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Ⅰ．公募内容 

１．事業目的 
「オーダーメイド医療の実現プログラム（第3期）」は、個人の遺伝情報に応じた最適な医療（オー

ダーメイド医療）の実現に資することを目指したプログラムです。本プログラムでは、第1期、第2期

を通じて構築したデータ及び資源を円滑に最大活用するため、バイオバンク・ジャパンの安定的な維

持・運営を図り、疾患関連遺伝子研究及び薬剤関連遺伝子研究等を推進していくこととしております。 

今回は、第2期に引き続いて第3期の本プログラムを推進するため、「がん関連疾患領域」、「メタ

ボリック・シンドローム関連疾患領域」、「薬剤反応性領域」、「血清利活用領域」の「4領域研究」

及び「オーダーメイド医療の実現プログラムに関する倫理的・法的・社会的課題の調査・分析」につ

いて公募いたします。 

 

２．公募課題 
（１）4領域研究 

4領域研究については、第3期プログラムの終了時までの5年間に、ゲノム解析研究等に高い能力を

有する独立行政法人理化学研究所及び国立大学法人東京大学に設置されているバイオバンク・ジャ

パンと共同し、ゲノム網羅的解析法などにより疾患及び薬剤関連遺伝子研究等を効率的、効果的に

実施する連携研究機関を公募いたします。 

 

１）がん関連疾患領域、メタボリック・シンドローム関連疾患領域 

4領域研究のうち、「がん関連疾患領域」及び「メタボリック・シンドローム関連疾患領域」に

おける各領域の対象疾患は以下のとおりです。 

・がん関連疾患領域：肺がん、食道がん、胃がん、大腸・直腸がん、肝がん、膵がん、胆嚢・胆

管がん、前立腺がん、乳がん、子宮頚がん、子宮体がん、卵巣がん、造血器腫瘍 

・メタボリック・シンドローム関連疾患領域：脳動脈瘤・クモ膜下出血、高脂血症、糖尿病、脳

梗塞、心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症、安定・不安定狭心症、不整脈、心不全 

    

当該疾患分野の実地の臨床を行い、疾患研究に優れ、ゲノム網羅的解析や疾患及び薬剤関連遺

伝子研究の経験があり、バリデーション等に必要な一定の疾患集団サンプルを有する、または確

保できる大学等の研究チームが、独立行政法人理化学研究所及び国立大学法人東京大学医科学研

究所（バイオバンク・ジャパン）と連携して、研究計画を立案し、疾患及び薬剤関連遺伝子研究

を実施するものとします。 

   なお、申請に当って、各領域における研究課題の対象疾患数については、単独または複数を対

象にしていただいも構わないほか、遺伝子多型研究としてある程度進んでおり、本研究により大

きな進展が望め、実用化が図れそうな場合は、必ずしも当該各領域及び対象疾患に限定されるも

のではありません。 

  

２）薬剤反応性領域 

１）と同様にゲノム網羅的解析や薬剤関連遺伝子研究等の経験があり、バリデーションに必要

な一定の疾患集団サンプルを有する、または確保できる大学等の研究チームであることを条件に
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発生頻度がまれであり、かつ、副作用が甚大である症例を対象として、独立行政法人理化学研究

所または国立大学法人東京大学医科学研究所（バイオバンク・ジャパン）と連携し、薬剤関連遺

伝子同定につなげる研究課題を募集します。 

 

３）血清利活用領域 

平成15～19年度までの第1期、平成20～24年度までの第2期を通じて、バイオバンク・ジャパン

で収集した30万症例の血清試料を活用した研究を行うものとします。 

当該領域においては、メタボローム、プロテオーム解析研究に優れ、独立行政法人理化学研究

所または国立大学法人東京大学医科学研究所（バイオバンク・ジャパン）と連携し、研究計画を

立案して研究を実施するものとします。 

 

（２）オーダーメイド医療の実現プログラムに関する倫理的・法的・社会的課題の調査・分析 

「オーダーメイド医療の実現プログラムに関する倫理的・法的・社会的課題の調査・分析」につ

いては、第2期と同様に、学識経験者等からなるELSI（Ethical Legal and Social Issues）委員会

を設置・運営し、オーダーメイド医療の実現に向けて検討すべき諸問題の情報収集・分析を行い、

取扱方針を提言できる企画・運営機関を公募いたします。 ELSI委員会の役割として、文部科学省等

から諮問される本プログラムの推進における倫理的・法的・社会的課題についての確認・助言、他

バンク事業と協議しながらの検討に加え、ゲノム・遺伝子研究の実施に関わる諸問題のプログラム

に対する助言、社会に対する情報発信を主に予定しています。 

なお、ELSI委員会は、医療関連法令、生命倫理、ゲノム研究、患者代表、マスコミ等の9名程度の

学識経験者等から構成され、1回／月程度で開催するとともに、委員会の運営に当たっては、文部科

学省の担当官とあらかじめ協議することとします。 

特に近年、様々なバンク事業やゲノムコホートへの取組が進捗しており、また解決すべき共通課

題が増えていることに鑑み、関連する諸活動との連携を強化するとともに、倫理的・法的・社会的

課題に迅速かつ的確に取り組む企画・運営ができる機関を求めます。 

 

３．事業期間 
いずれの公募課題も事業期間は本年度（委託契約締結日）から平成29年度までの5年度間とし

ます。ただし、研究開始3年度を目安として実施される中間評価の上、継続することが妥当であ

ると判断された課題のみ、研究を継続するものとします。契約は毎年度に代表研究機関と行うも

のとし、始期は契約が締結された日とし、終期は原則として年度末とします。 

 

４．事業規模 
（１）採択課題数及び実施予定額 

①採択課題数 

採択課題数は、「4領域研究」については、「がん関連疾患領域」「メタボリック・シンド

ローム関連疾患領域」「薬剤反応性領域」「血清利活用領域」の各領域に1つの研究班を予定

しています。 

「オーダーメイド医療の実現プログラムに関する倫理的・法的・社会的課題の調査・分

析」においては、1機関（グループ可）を予定しています。 
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②実施予定額 

