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「世界に誇る地域発研究開発・実証拠点（リサーチコンプレックス）推進プログラム」 

 

世界に誇る地域発研究開発・実証拠点（リサーチコンプレックス）推進プログラムは、

国立研究開発法人科学技術振興機構（以下、「JST」という。）が実施する平成２７年度

新規事業です。 

本プログラムは、世界に誇るイノベーション創出を目指し地域に集積する産・

学・官・金（金融機関）のプレイヤーが共同でビジョンを掲げ、国内外の異分野

融合による最先端の研究開発、成果の事業化、人材育成を一体的かつ統合的に展

開するための複合型イノベーション推進基盤としてのリサーチコンプレックス

を成長・発展させ、地方創生にも資することを目的とします。 

   人材、技術シーズ、先端研究設備、実証フィールド等の各地域の優位性ある資

源を統合的に運用するとともに、不足する資源は地域外からも導入し、かつ有効

に活用するためのマネジメントシステムを構築・運用することで地域の優位性を

最大限に活かした新事業や新産業、及び雇用の創出を目指します。 

更に、リサーチコンプレックスの成長・発展を通じて将来的に新たなプレイヤ

ーを持続的に呼び込み発展する体制の構築を目標とします。 

支援規模は拠点あたり５～７億円程度/年度で 支援期間は５年度です。 

採択予定拠点は２拠点程度の予定です。 
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国立研究開発法人科学技術振興機構 

イノベーション拠点推進部地域イノベーショングループ 

リサーチコンプレックス公募担当 

 

公募要領・提案書様式の一部を修正致しました。正誤表を以下に示します。 

お手数をおかけし大変恐縮でございますが、応募を検討されている方はご確認をお

願いします。 

 

ページ番号 正（修正後） 誤（修正前） 

公募要領

p.27 

図 8「応募情報登録の画面」

にⒶ、Ⓑを追記 

図 8「応募情報登録の画面」

にⒶ、Ⓑ表記なし 

提案書様式

p.14、p.16 

（注 4）p.13【全体資金計画】 

（注 5）p.13【全体資金計画】 

（注 6）p.13【全体資金計画】 

（注 4）p.14【全体資金計画】 

（注 5）p.14【全体資金計画】 

（注 6）p.14【全体資金計画】 

提案書様式

p.20、p.21 

※注釈 1)～5）についてはp.19

をご参照ください。 

※注釈 1)～5）についてはp.20

をご参照ください。 
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１.研究成果展開事業：「世界に誇る地域発研究開発・実証拠点（リサーチコンプレ

ックス）推進プログラム」の概要 

 

１－１.目的 

国立研究開発法人科学技術振興機構（以下、「JST」という。）は、世界に誇ること

ができるイノベーション実証拠点の創出を目指した研究成果展開事業「世界に誇る地

域発研究開発・実証拠点（リサーチコンプレックス）推進プログラム」（以下、「本プ

ログラム」という。）を実施します。 

本プログラムは、地域に集積する産・学・官・金（金融機関）のプレイヤーが共同

で５年後、１０年後からその先に実現される地域の姿と社会的価値を「ビジョン」と

して掲げ、国内外の異分野融合による最先端の研究開発、成果の事業化、人材育成を

一体的かつ統合的に展開するための複合型イノベーション推進基盤としてのリサー

チコンプレックスを成長・発展させ、地方創生にも資することを目的とします。 

一定範囲の物理的空間に集積された大学等（※）、企業等が構成するリサーチコン

プレックスにおいて、それぞれの研究・事業活動を融合するとともに、リサーチコン

プレックス内で活動するプレイヤー間のインタラクションを活性化させ、世界の注目

を集める研究・事業の創出、人材の輩出が一体的に実施できるように自立的かつ連続

的に成長・発展するメカニズムの構築を目指します。 

リサーチコンプレックスでは、人材、技術シーズ、先端研究設備、実証フィールド

等の各地域の優位性ある資源を統合的に運用するとともに、不足する資源は地域外か

らも導入します。また、上記資源を結集し、かつ有効に活用するためのマネジメント

システムを構築・運用することで新たなプレイヤーを持続的に呼び込み、地域の優位

性を最大限に活かした新事業や新産業及び雇用の創出を目指します。 

（※） 国公私立大学、高等専門学校、独立行政法人、国立試験研究機関、公立試験

研究機関、研究開発を行っている特殊法人、公益法人等（非課税の法人に限る）と定

義します。 

 

１－２.支援規模、期間、拠点数 

支援規模：  拠点あたり５～７億円程度/年度 

期間：   ５年度 

（※平成２７年度は支援開始が平成２７年１２月１日、終了は平成２８年３月３１日

とします。平成２８年度以降は国の事業年度に準じ支援開始が４月１日、終了は３月

３１日となります） 

採択予定拠点数：２拠点程度 

 

