

   申請対象となる取組は、共用プラットフォームにおける必要性が明確であり、産

業界等のユーザーニーズが存在し、当該取組を実施することで、産学官の研究者等

による先端的研究の牽引と利用機会の拡大が可能となる提案に限ることとする。１

つの共用プラットフォームの申請において、複数の刷新・高度化取組を提案するこ

とを可能とするが、その際、プラットフォーム内における優先順位を明確化するこ

とが求められる。 

なお、補助事業者は、研究設備を整備導入後、高い共用率を設定した上で、速

やかに共用に供し、平成 25 年度以降の本事業の補助金の有無に関わらず、共用開

始後３年以上は確実に外部共用の取組を実施することが求められる。 

 

また、当該研究設備については、「成果占有利用」の利用料金に関して、積算根
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拠を運営費回収方式とするのではなく、原則、運営費に設備整備費を含めた料金

設定を行うことを申請の条件とする。なお、その際は、設備整備費の半額以上を、

減価償却期間や１課題当たり利用時間割合等を踏まえた上で、適切に利用料金に

含めること。「成果占有利用」を自主事業などの本事業の枠組みの外で実施してい

る場合も、研究設備の整備は本事業で全額補助することから、同様の料金設定を

自主事業などに必ず導入すること。 

 

なお、平成 25 年度における施設・設備の刷新・高度化に関する提案は不可とす

る。平成 26 年度以降は、年度毎に文部科学省が別途判断することとする。 

 

 ② 申請単位について 

   「３．（１）①対象機関」において示される要件を満たす、２以上の複数の機関

が参画したチーム（プラットフォーム）単位で申請を行うこと。 

   

○ 申請に当たっては、プラットフォームの活動の中核的役割を担う機関を「代

表機関」として置くこと。また、代表機関は、共用取組に関し十分な経験を有

する継続機関（平成 24年度に旧事業の補助対象となっている機関）とすること。

なお、原則、代表機関の【取組１】の提案代表者が、【取組２】の提案代表者を

兼ねるものとする。 

 

○ 代表機関以外であって、プラットフォームの活動に伴う補助金交付を必要と

する機関を「実施機関」とすること。継続機関、新規機関いずれであっても、

実施機関となることができる。ただし、新規機関の場合は、必ず【取組１】へ

の申請を同時に行うこと。 

  なお、チーム（プラットフォーム）の申請が認められた場合であっても、申

請された実施機関の幾つかが認められない場合があることに留意すること。特

に、新規機関の場合、【取組１】に認められなかった場合は、【取組２】の実施

機関としても認められないことに留意すること。 

 

○ 必要に応じ、プラットフォームの活動に参画し、補助金交付を必要としない

機関を「連携機関」として参画させることができる。 

 

③ 補助要件 

   以下のア）～ウ）の全てを満たすことが補助要件となる。ただし、イ）、ウ）に

ついては、事業開始前においては、補助要件を満たすための具体的計画があれば、

これを満たすものとみなす。 

ア）提案する技術領域において、共用プラットフォームを形成する価値が十分に

あること 

イ）共用プラットフォームが果たすべき役割を踏まえ、適切な目標や計画が設定

され、プラットフォームとしての優れた活動に取り組んでいること 
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ウ）共用プラットフォームに参画する各機関の役割が明確であり、多様なユーザ

ーニーズに効果的に対応するための体制が整備されていること 

 

また、施設・設備の刷新・高度化取組については、「①対象事業」で記載した申

請要件を満たすことに加え、以下のエ）～カ）の全てを満たすことが補助要件と

なる。 

  エ）産学官（特に産業界）への更なる共用拡大や成果創出への貢献が期待できる取

組であること 

  オ）我が国全体の研究基盤の強化に対する貢献が期待できる取組であること（例え

ば、関連する技術に関する国際競争力の獲得、国産技術・機器の積極的な活用、

若手研究者等の研究環境の向上など） 

  カ）同一技術領域の全国の施設・設備を俯瞰した上で、学術的価値も含めて必要性

が明確な取組であること 

 