実施予定額は、「がん関連疾患領域」「メタボリック・シンドローム関連疾患領域」につ

いては、１研究班につき年間7千万円（一般管理費を含む）、「薬剤反応性領域」「血清利活

用領域」については、1研究班につき年間5千万円（一般管理費を含む）を上限として予定し

ております。 

また、「オーダーメイド医療の実現プログラムに関する倫理的・法的・社会的課題の調

査・分析」については、年間2千万円（一般管理費を含む）を上限として予定しております。 

ただし、初年度については期間・内容を勘案し、調整させていただくことがあります。詳

細は、契約締結時に調整させていただきます。また、2年目以降の額については未定ですが、

上記予定額を前提に計画を立ててください。 

なお、必要に応じて、選考の段階で事務局（文部科学省）から積算内容について意見聴取

を行うことがあります。 

 

（２）契約形態及び経費について 

契約及び研究開発にかかる経費については、「Ⅴ．委託契約の締結等」と「別添１ 研究開発に

要する経費の範囲」を御確認ください。なお、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）。また、設備備品費、試作品費、人件費、業務

実施費については、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、一般管理費で

手当てします。 

  ※単純に試験物の製造等の依頼を行うような定型的な役務は参画機関以外の機関に外注すること

ができますが、探索的な製造で将来学会発表を伴うような研究的要素を伴う役務は外注できな

いことがあります。 

 

５．公募対象者 
（１）申請者等の要件 

本事業は、機関を対象として公募します。そのため、課題の申請は代表機関の長が行うものとし、

申請機関は、以下に示す国内の大学、研究開発機関、企業等とします。 

・大学及び大学共同利用機関法人 

・独立行政法人、特殊法人及び認可法人 

・特例民法法人又は一般社団・財団法人若しくは公益社団・財団法人 

・民間企業（法人格を有する者） 

・特定非営利活動促進法第十条第一項の規定により認証を受けた特定非営利活動法人 

 

なお、応募から研究終了に至るまでの間に資格の喪失、長期外国出張その他の理由により、研究

の実施者としての責任を果たせなくなることが見込まれる者は、研究の実施者となることを避けて

ください。また、委託契約の履行能力を確認するため、審査時に、機関の営む主な事業内容、資産

及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。 

また、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９）に記入し、所属機関長による署名の上、郵送してくださ
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い（ただし、国立大学法人、独立行政法人等、代表者の選任・任命を国が行う機関及び地方公共団

体等、代表者が国民の選挙により選任される機関については提出の必要はありません）。誓約書を

提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の契約を無

効とします。 

 

（２）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

関であることが必要です。 

 

（３）課題が採択された場合に、課題の契約手続き等の事務を行うことができる機関であることが必

要です。 

 

（４）本事業の終了後も、引き続き研究開発を推進し、他の研究機関及び研究者への協力を行うこと

ができる機関であることが必要です。 
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Ⅱ．課題の提案方法と審査方法について 

１．募集から契約までのスケジュール 

本事業における募集から契約までのスケジュールの概略を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（＊１）ヒアリング審査対象課題の代表研究者又は事務連絡担当者に対して、ヒアリング審査の5日

前を目途に連絡します。 

（＊２）代表研究者に対して採択の可否の通知書の送付を行います。 

 

本事業の内容、応募の手続き等についての説明会を以下で実施します（応募者に本説明会への出

席の義務はありません。）。出席を希望される方は、6月7日（金曜日）12時迄に、e-mail：

saiseiq@keytech.jst.go.jp宛、（1）氏名、（2）所属機関、（3）連絡先（メールアドレス）をご

連絡ください。定員に達し次第、締め切らせていただく場合があります。 

 

 

開催地 日 時 会 場 

東京 
平成25年6月12日（水） 

15:00～16:30 
文部科学省 13階 13F3会議室 

応募受付 

平成25年5月31日（金）～6月21日（金）12：00 

契約及び事業開始 

7 月中旬～（予定） 

書面審査 

6月下旬～7月上旬 

審査結果通知（＊２） 

７月上旬（予定） 

ヒアリング審査 

７月上旬（予定） 

（＊１） 
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２．提案書類の受付等 

研究課題の募集期間及び提案書類の提出先等は以下のとおりです。提案書類の提出は、原則とし

て府省共通研究開発管理システム（以下、e-Radという。）による方法とし、提案書類は提出期限内

に提出してください。 

 

（１）提案書類様式の入手方法 

提案書類の様式等、応募に必要な資料の入手については、e-Radポータルサイト※あるいは事務支

援業務機関である独立行政法人科学技術振興機構（以下「ＪＳＴ」という。）のホームページ     

（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh25-2.html）からダウンロードしてください。 

なお、様式は2種類ありますので、応募する課題に該当する様式を入手してください。 

 

※ e-Radとは、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ポータルサイト】http://www.e-rad.go.jp/ 

 

（２）提案書類受付期間 

平成25年5月31日（金）～ 平成25年6月21日（金）12：00（厳守） 

（以下（３）②の郵送が必要な提案書類がある場合は期日までに必着） 

※ 期限を過ぎた場合には受理できませんので注意してください。 

 

（３）提案書類の提出方法及び提出先 

①e-Radを用いた提案書類の作成・提出等 

応募は、e-Radを通じて行っていただきます（但し、以下②の書類については、郵送による提出

も必要です）。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。e-Radの利用に当たっては、研究機関の事務担当者による研究機関と研究者情報のe-

Radにおける事前の登録が必要となります。登録方法についてはe-Radポータルサイト及び「（参

考１）府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について」を参照してください。なお、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ください。

一度登録が完了すれば、他府省等で実施する制度・事業の応募の際に再度登録する必要はありま

せん。また、他府省等で実施する制度・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。 

 