１－３.支援内容 

地域の優位性を最大限に活かした研究開発、事業化、最先端設備の共同利用、人材

育成を実施するリサーチコンプレックスの成長・発展にあたり、プレイヤー間のイン
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タラクションを活性化させリサーチコンプレックス全体を成長させるメカニズム構

築を支援します。具体的には、ビジョンを実現するための以下の活動を支援します。 

① 異分野融合共同研究開発 

② 事業化支援 

③ 最先端研究設備の共同利用 

④ 人材育成・共同カリキュラム 

⑤ リサーチコンプレックスの推進体制強化 

※「産・学・官・金のチームが既存のプログラムで計画・推進しているものに係る経

費」、「施設、大型設備の整備に係る経費」は支援対象から除きます。既存のプログラ

ムとしては、センター・オブ・イノベーション（COI）プログラム（JST）、先端融合

領域イノベーション創出拠点形成プログラム（文部科学省）、地域イノベーション戦

略支援プログラム（文部科学省）等があります。これらと重複のないことを要件とし

ます。 

 

 

２．プログラムについて 

２－１．実施体制 

本プログラムは図１に示した体制に沿って実施します。 

 

図 1 リサーチコンプレックスプログラム実施体制図 
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JST は申請のあった提案を選考し、採択されれば中核機関と委託研究開発契約を締結

して支援を行います。拠点では中核機関による運営の下、異分野融合共同研究開発、事

業化支援、最先端研究設備の共同利用、人材育成・共同カリキュラム等を行う機関（以下、

「参画機関」という。）とともに事業を実施します。 

 

２－２．支援体制 

本プログラムの実施にあたり、JST はプログラムを統括するプログラムディレクター（PD）、

プログラムを管理・評価するためのプログラムオフィサー（PO）を設置します。PO は、研究

開発、事業化、人材育成、運営管理等に関するアドバイザーとともにアドバイザリーボード

を構成します。各拠点から提案された計画（拠点計画）の承認、計画変更の審議、進捗状

況の確認、予算配分の調整と承認等は PO がアドバイザー等の協力を得て行います。また、

専門委員は、アドバイザリーボードとの連携の下、事業運営に対する助言を行います。 

また、JSTは、各拠点に戦略ディレクター（SD）を配置し、所期の目的が達成されるように

進捗状況等について必要な管理を行うとともに、事業推進上必要な指導・助言を行いま

す。 

 

２－３．拠点体制 

① 中核機関 

中核機関は、本プログラムにおけるリサーチコンプレックスの成長・発展を推進する中心

的な役割を果たし、都道府県又は政令指定都市とともにビジョンを策定します。また、②に

記載するリサーチコンプレックス協議会とともに定める経営方針に基づき、ビジョン実現の

ための計画を策定し、実施するとともに、地域負担のとりまとめ、マネジメント体制の強化

等を通じてリサーチコンプレックスを運営し、参画する各機関の全体調整を実施する事務

局機能を有した機関です。 

中核機関は、ア）大学、イ）公的研究機関、ウ）都道府県又は政令指定都市が設立・運

営に深く関与する法人、のいずれかであり、当該地域の科学技術振興の中核的存在であ

ること、公益性が認められること、産学官連携の実績があり、プログラムを円滑に運営でき

る体制を有することを要件とします。 

中核機関は本プログラムで実施する事業化、研究、人材育成に対してそれぞれに主導

的な役割を果たす事業化リーダー、研究リーダー、人材育成リーダー、及びこれらをとりま

とめるオーガナイザーから成るマネジメントチームを構成します。オーガナイザーは、リサ

ーチコンプレックスを成長・発展させるための中心的な役割を担い、強いリーダーシップを

もってリサーチコンプレックスの活動、外部との連携等を具体的に指揮します。また、本プ

ログラムの開始から終了まで運営・管理に携わり、終了後も統括的な役割を果たせること

を要件とします。事業化、研究、人材育成の各リーダーは、リサーチコンプレックスの目標

達成に向けた活動に対して主導的な役割を果たすこととします。 

 

② リサーチコンプレックス協議会 
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リサーチコンプレックスは、都道府県又は政令指定都市、中核機関及びリサーチコンプ