④ 事業の期間と評価 

文部科学省は、３年毎に補助事業者の評価を実施し、補助事業継続の可否を判

定する（【取組１】の実施内容を組み合わせて評価する。）。 

また、各年度の補助金の交付額については、提案内容の審査結果や、補助事業

者からの取組実施状況の報告等を踏まえ、毎年度、補助事業の実施に必要となる

適切な経費を文部科学省において算定した上で決定する。 

  

施設・設備の刷新・高度化取組については、上記とは別に、文部科学省におい

て、利用状況のフォローアップを実施する。 

 

⑤ 補助対象経費等 

【補助対象経費】 

補助対象経費は、原則、「３．（１）⑥補助対象経費等」に記載した、【取組１】の

補助対象経費と同様とする。 

ただし、平成 24年度補正予算において、施設・設備の刷新・高度化取組として文

部科学省が別に認める取組に限り、以下の（ｃ）の経費を利用可能とする。 

 

補助対象経費の区分 内 容 

（ｃ）高度化経費 先端研究施設・設備の先端性の向上等を図るための刷

新・高度化に要する経費（文部科学省が認めた取組に限

る。なお、整備導入する研究設備については、外部共用

以外の取組に利用することも可能とする。） 

 

【取組１及び取組２における補助金の合算について】 

   補助金交付は機関単位となることから、文部科学省においては、【取組１】の実

施のために必要となる補助金と、【取組２】の実施のために必要となる補助金は、
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原則合算した上で補助事業者に交付する。 

 

【平成 24年度補正予算を用いて刷新・高度化取組を実施した場合における取組１の

補助金の算定式の考え方（特例）について】 

      平成 24 年度補正予算で新たに整備導入した研究設備に関しては、成果占有利用

を行う際に、利用者から設備整備費に係る利用料金を徴収することとなる。その際、

徴収した利用料金は本事業において有効に活用することが望まれる。 

このため、当該設備のみに関しては、共用開始後、事業実施者が成果占有利用の

枠組みを通じて獲得した収入のうち、設備整備費に起因する金額（利用料金の算出

根拠に基づく。下図の②、④が該当する）について、補助対象経費総額に組み込む

こととし、①＋②＋④の合計金額を補助金額から差し引くこととする。 

   なお、利用料金の積算根拠に関しては、整備導入した設備が共用を開始する前に、

詳細が分かる資料を文部科学省に提出し、承諾を得る必要がある。 

 

図 平成 24 年度補正予算で整備した研究設備に関して、 

成果占有利用で獲得する収入の扱い方について 

 

 

 

      

 

 

 

 

   ①＋②＋③：本事業による利用料収入（各機関において目標設定を行うもの） 

   ①＋②  ：利用料収入のうち、補助対象経費に充てるべきもの 

   ④    ：その他収入のうち、補助対象経費に充てるべきもの 

※ なお、平成 24 年度補正予算で整備した研究設備であっても、成果公開利用

で獲得する収入については、【取組１】と同じ算定式を用いて扱う。 

 

【補助金の費目】 

   「３．（１）⑥補助対象経費等」に記載した、【取組１】の補助金の費目と同様と

なる。なお、平成 24 年度補正予算に関しては、設備備品費の使用のみ認められる。 

 

（２）選定方法等 

 

① 選定方法 

外部有識者からなる「先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業審査評価

会」において審査を行い、その審査結果に基づき文部科学省が選定する。審査結

果等を踏まえ、必要に応じ計画の見直し等を求めることがある。 
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   審査は、代表機関（提案代表者）等に対するヒアリング審査とする。日時、場所

等は提案書類に記載されている事務連絡担当者を通じて連絡する。 

   なお、ヒアリングの際は、提案書類に加え、別途、パワーポイントによる資料を

用いることを可能とする。 

 

審査終了後、事務連絡担当者を通じて採択の可否の結果等を通知する。選考の

途中経過についての問合せには応じられない。審査は非公開で行われ、提案機関

との利益相反を配慮して担当委員を決定する。 

 