②郵送が必要な提案書類の提出方法 

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９）に記入し、所属機関長による署名の上、郵送してください

（ただし、国立大学法人、独立行政法人等、代表者の選任・任命を国が行う機関及び地方公共団

体等、代表者が国民の選挙により選任される機関については提出の必要はありません）。 

また、分担機関がある提案を行う場合には、分担機関の承諾が必要なため、分担機関の承諾書

（様式８）の原本（公印が押印されたもの）についてのみ、郵送により送付してください。なお、

上記①e-Radを用いた提出の際は、公印がない書類で構いませんので添付してください。 
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③e-Radを利用した応募の流れ 

 

 

④提案書類提出の際の注意事項 

・e-Radを利用の上、提出してください（持参、FAX、電子メールによる提出は受け付けません）。 

【システムの利用可能時間帯】 

（月～日）0：00～24：00（24時間365日稼働） 

ただし、上記利用可能時間帯であっても、緊急のメンテナンス等によりサービスを停止する

場合があります。運用停止を行う場合は、ポータルサイトにてあらかじめお知らせします。 

 

・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。 

・アップロードできる電子媒体は１ファイルで最大容量は10MBです。 

・電子媒体の様式は、アップロードを行う前にPDF変換を行う必要があります。PDF変換はログイ

ン後のメニューから行って下さい。また、同じくメニューから変換ソフトをダウンロードし、

お使いのパソコンへインストールしてお使いいただくことも出来ます。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、研究者用マニュアルを参照してください。 

・研究機関からの承認が必要な応募課題の情報は、「未処理一覧」画面から確認することができ

ます。 

・提出締切日までにシステムの「応募課題管理」画面の「申請進行ステータス」が「配分機関処

e-Radポータルサイトにアクセス 

Hhttp://www.e-rad.go.jp/ 

受 理 

（提案書類のアップロード後は、システムにて提案書類

受理状況が確認できます。） 

e-Rad等から提案書類様式をダウンロード 

e-Rad に必要事項を記入の上、提案書類をアップロード 

（公募締切日：平成 25年 6月 21 日（金）12：00） 

提案書類の作成 

分担機関がある場合には、分担機関の承諾書を郵送 

（郵送物については、ＪＳＴより、受理通知をメールに

て送付） 
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理中」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「配分機関処理中」にならなかった場合は、JST研究振興支援業務室まで連絡してくださ

い。 

 

⑤提案に当たっての注意事項 

・提案に対する機関の承認 

採択後に契約行為を伴いますので、提案しようとする代表研究者は、所属する研究機関（文

部科学省と直接委託契約を締結する研究機関）の長の了承を取った上で提案書類を提出してく

ださい。また、複数の研究機関が共同で研究を実施する場合には、参加する全ての研究機関の

承諾を得た上で提出してください。 

なお、所属機関の事務担当者はe-Radにより提案内容を閲覧することができます。 

  ・本事業における重複申請の制限 

同一機関から複数の研究班が実施課題を応募することは可能としますが、同一の研究者が応

募できるのは１提案のみとします。 

・提案内容の調整 

課題の選定、実施に当たっては、予算の制約等の理由から、計画の修正を求めることがあり

ます。また、今後、課題の実施に割り当てられる経費は、予算の成立（国会承認）を前提とし、

予算状況により変わる場合がありますので、あらかじめ御了承ください。 

・対象外となる提案について 

以下に示す研究課題の提案は本事業の対象外となります。 

ⅰ）単に既成の設備備品の購入を目的とする提案 

ⅱ）他の経費で措置されるのがふさわしい設備備品等の調達に必要な経費を、本事業の直接経

費により賄うことを想定している提案 

・その他 

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、申請書類の返却はいたしません。 

 

⑥郵送により提出が必要な提案書類の提出先 

・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 

独立行政法人 科学技術振興機構 研究振興支援業務室 

「オーダーメイド医療の実現プログラム」係 

 

⑦留意事項 

・送付中の事故等については、当方は一切の責任を負いません。 

・郵送が必要な応募書類を持参した場合には、一切受理しません。 

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

また、提案書類に不備がある場合は、審査対象とはなりません。 
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・提案書類を受領した後の修正（差し替え含む）は、一切受け付けません。 

・提案書類は返却しません。 

・提案書類については、実施機関等の課題選考のためにのみ利用します。応募内容に関する秘密

は厳守します。 

・個人情報については本公募に関することにのみ適切に使用します。 

・ＪＳＴにて受領した際には、電子メールにて受領通知を送付しますので、審査が終了するまで

申請者にて保存してください。 

 

⑧その他 

提案書類の提出は、原則としてe-Radを用いて行っていただきますが、e-Radにアップロードで

きるファイルの最大容量は10MBであることから、ファイルの圧縮等により図表等が見難くなる場

合には、CD-R等で郵送にて書類を送付いただくことも可能です。 

送付される場合には、上記「⑥郵送により提出が必要な提案書類の提出先」に提出期日までに

送付ください。 

ただし、本書類はあくまでe-Radの資料を補完するものであり、e-Radの手続きが期日までに終

了していることが必須です。 

 

３．問合わせ先 

本公募に関する問い合わせ先等は以下のとおりです。 

 

４．審査及び採択 

（１）審査・選定方法等 

・本事業に関する審査は、文部科学省に設置した課題選考委員会において行います。 

・課題選考委員会は、代表研究者から提出された申請書の内容について、下述（２）選定の観点

（審査項目）に基づき、書面審査及びヒアリング審査を行い、合議審査により採択課題を選定

します。 

・ヒアリング審査は、書面審査の結果、必要と判断された研究課題のみ実施します。また、ヒア

リング審査までの間に、追加資料の提出を求める場合があります。 

・書面審査及びヒアリング審査の結果、提案内容の修正、不足部分の追加を求め再審査、又は再

公募を実施し、ヒアリング審査を別途実施する場合があります。 

事業の内容に関する問

い合わせ 

文部科学省研究振興局 

研究振興戦略官付 

TEL:03-5253-4111（内線4369）  

E-mail：senryaku@mext.go.jp 

担当者：吉田、中武 

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 

TEL:03-5214-7990（代表） 

E-mail：saiseiq@keytech.jst.go.jp 

担当者：橋本、中神、東 

e-Radの操作に関する

問い合わせ 

e-Radヘルプデスク TEL:0120-066-877(フリーダイヤル) 