レックスの成長・発展に主体的に取り組む機関（企業、大学、金融機関等）を構成員とする

リサーチコンプレックス協議会を設置します。リサーチコンプレックス協議会は、リサーチコ

ンプレックスの成長・発展に向けた経営方針の決定を行うとともに、中核機関が作成する

拠点計画、地域負担のとりまとめについて承認を行います。必要に応じてリサーチコンプレ

ックス協議会に外部有識者を加えることも可能です。 

また、リサーチコンプレックス協議会の会長は、リサーチコンプレックス全体を代表するも

のとして、主体的に情報を発信していくことが求められます。 

 

③ 参画機関 

参画機関は、中核機関と委託研究開発契約又は共同研究開発契約を締結し、中核機

関の運営の下、異分野融合共同研究開発、事業化支援、最先端研究設備の共同利用、

人材育成・共同カリキュラム等を行う機関です。参画機関は大学等または企業等であるこ

とを要件とします。 

 

 

３．公募について 

ビジョンとその実現に向けてリサーチコンプレックスを連続的に発展・向上させる内容の

提案をしていただきます。具体的な提案方法は、「５．提案の方法」をご覧ください。 

 

３－1．提案者の満たすべき要件 

３－1－１．提案対象機関 

本公募では、中核機関、都道府県又は政令指定都市、及び他の法人の連名による提案

を募集します。ここで、「他の法人」とはリサーチコンプレックスの基盤となる機関として本部

又は研究組織が既に集積しているか、近々集積する法人のことを指します。複数の大学等

及び複数の企業であることを要件とします。 

 

中核機関は、本プログラムを円滑に運営できる体制として以下の項目を備えていること

を要件とします。 

① ア）大学、イ）公的研究機関、ウ）都道府県又は政令指定都市が設立・運営に深く関与

する法人、のいずれかであること。 

② 参画機関の全体調整を実施可能であること 

③ 委託研究開発契約の締結等の手続きを行う事務局機能を有すること 

④ 適正な経理事務が可能であり、JST による経理調査、国の会計検査に対応可能な機

関であること 

 

３－１－２．財政 

① プログラム実施期間終了後も自立して運営を継続する計画を有すること。（採択後にコ

ミットメント等を提出していただきます。詳細は７－２をご参照ください。） 
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② リサーチコンプレックスの運営、成長のために都道府県又は政令指定都市、及び企業、

大学等が国の支援と同程度のリソース提供が可能であること。（詳細は４－２をご確認く

ださい。） 

 

３－１－３．ビジョン 

① 世界の注目を集めるイノベーションの創出を目指すビジョンが明確であり、その実現に

向けた最先端・異分野融合の研究開発テーマが設定されていること。 

② ビジョンが新事業・新産業及び雇用創出に資する内容を有していること。 

 

３－１－４．体制 

① リサーチコンプレックスの基盤となる世界的に優れた複数の機関や研究インフラ、その

他の資源が既に集積しているか、あるいは近々集積すること。基盤となる機関は、大学・

研究機関等（本部又は研究組織）、企業で構成されること。 

② リサーチコンプレックスが共通のビジョンに基づき、大学・研究機関、企業、地方自治体、

金融機関等の連携体制を構築していること。また、強力なマネジメント権限を有するオー

ガナイザーに指揮されるマネジメントチーム及びリサーチコンプレックスの成長・発展に

主体的な役割を果たす構成員による協議会を設置すること。 

③ 地域内の優位性ある研究開発資源のみならず、必要な資源は国内外に求めることが

可能な体制が構築されていること。 

④ 若手、女性人材が積極的に参加し、持続的な新産業創出を可能とする体制が構築さ

れていること。 

 

３－１－５．提案内容について 

提案対象機関には以下の５項目を提案していただきます。 

○ ビジョン 

○ ビジョンを実現するための目標と計画 

○ 推進体制、運営方針、参加者リスト、エリア構想 

○ 資金計画 

○ 各事業ツールの実績 

 

事業ツールのイメージを図２に示します。異分野融合共同研究開発、事業化支援、最先

端研究設備の共同利用、人材育成・共同カリキュラム、推進体制強化の５事業ツールで構

成されます。本プログラム実施にあたっては、これらの事業ツール全てを活用してリサーチ

コンプレックスの成長・発展を推進していくために構築する仕組みと、運用について提案し

てください。 
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図２ 事業ツールのイメージ図 

 