② 審査の観点 

審査は、「（１）③補助要件」に記載したア）～ウ）の３つの観点に基づき実施

する。また、施設・設備の刷新・高度化取組については、エ）～カ）の３つの観

点に基づき、取組単位で審査する。 

 

（３）採択件数、事業規模 

 

採択件数は２件程度とする。 

 

平成 25 年度の事業規模は１件当たり５千万円を上限とする。各機関は、提案す

る事業内容に基づき、適切な規模の申請を行うこと（平成 26 年度以降の申請額の

上限については、この限りではない。）。 

なお、各年度の補助金の交付額については、提案内容の審査結果や、補助事業

者からの取組実施状況の報告等を踏まえ、毎年度、【取組１】の必要経費も踏まえ

つつ、補助事業の実施に必要となる適切な経費を文部科学省において算定した上

で決定する。 

 

また、平成 24 年度補正予算による設備の刷新・高度化の取組については、最大

20 億円程度を採択することを予定している。１取組当たりの予算上限は設けない

こととする。 

 

（４）提案書類の作成・提出方法 

 

① 提案書類の様式 

ⅰ）提案書類の様式は、提案書類チェックシート及び提案様式から構成される。 

ⅱ）独立行政法人科学技術振興機構（以下、「JST」）のホームページ

（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh24-10.html）から、提案書類の様式を

ダウンロードすることができる。なお、電子ファイルの形式は Word、Excel、PDF

となっている。 

ⅲ）提案書類の全ての様式について、電子ファイルを用いて、日本語で作成、記述

すること。 
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ⅳ）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）を中央下に必ず打つこと。ただし、チェックシー

トと添付資料は除く。 

ⅴ）図等をカラーで作成しても構わないが、審査等の際には白黒コピーでの対応と

なる。 

 

② 提案書類の作成 

ⅰ）以下の書類を提出すること。なお、提案は２以上の複数の機関が参画したチー

ム（プラットフォーム）単位で、代表機関による取りまとめの下で行うこと。 

・提案書類チェックシート 1枚 

・提案書類（添付資料等を含む）  

ⅱ）採択された代表機関及び実施機関においては、補助金交付申請書、事業計画書

等を【取組１】と合算して提出することとなるが、その際、今回の提案書類に記

載した内容との間に大きな変更があった場合、必要な修正を加えて補助金交付決

定を行うことや、採択を取り消すことがある。 

ⅲ）提案書類に、審査における判断の根本に関わるような重大な誤りや虚偽の記載、

記載漏れ等があった場合、審査対象とならないことがある。また、採択後におい

ても採択を取り消すことがある。 

ⅳ）公平な審査を行うため、一度提案書類を提出した後の修正（差し替え含む）は、

一切認めない。 

ⅴ）提案書類は、補助事業者の選考に関する資料として使用する。提案内容に関す

る秘密は厳守する。 

ⅵ）生命倫理及び安全の確保に関し、代表機関又は実施機関の長等の承認・届出・

確認等が必要な課題については、必ず所定の手続きを行っておく必要がある。な

お、以上を怠った場合又は国の指針等（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.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm）

を参照のこと。）に適合しない場合には、選考の対象から除外し、採択を取り消

すことがある。 

 

③ 提出方法 

提案書類の提出は、以下のとおり電子メールに添付することで行うものとする。 

ⅰ）メールの件名（Subject）には、「プラットフォーム名」を付けること。 

ⅱ）添付ファイル名には、「プラットフォーム名」を付けること。 

ⅲ）提出する電子ファイルの形式については、様式と同じもの（Word、Excel）と

すること。加えて、罫線等のズレを防ぐため、提案書類を一まとめにした PDF 形

式のファイルも提出すること。 

ⅳ）添付ファイルの容量が大きく、メールが届かないおそれがある場合は、複数の

メールに分割して送信するなどの工夫をすること。 

ⅴ）受信確認後、翌営業日中に送信者に対して受領を通知する。 
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④ 提案書類の提出先及び提出締切 