受付時間:9:00～18:00(土、日、祝日を除く) 
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・審査は非公開とし、課題選考に携わる委員には、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を義務づけています。 

・すべての審査終了後、事務連絡担当者を通じて採択の可否を通知します。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。 

 

（２）選定の観点（審査項目） 

各研究における課題選定に係る審査項目は、以下のとおりです。 

１）4領域研究 

①研究計画の内容について 

 ・本プログラムの趣旨に則った取組であること 

・研究計画の目的、成果創出に向けた目標の意義・必要性 

・年次計画の妥当性 

・設定した目的・目標が達成される見込みについて 

・ゲノム医科学研究の推進や医療現場への応用などに関する成果や効果が見込まれること 

・倫理的・法的・社会的問題について、ガイドライン等に準拠したものとなっていること 

②研究体制について 

・プログラムリーダーのもと、国立大学法人東京大学医科学研究所、独立行政法人理化学研究

所と連携が取られた計画であること 

・参画する研究機関が、担当する疾患分野に関する臨床、疾患研究の実績を有しており、ゲノ

ム網羅的解析や疾患及び薬剤関連遺伝子研究等の経験を有していること、またバリデーショ

ン等に必要な一定の疾患集団サンプルを有する、または確保できること 

・研究機関において事務処理・会計処理等に関する体制に妥当性が認められること 

 

２）オーダーメイド医療の実現プログラムに関する倫理的・法的・社会的課題の調査・分析 

・本プログラムの趣旨に則った取組であること 

・本プログラムに関して、プログラムの推進に資する情報収集・分析について具体的な目的、目

標、年次計画が示されていること 

・調査・分析の実施体制及びELSI委員会の運営体制が妥当であること 

・諸外国も含めた、ゲノム研究に関する倫理的・法的・社会的課題への取組等についての広範な

知見を有していること 

・公的機関のプロジェクトにおいて、倫理的・法的・社会的課題について学識経験者等から成る

委員会の設置・運営の実績を有していること 

  ・生命倫理の在り方に関する十分な企画・立案能力を有していること 

・科学技術に関する行政施策について、行政機関と協議しながら報告書をとりまとめるなどのコ

ンサルテーションに係る豊富な経験及び能力を有していること 

・すべての参画機関において事務処理・会計処理等に関する体制に妥当性が認められること 

 

（３）選定結果の通知 

ＪＳＴから、ヒアリング審査対象課題の代表研究者又は事務連絡担当者に対して、ヒアリング実
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施の連絡をします。また、採択課題決定後、代表研究者に対して審査結果（採択の可否）の通知書

の送付を行います。 

また、採択にあたっては、課題選考委員会が研究課題の内容、研究期間、研究に要する経費、実

施体制等に関し、条件を付すことがあります。 
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Ⅲ．提案書類の作成と注意 

１．提案書類の取扱い 

提案書類は、提案者の利益の維持、「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」

等の観点から、審査以外の目的には使用しません。応募内容に関する秘密は厳守します。詳しくは

総務省のホームページ（http://www.soumu.go.jp/gyoukan/kanri/horei_kihon.html#7_2）を御参照

ください。 

この法律を厳守した上で、提案内容のうち、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、e-Rad等を通じて、他府省等を

含む他の競争的資金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にお

けるこれらの重複応募等の確認を求められた際に、同様に情報提供を行う場合があります。） 

 

２．提案書類の作成 

既述の「Ⅱ.２.提案書類の受付等」のとおり、応募に当たってはe-Radにて行います。提案書類の

作成に当たっては、以下に示す注意事項とともに、e-Radの操作マニュアルをよく御覧ください。提

案書類に不備がある場合、受理できないことがありますので注意してください。なお、応募に際し

ては、「府省共通研究管理システム（e-Rad）」で使用する研究者番号及び所属研究機関コードが必

要となります。登録されているか確認の上、未登録の場合には（参考１）「府省共通研究開発管理

システム（e-Rad）について」を御覧の上、登録手続きを行い取得してください。登録には2週間程

必要となりますので早めの申請をお願いします。 

 

（１）提案書類の様式 

提案書類の様式は以下の2種類とします。 

・4領域研究：様式１～９ 

・オーダーメイド医療の実現プログラムに関する倫理的・法的・社会的課題の調査・分析：様式

１～９ 

 

研究開発の主体的な実施者（ポストドクター等を含む。）について、各様式に応じて必ず記載し

てください。記載されていない場合は、研究開発の実施者として研究に参画できないことがありま

す。各様式６ 研究者調書には、研究者番号及び所属研究機関コードを記載してください。 

国立大学法人、独立行政法人等、代表者の選任・任命を国が行う機関及び地方公共団体等、代表

者が国民の選挙により選任される機関については、様式９の誓約書を提出する必要はありません。 

なお、字数制限や枚数制限を定めている様式については、制限を守ってください。また、提案書

類の作成はカラーでも可とします。 

提案書類の様式等、応募に必要な資料の入手については、e-RadポータルサイトあるいはＪＳＴの

ホームページ（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh25-2.html）からダウンロードしてください。 

 

（２）提案書類の提出 

提案書類の提出は、e-Radにて行います。詳細は、「Ⅱ.２.提案書類の受付等」を御参照くださ

い。 



  15

e-Radの使い方は、e-Radポータルサイトをよく御覧ください。 

 

（３）提案書類の作成及び提出上の注意 

① 提案書類の記載（入力）に際しては、４領域研究については、本項目及び様式１～９に示した

記載要領、オーダーメイド医療の実現プログラムに関する倫理的・法的・社会的課題の調査・

分析については、本項目及び様式１～９に示した記載要領に従って、必要な内容を誤りなく記

載してください。 

② 提案書類は日本語で作成してください。 

③ 入力する文字のサイズは10ポイント以上を用いてください。 

④ 英数字は原則として半角で入力してください。（（例）郵便番号、電話番号、金額、人数等） 

⑤ 郵便番号は7桁で記入してください。 

⑥ 用紙の大きさは、全て日本工業規格Ａ4版とします。 

⑦ 各様式の枚数等の制限を守ってください。枚数制限が無い場合でも、利用するe-Radにおいて

アップロードできるファイルの容量に制限（10MBまで）があることにご注意ください。 

⑧ 提案書類は、通し頁番号を中央下に必ず付けてください。 
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Ⅳ．応募に当たっての留意点 

１．不合理な重複・過度の集中に対する措置 

（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、

又は経費の削減（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。 

・実質的に同一（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 

・その他これに準じる場合 

なお、本事業への応募段階において、他の競争的資金制度等への応募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事業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、本事業において、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 

本事業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、本事業において、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、本事業への応募書類の提出後に、他の競争的資金制度等に応募し採択された場合等、

記載内容に変更が生じた場合は、速やかに本事業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、本事業において、採択の決定の取消し等を行う可能性があります。 

※研究者の全仕事時間とは、研究活動の時間のみを指すのではなく、教育活動中や管理業務等

を含めた実質的な全仕事時間を指します。（参考２） 

 

（３）不合理な重複・過度の集中排除のための、応募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。 
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（４）他府省を含む他の競争的資金等の応募受入状況 

他府省を含む他の競争的資金等の応募・受入状況（制度名等）を様式に記入するとともにe-Rad

を通じて登録願います。 

記入内容について、事実と異なる記載をした場合は、研究課題の不採択、採択取消し又は減額配

分とすることがあります。 

 

２．研究費の不正使用およ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）契約の解除等の措置 

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。 

 

（２）申請及び参加※1の制限等の措置 

本事業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や、不正使用等に関与し

たとまでは認定されなかったものの善管注意義務に違反した研究者※2に対し、不正の程度に応じて

下記の表のとおり、本事業への申請及び参加の制限措置、もしくは厳重注意措置をとります。 

また、他府省及び他府省所管の独立行政法人を含む他の競争的資金等の担当に当該不正使用等の

概要（不正使用等をした研究者名、制度名、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申請者及びそれに共謀した申請者に対する、本事業における申請

及び参加の制限の期間は、不正の程度により、下記の表の通り、原則、委託費を返還した年度の翌

年度以降１年から10年間とします。 

※1「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す。 

※2「善管注意義務に違反した研究者」とは、不正使用又は不正受給に関与したとまでは認定さ

れなかったものの、善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務に違反した研究者の

ことを指す。 

 

不正使用及び不正受給に

係る応募制限の対象者 
不正使用の程度 

応募制限期間※3（補

助金等を返還した年

度の翌年度から※4） 

１．不正使用を行った研

究者及びそれに共謀した

研究者 

（１）個人の利益を得るための私的流用  １０年 

（２） 

（１）以外 

① 社会への影響が大きく、行為の悪

質性も高いと判断されるもの 
 ５年 

② ①及び③以外のもの  ２～４年 

③ 社会への影響が小さく、行為の悪

質性も低いと判断されるもの 
 １年 
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２．偽りその他不正な手

段により競争的資金を受

給した研究者及びそれに

共謀した研究者 

  ５年 

３．不正使用に直接関与

していないが善管注意義

務に違反して使用を行っ

た研究者 

 

不正使用を行った研

究者の応募制限期間

の半分（上限２年、

下限１年、端数切り

捨て） 

※3 以下の場合は申請及び参加を制限せず、厳重注意を通知する。 

・１.において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が

少額な場合 

・３.において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された研究者に対して、

善管注意義務を怠った場合 

 

３．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。以下、「不正行為」という。）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、以下のとおりとします。 

 

（１）契約の解除等の措置 

研究活動の不正行為が認められた課題について、「競争的資金の適正な執行に関する指針」（平

成24年10月17日 改正競争的資金に関する関係 府省連絡会申し合わせ）に基づき、委託契約の解

除・変更を行い、研究活動の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。 

 

（２）申請及び参加の制限等の措置 

本事業による研究論文・報告書等において、研究上の不正行為が認定された者、及び、不正行為

に関与したとまでは認定されなかったものの、当該論文・報告書等の責任者としての注意義務を怠

ったこと等により、一定の責任があると認定された者に対し、不正行為の悪質性等や責任の程度に

より、下記の表のとおり、本事業への申請及び参加の制限措置をとります。 

また、他省庁を含む他の競争的資金等の担当に当該不正行為の概要（不正行為をした研究者名、

所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正行為の内容、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制度等において、申請及び参加が制限される場合があり

ます。 

 

不正行為に係る応募制限の対象者 不正行為の程度 

応募制限期間（不正

が認定された年度の

翌年度から） 

不正行為に関

与した者 

１．研究の当初から不正行為を

行うことを意図していた場合
 １０年 
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など、特に悪質な者 

２．不正行

為があった

研究に係る

論文等の著

者 

当該論文等の責

任を負う著者

（監修責任者、

代表執筆者又は

これらのものと

同等の責任を負

うと認定された

もの） 

当該分野の研究の進展への

影響や社会的影響が大き

く、又は行為の悪質性が高

いと判断されるもの 

５～７年 

当該分野の研究の進展への

影響や社会的影響が小さ

く、又は行為の悪質性が低

いと判断されるもの 

３～５年 

上記以外の著者  ２～３年 

３．１．及び２．を除く不正行

為に関与した者 
 ２～３年 

不正行為に関与していないものの、不正行為の

あった研究に係る論文等の責任を負う著者（監

修責任者、代表執筆者又はこれらの者と同等の

責任を負うと認定された者） 

当該分野の研究の進展への

影響や社会的影響が大き

く、又は行為の悪質性が高

いと判断されるもの 

２～３年 

当該分野の研究の進展への

影響や社会的影響が小さ

く、又は行為の悪質性が低

いと判断されるもの 

１～２年 

 