ⅰ）提案書類の提出先 

   〒102-8666 

   東京都千代田区四番町 5-3 サイエンスプラザ 5階 

   独立行政法人科学技術振興機構 研究振興支援業務室 

   先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業 担当 

   TEL: 03-5214-7990 

   E-mail: kyoyo@keytech.jst.go.jp 

   URL: http://www.jst.go.jp/keytech/ 

ⅱ）提出締切 

平成 25年 2 月 28 日（木） 

（当日 16時までの送信記録のあるもの） 

※文部科学省では、本事業に係る事務支援業務について JST へ業務委託している。

そのため、提案書類の提出先等は JST となる。 

 

⑤ 留意事項 

ⅰ）所属機関の同意 

 提案代表者、並びに実施機関の【取組１】の提案代表者は、本事業に提案す

るまでに、以下について、所属機関の同意（所属機関の長（例：大学の場合は

学長、独立行政法人の場合は理事長など）又は権限委任された者の同意）を得

ておく必要がある。 

・補助事業を当該所属の機関の業務の一部として行い、所属機関の長が補助金

交付申請を行うこと 

・当該所属機関以外の者が当該所属機関の研究施設等を使用すること 

・補助事業の実施に際し、当該所属機関が経理事務等を行うこと 

ⅱ）重複申請の制限等 

 平成 24年度補正予算による施設・設備の刷新・高度化取組については、国の

他の事業で予算措置あるいは申請を行っていない取組に限ることとする。 

また、全ての取組について、提案書類の提出後に、他の事業に申請等を行った

場合、あるいは、他の事業における採否の結果の判明等により、提案内容に変更

が生じた場合は、遅滞なく本提案を含め申請等書類の提出先（JST）に報告する

こと。他事業の採否について虚偽の報告があった場合、本事業の採択を取り消す

ことがある。 

 なお、文部科学省及び JST では、重複申請の制限等の調査に必要な範囲におい

て、国又は独立行政法人の研究費助成制度等の担当者と必要に応じて情報交換を

行うことがある。 

ⅲ）補助事業者への補助金交付額 

   補助金の交付額については、毎年度、取組を実施するために必要となる経費等

を算定し、予算額の範囲で決定する。 
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ⅳ）補助事業の考え方 

補助事業者は、採択後、補助金の効果的・効率的な利用に努めることとする。 

 

（５）スケジュール等 

 

① スケジュール 

公募開始       平成 25年 2 月 14 日（木） 

公募説明会開催      平成 25年 2 月 20 日（水） 

事前登録締切     平成 25年 2 月 25 日（月）16 時 

公募締切       平成 25年 2 月 28 日（木）16 時（必着） 

ヒアリング審査      平成 25年 3 月 4日又は 5日（予定） 

採択決定       平成 25年 3 月上旬（予定） 

補助事業開始（刷新・高度化取組） 平成 25 年 3月中旬（予定） 

補助事業開始（その他）    平成 25年 4 月（予定） 

 

② 公募説明会 

公募説明会を、下記ホームページのとおり、2月 20 日(水)に実施する。 

【アドレス】http://kyoyonavi.mext.go.jp/topics/news_20130214.html 

出席を希望する場合は、2月 19 日（火）12時までに、出席者全員（１提案当たり、

代表機関は２名、実施機関は１名まで）の所属、申請予定の取組（「取組２のみ」若

しくは「取組１及び取組２」）、氏名を記載し、kyoyo@keytech.jst.go.jp まで電子

メールにて連絡すること（受領については通知しないものとする。）。 

なお、公募説明会に出席しない場合でも、本事業への提案は可能である。 

 

③ 事前登録 

ヒアリング審査の準備を円滑に進めるため、【取組２】への申請を希望する場合は、

2月 25 日（月）16 時までに、代表機関より、プラットフォーム名、代表機関名、実

施機関名を記載し、kyoyo@keytech.jst.go.jp まで電子メールにて連絡すること（受

領については通知しないが、2月 27日（水）までにヒアリング審査の手続き等に関

する連絡を行う。）。 

 