４．他の競争的資金制度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※1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、本事業への申請及び参加を制限します。 

「他の競争的資金制度」について、平成２５年度以降に新たに公募を開始する制度も含みます。

なお、平成２４年度以前に終了した制度においても対象となります。 

※1 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。 

【ホームページ】http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/12ichiran.pdf 

 

５．生命倫理及び安全対策等に係る留意事項並びに関係法令等に違反した場合の措置 
ライフサイエンスに関する研究については、生命倫理・安全対策等の観点から別添２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、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。 

これらの関係法令・指針等（別添2に明示されていない関係法令・指針等を含む）に違反し、研究

計画を実施した場合には、違反した旨を公表するとともに、委託費の交付をしないことや委託費の

交付を取り消すことがあります。また、法令に違反した場合には、法令に基づく罰則がかかること
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もあります。 

なお、機関内倫理審査委員会については、「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日科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会）を参照しつつ、法令又は指針等に基づき適切

に運営することとします。 

また、別添２の関係法令・指針等の詳細については、ライフサイエンスの広場「生命倫理・安全

に対する取組」（http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.html）等を参照してくだ

さい。 

 

６．安全保障貿易について（海外への技術漏洩への対処） 
研究機関では多くの最先端技術が研究されており、特に大学では国際化によって留学生や外国人

研究者が増加する等、先端技術や研究用資材・機材等が流出し、大量破壊兵器等の開発・製造等に

悪用される危険性が高まってきています。そのため、研究機関が当該委託研究を含む各種研究活動

を行うにあたっては、軍事的転用されるおそれのある研究成果等が、大量破壊兵器の開発者やテロ

リスト集団など、懸念活動を行うおそれのある者に渡らないよう、研究機関による組織的な対応が

求められます。 

日本では、外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）（以下「外為法」という。）に基づ

き輸出規制（※）が行われています。したがって、外為法で規制されている貨物や技術を輸出（提

供）しようとする場合は、原則として、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。外為法をは

じめ、各府省が定める法令・省令・通達等を遵守してください。 

（※）現在、我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①炭素繊維や数値制御

工作機械などある一定以上のスペック・機能を持つ貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場合

に、原則として、経済産業大臣の許可が必要となる制度（リスト規制）と②リスト規制に該当しな

い貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場合で、一定の要件（用途要件・需用者要件又はイン

フォーム要件）を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度（キャッチオール規制）

の２つから成り立っています。 

物の輸出だけではなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を外国の者（非

居住者）に提供する場合等はその提供に際して事前の許可が必要です。技術提供には、設計図・仕

様書・マニュアル・試料・試作品などの技術情報を、紙・電子メール・CD・USBメモリなどの記憶媒

体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供やセミナー

での技術支援なども含まれます。外国からの留学生の受入れや、共同研究等の活動の中にも、外為

法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合があります。 

 

７．一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

てください。 

 

８．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、最長翌年度末までの繰越を認める場合があ

ります。 
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９．「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」の推進について（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）を踏まえ、本公募に採択され、1件当たり年間3,000万

円以上の公的研究費（競争的資金又はプロジェクト研究資金）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。 

【ホームページ】http://www8.cao.go.jp/cstp/output/20100619taiwa.pdf 

 

１０．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 
本プログラムの公募課題の応募に当たり、各研究機関等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、公募締切日までに、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。 

【ホームページ】http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1301688.htm 

注意：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、下記ホームページをご覧ください。） 

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

  

ただし、平成24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。 

 

１１ e-Rad 上の課題等の情報の取扱い 
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、採択後適宜本事業のホームページにおいて公開します。 

 

１２．府省共通研究開発管理システムからの内閣府への情報提供等 
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

て御協力いただくことがあります。 
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Ⅴ．委託契約の締結等 

１．委託契約の締結 

（１）契約条件等 

採択された研究課題については、予算の成立を前提に、文部科学省と代表研究者の所属する機関

（受託者）との間において、国の会計年度の原則に従い単年度ごとに委託契約を締結することにな

ります。契約を締結するにあたっては、その内容（経費の積算を含む。）が双方の合意に至らない

場合は、採択された研究課題であっても取り消しとなることがあります。 

契約締結後においても、予算の都合により、やむを得ない事情が生じた場合には、研究計画の見

直し又は中止を求めることがあります。 

研究進捗状況等に関する中間評価などを踏まえ、年度途中での研究計画の見直し等による契約変

更を行うことがあります。 

また、今後、文部科学省の方針等により、契約方法が変更になる可能性もあります。 

 

（２）再委託契約について 

受託者（代表機関）が研究課題を実施するにあたって、参画機関に本委託契約の一部を委託する

場合は、参画機関との間において再委託契約を締結していただくとともに、再委託先における研究

の進捗状況及び研究に要する経費について管理していただきます。 

 

（３）契約の準備について 

研究課題の採択後、速やかに契約作業が進められるよう、受託者は、①業務計画書の作成、②業

務計画に必要な経費の見積書の徴取、③会計規程及び職務発明規程等の整備を行う必要があります。 

 

（４）契約に関する事務処理 

「科学技術・学術政策局、研究振興局及び研究開発局委託契約事務処理要領」に基づき、必要と

なる事務処理を行ってください。 

 

（５）委託費の額の確定等について 

当該年度の委託契約期間終了後、委託契約書に基づいて提出していただく委託業務実績報告書を

受けて行う委託費の額の確定等において、研究に要する経費の不正使用又は当該委託業務として認

められない経費の執行等が判明した場合は、経費の一部又は全部が支払われないことがあります。

また、不正使用等を行った研究の実施者は、その内容の程度により一定期間新たな申請及び参加が

制限されます（Ⅳ．４．他の競争的資金制度で申請及び参加の制限が行われた研究者に対する措置

参照）。 

 

２．委託費の範囲及び積算等 

（１）委託費の範囲 

委託費の範囲は、研究に係る直接経費と一般管理費（直接経費の10％）とします。各項目の内容

は、「別添１ 研究開発に要する経費の範囲」を参照してください。 

 

（２）委託費の積算 

研究に必要な経費を研究項目ごとに算出し、総額を計上してください。その内容は各様式２、３
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に記載してください。なお、各様式３については、実施機関が分かるように記載してください。 

 

（３）委託費の支払い 

委託費は、原則として当該年度の委託契約期間終了後に文部科学省が支払うものとします。ただ

し、文部科学省が必要と認める場合には、委託費の全部又は一部を概算払いすることができます。 

 

３．研究成果の取扱い 

（１）委託業務成果報告書の提出 

受託者は、毎年度の研究成果をとりまとめた委託業務成果報告書（要約版を含む。）を、電子媒

体（Windows版のコンパクトディスク（CD-R））で提出していただきます。電子媒体は、ファイル形

式をPDF形式とします。委託業務成果報告書は、文部科学省の図書館等で公開されます。 

なお、執行管理事務委託先が主催する成果報告会で発表を求めることがあります。 

 

（２）研究成果の帰属 

研究を実施することにより取得した特許権や著作権等の知的財産権については、産業技術力強化

法（平成12年法律第44号）における日本版バイ・ドール規定に基づく一定の要件の下で受託者に帰

属させることができます。その詳細については契約時に定める契約条項によることとします。 

 

（３）成果の利用 

事業の成果を利用（成果によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表等）できるのは、受

託者に所属する職員であり、国内外に係わらず請負先は利用できません。 

 

（４）研究成果のオープンアクセスの確保 

受託者は、可能な限り研究成果のオープンアクセスを確保するよう努めてください。 

 

４．取得資産の取扱い 

（１）所有権 

委託費により取得した資産の所有権は、「額の確定」後、文部科学省に移転していただきます。

次年度以降も継続して当該委託業務に使用を希望する場合は、別途、物品無償貸付申請書により、

文部科学省の承認を得る必要があります。 

なお、設備備品等については、受託者が文部科学省との契約条項に従って善良な管理を行ってく

ださい。 

 

（２）研究終了後の設備備品等の取扱い 

研究終了後における設備備品等の資産の取扱いについては、別途文部科学省との協議となります。 

 

（３）放射性廃棄物等の処分 

汚染資産等及び委託業務の実施により発生した放射性廃棄物は、受託者の責任において処分して

ください。 
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Ⅵ．データベース登録等への協力 

１．バイオサイエンスデータベースセンターへの協力 

バイオサイエンスデータベースセンター（http://biosciencedbc.jp/）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的な利用を推進するために、平成23年4

月に独立行政法人科学技術振興機構に設置されたものです。同センターでは、関連機関に積極的な

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ています。 

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ています。 

ついては、ライフサイエンス分野に関する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、又は構築した公開用データベースの複製物について、同センターへの提供に御協力をお願いし

ます。 

なお、提供された複製物については、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。また、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

情報の提供にも御協力をお願いすることがありますので、あらかじめ御承知おき願います。 

また、バイオサイエンスデータベースセンターでは、ヒトに関するデータについて、個人情報の

保護に配慮しつつ、ライフサイエンス研究に係るデータの共有や利用を推進するためにNBDCヒトデ

ータ共有ガイドラインを策定（参考URL：http://humandbs.biosciencedbc.jp/guidelines/）してお

ります。 
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（別添１） 研究開発に要する経費の範囲 
 

文部科学省が負担する研究開発に要する経費の範囲は、国内の大学、研究開発機関、企業等が

行う研究開発に係る直接経費及び一般管理費とします。その項目は、以下のとおりとします。 

 

直接経費 

◎ 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（文部科学省の指示で資産計上する可能性がある試作品）。 

◎ 人件費 

業務担当職員と補助者は必ず別の中項目とすること（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 

中項目欄は、上記の各大項目に含まれない、（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、借損費、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、原則個別メーターがあること）、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。 

 

※ 光熱水料は、当該研究の実施に直接使用する実験棟、プラント、設備、装置等の運転に要

した光熱水料が対象となります。専用のメーターが装備されている場合は、その使用料によ

り計上額を算出します。 

光熱水料の合理的な算出方法として、以下に一例を示します。 
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（算出例） 

 パターン 設備の例 算出方法の例 

１ 

フロアーの一部

を専有エリアと

して当該研究を

実施している場

合 

 

【例１】 

使用料＝電力会社等の契約単価（円/kwh）×

{（フロアー全体の使用電力量÷フロア

ー全体面積）}×（当該研究を実施して

いる専有エリア面積） 

 

【例２】 

使用料＝フロアー全体の年間又は月毎の光熱水

費×（当該研究を実施している専有エ

リア面積÷フロアー全体面積） 

２ 

研究設備を共同

利用している場

合 

スパコン、 

高圧電子顕微鏡

等 

使用料＝（設備の定格電力量×電力会社等の契

約単価（円/kwh））×使用時間 

 

※研究設備の場合、メーカーが単位時間当たり

の定格電力量を明示している。 

３ 

フロアーの一部

又は全部を占有

した特別の区画

内に設置されて

いる設備 

クリーンルーム

内にある設備 

使用料＝（設備の定格電力量×電力会社等の契

約単価（円/kwh））×使用時間 

           ＋ 

（クリーンルーム全体の年間又は月毎

の光熱水費）×（クリーンルーム全体

の中で使用設備が占める面積割合

（20％であれば0.2）） 

 