（６）その他 

 

JST が実施する「研究成果展開事業（先端計測分析技術・機器開発プログラム）」

では、先端的な計測分析技術・機器・システムの開発を産学連携で推進しており、

これまでに多くの研究開発成果が実用化されている。施設・設備の刷新・高度化の

取組を検討するに当たっては、当該プログラムにおける研究開発成果も参考にして

いただきたい。詳しくは、当該プログラムのホームページ

（http://www.jst.go.jp/sentan/）から製品化した成果

（http://www.jst.go.jp/sentan/result/seihin.html）等を参照いただきたい。 
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５．共通事項 

 

 

（１）その他の共通的な重要事項 

 

○ 「先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業」は、「研究開発施設共用等促

進費補助金」（以下、「本補助金」）による事業の一つである。本補助金は、「補助

金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）」、「補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５

号）」及び本補助金において本事業のものとして定められた交付要綱、取扱要領の

適用を受ける。 

 

○ 「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）」に準

ずる執行管理 

本補助金は、文部科学省で策定した当該ガイドラインに準じて、適正な執行管

理を行う必要がある。 

 

○ 「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 

本事業の交付に当たり、各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」）を提出することが必要

である（チェックリストの提出がない場合の実施は認められない。）。 

このため、下記ホームページの様式に基づいて、平成 25年 3 月 4日（月）まで

に、各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、電子メー

ルを利用して、チェックリストが提出されていることが必要である。チェックリ

ストの提出方法の詳細については、下記府省共通研究開発管理システム（e-Rad）

ポータルサイトを参照のこと。 

【アドレス】http://www.e-rad.go.jp/ 

（画面中央付近「e-Rad システムからのお知らせ」の「2013/01/23「ガイドライン」

に基づくチェックリストの提出方法について」を参照のこと） 

 

なお、平成 24 年４月以降、別途の機会に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ない。 

チェックリストの提出の後、必要に応じて、文部科学省（資金配分機関を含む）

による体制整備等の状況に関する現地調査に協力を依頼することがある。 

 

○ 不正な使用等に関する措置 

本補助金の不正な使用等が認められた場合には、補助金の全額又は一部の返還
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を求めるとともに、不正な使用等を行った者は、以下の期間について、本事業の

実施体制への参画を制限する（他の競争的資金制度等で不正な使用等が認められ

た場合においても、参画が制限されることがある。）。 

（ⅰ）不正な使用を行った場合は、補助金の返還が命じられた年度の翌年度以降

２年間 

（ⅱ）不正な使用等を行い、本事業以外の用途への使用があった場合は、補助金

の返還が命じられた翌年度以降２～５年以内の間で、その内容等を勘案し

て相当と認められる期間 

 

○ 補助事業者は、本補助金の執行等について、会計検査院による会計検査、文部

科学省による額の確定調査等に対応すること。 

 

○ 共用に係る総合的な案内窓口への協力 

本事業では、先端研究施設・設備の共用に関する情報を収集・整理して提供す

ることにより、利用者の利便性の向上を図るため、総合的な案内窓口となるウェ

ブページである研究施設共用総合ナビゲーションサイト「共用ナビ」

（http://kyoyonavi.mext.go.jp/）を開設している。補助事業者は、当該窓口に

おける情報提供・更新等に協力すること。 

 

（２）問合せ先 

 

【制度、事業内容に関する問合せ先】 

   文部科学省研究振興局基盤研究課 

   先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業 担当 

   TEL: 03-6734-4098 

   E-mail: kyoyo@mext.go.jp 

 

【書類作成・提出に関する問合せ先】 

   独立行政法人科学技術振興機構 研究振興支援業務室 

   先端研究基盤共用・プラットフォーム形成事業 担当 

   TEL: 03-5214-7990 

   E-mail: kyoyo@keytech.jst.go.jp 

 