研究開発の遂行に必要な経費であっても、次の経費は直接経費の対象としません。 

○ 建物等の施設に関する経費（直接経費により購入した物品を導入することにより必要と

なる軽微な据付費等のための経費を除く。） 

○ 机、椅子、複写機等、研究開発機関で通常備えるべき物品を購入するための経費。 

○ 研究開発遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費。 

○ その他、一般管理費を使用することが適切な経費。 

 

なお、公募により採択された業務計画期間中に取得する設備備品（試作品含む）は、委託業

務を実施する上で最低限必要な性能を有するものとし、その必要性及び経済性を踏まえた妥当

性について精査します（取得の理由、リース又はレンタルや役務等他の方法との比較等）。 
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（別添２）動物実験、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。 

 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」

（ Hhttp://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htmH）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・情報を用いて明らかにし

ようとする研究）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 25 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）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 19 年文部科学省・厚生労働省告示第 1 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いますので、適宜留意願います。 

 

（３）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

象とする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、本指針の対象外になりますのでご注意ください。） 

 

（４）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。 

 

（５）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
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樹立、分配を行おうとする場合も同様に、「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ていますので、適宜留意願います。 

 

（６）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ていますので、適宜留意願います。 

 

（７）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、

研究の実施に当たっては、事前に厚生労働大臣に意見を求めることや文部科学大臣にその意見の求

めの写しを提出すること等が必要となることに留意してください。 

 

（８）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さい。 

 

（９）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・委託を行おうとする者は、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

ージ等に掲示していますので、適宜留意願います。 
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（10）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。 

 

（11）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。 
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（参考１）府省共通研究開発管理システム（e-Rad）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 

 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 府省共通研究開発管理システムの操作方法に関する問い合わせ先 

 府省共通研究開発管理システムの操作方法に関する問い合わせは、ヘルプデスクにて受け付けます。 

 府省共通研究開発管理システムのポータルサイト（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。 

 

○ポータルサイト：Hhttp://www.e-rad.go.jp/ 

 

（問い合わせ先） 

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 

（受付時間帯） 

午前9：00～午後6：00 

 

※ 土曜日、日曜日、祝祭日を除く 

 

３ 府省共通研究開発管理システムの使用に当たっての留意事項 

① システムの利用可能時間帯 

（月～日）0：00～24：00（24時間365日稼働） 

ただし、上記利用可能時間帯であっても、緊急のメンテナンス等によりサービスを停止する場合が

あります。運用停止を行う場合は、ポータルサイトにてあらかじめお知らせいたします。 

 

② 研究機関の登録 

今後、研究者が研究機関を経由して応募する場合、所属する研究機関及び参画する研究分担者の所

属する研究機関は応募時までに登録されている必要があります。 

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、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。 
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③ 研究者情報の登録 

本事業に応募する代表研究者及び研究に参画する研究分担者は研究者情報を登録し、システムログ

インID、パスワードを取得することが必要となります。 

所属研究機関に所属している研究者の情報は所属研究機関が登録します。 

所属研究機関に所属していない研究者の情報は、府省共通研究開発管理システム運用担当で登録し

ます。必要な手続きはポータルサイトを参照してください。 

 

④ 個人情報の取扱い 

応募書類に含まれる個人情報は、不合理な重複や過度の集中の排除のため、他府省・独立行政法人

を含む他の研究資金制度・事業の業務においても必要な範囲で利用（データの電算処理及び管理を外

部の民間企業に委託して行わせるための個人情報の提供を含む）する他、府省共通研究開発管理シス

テム（e-Rad）を経由し、内閣府へ提供します。 

 

４ システムを利用した応募の流れ 

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 

 

研究機関が行います 

事務代表者のログイン 

システム運用担当者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）が届きます。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：研究機関事務代表者用マニュアル「Ⅰ1.7ログイン」 

 

研究機関が行います 

部局情報、事務分担者情報、職情報、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）、職情報、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：研究機関事務代表者用マニュアル「Ⅱ3.2部局情報管理」「Ⅱ3.3事務分担者情報

管理」「Ⅱ3.1(E)職情報の登録」「Ⅱ2研究者情報の登録」 
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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。もしくは、JSTホームページから当該ファイル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「Ⅰ1.7ログイン」「Ⅱ1.1公開中の公募一覧」 

 

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。詳しくはポータルサイトを御覧ください。 

参照マニュアル：研究者用マニュアル「Ⅱ1.1公開中の公募一覧」 

 

研究機関が行います 

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：研究機関事務分担者用マニュアル「Ⅱ1.5未処理一覧」、 

研究機関事務代表者用マニュアル「Ⅱ1.6未処理一覧」 

 

文部科学省にて応募情報を受理 

 

※ 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御提出いただきます。 
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（参考２）エフォートの考え方について 
 

エフォートの定義について 

○ 第３期科学技術基本計画によれば、エフォートは「研究に携わる個人が研究、教育、管理業務等の

各業務に従事する時間配分」と定義されています。 

○ 研究者の皆様が課題を申請する際には、当該研究者の「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」を記載していただくことになります。 

○ なお、この「全仕事時間」には、研究活動にかかる時間のみならず、教育活動や管理業務等にかか

る時間が含まれることに注意が必要です。 

 

○ したがって、エフォートの値は、研究計画の見直し・査定等に応じて、変更し得ることになります。 

 

例：年度途中にプロジェクトαが打ち切られ、プロジェクトβに採択された場合の全仕事時間の配

分状況（この他、プロジェクトγを一年間にわたって実施） 

教育活動

20％

管理業務

10％

教育活動,

20％

管理業務

10％

0 20 40 60 80 100

４月～９月

10月～

プロジェクトα プロジェクトβ プロジェクトγ 教育活動 管理業務
 

 

○ このケースでは、9月末でプロジェクトαが終了（配分率40％）するとともに、10月から新たにプ

ロジェクトβが開始（配分率50％）されたことにより、プロジェクトγのエフォート値が30％から

20％に変化することになります。 

 

 

４０％ 

５０％ 

プロジェクトγ 

２０％ 

プロジェクトγ 

３０％ 

プロジェクトβ 

プロジェクトα 