各事業ツールとその取り組み例は以下の通りです。 

事業ツール① 異分野融合共同研究開発 

・  既存のトップレベルのコア技術に新しい要素を加える研究開発 

・  最先端の異分野融合研究に関わる新たなパートナーとの共同研究開発 

事業ツール② 事業化支援 

・  コア技術から生まれるシーズの事業化に向けた取組としてのプロトタイプの作製、デ

ザイン工房の整備、アイデア交流の場やイベントの設定、市場調査及び企業や事業の

価値の調査（デューデリジェンス）などの活動 

事業ツール③ 最先端研究設備の共同利用 

・  研究に必要な共用設備の整備や運営・活用（ただし、整備する研究機器は小型のもの

に限定する）、共用データベースの整理、既存の大型機器等の活用促進 

事業ツール④ 人材育成・共同カリキュラム 

・  国内外の学生及び若年研究者を惹き付ける専門人材育成プログラムの構築（共同カ

リキュラムの作成及び共通単位の認定、学位認定プログラムの作成及び学位の認定）、

異分野融合人材やイノベーション促進人材、アントレプレナーの育成 

事業ツール⑤ 推進体制強化  

・ ツール①～④を一体的に運営するための推進体制構築 

・ プレイヤー間のインタラクションを活性化させるマネジメント組織形成 

 

提案の詳細は以下のとおりです。 

○ ビジョン 
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ビジョンは、５年後、１０年後からその先に実現されるリサーチコンプレックスの姿と社会

的価値について、世界の注目を集めるイノベーション創出の観点から提案してください。提

案には、核となる研究テーマ、本提案が地域にもたらす社会・経済的な波及効果や革新性

の観点も含めてください。 

 

○ ビジョンを実現するための目標と計画 

ビジョンを実現するために、 

・ 世界トップレベルの研究、人材育成 

・ 海外の同種の集積拠点との比較優位の実現 

・ 官民の資金獲得（資金獲得計画）・人材交流等に表される社会的魅力度 

・ リサーチコンプレックスから生み出される経済効果 

の４つの観点から目標を立て、事業ツール①～④を活用してリサーチコンプレックスを連

続的に成長・発展させる計画を提案してください。提案にあたっては、３年後、５年後及び

１０年後の到達目標を具体的かつ定量的に設定していただき、その進め方をロードマッ

プ形式で記載してください。 

 

○ 推進体制、運営方針、参加者リスト、エリア構想 

推進体制や運営方針については以下の観点で提案していただきます。 

・ リサーチコンプレックスの自立的・連続的発展に向けた運営を可能とする推進体制と運

営方針、中核機関および参画機関の構成要員と役割 

・ リサーチコンプレックスの現状と将来のエリア構想 

・ 新規参画機関の獲得、呼び込み 

・ プログラム支援終了後、自立的にリサーチコンプレックスを成長・発展させるための仕組

みづくり 

 

○ 資金計画 

５年間の事業費（５～７億円/年度）と地域負担（詳細は４－２参照）について資金計画を

記載してください。主な用途別、事業ツール別、機関別の資金計画も記載してください。 

 

○ 実績 

・事業ツール①（異分野融合共同研究開発）： 核となる研究テーマにおける研究開発

の実績（知的財産、論文等） 

・ 事業ツール② （事業化支援）： リサーチコンプレックスで想定している事業に関する業

務実績、基礎研究から社会実装を実現した実績、保有技術等 

・ 事業ツール③ （最先端研究設備の共同利用）： リサーチコンプレックス内外での設備

の利用方法とその社会的効果、保有設備の特徴、共同利用実績 

・ 事業ツール④（人材育成・共同カリキュラム）： 独自の専門人材育成プログラムを作成・

実施した実績（イノベーション促進人材、アントレプレナーの育成、共同カリキュラムの作

成及び共通単位の認定、学位認定プログラムの作成及び学位の認定） 
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・ 事業ツール⑤（推進体制強化）： 中核機関の研究開発マネジメント実績、産学連携プロ

ジェクトの実績、類似の拠点型プログラムへの参画実績 

 

３－２．医療分野の公募について  

国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）の設立に伴い、医療分野の研究開

発及び医療分野の研究開発のための環境の整備は、AMED が一元的に実施することとな

りました。そのため、本プログラムの公募では、医療分野の研究開発に限定されるものは

原則として募集の対象外となります。詳細は、AMED ホームページをご参照ください。 

AMED ホームページ： http://www.amed.go.jp/ 

 

 

４．契約、支援金額等  

４－１．基本契約及び委託研究開発契約  

JST は中核機関及び中核機関と連名で提案する都道府県又は政令指定都市、及び他

の法人と基本的なプログラムの枠組みや地域負担の支出に関する「基本契約」を締結しま

す。  

また、「基本契約」とは別に、JSTは中核機関との間に事業内容、計画、成果の取扱等を

定めた「委託研究開発契約」を締結します。 

中核機関と参画機関とは委託研究開発契約または共同研究開発契約を締結し、作成し

た契約書の写しを JST に提出していただきます。（写しは JST で確認のみに用い、他に公

開はいたしません。） 委託研究開発契約または共同研究開発契約においては基本契約

の計画に沿った事業の実施を参画機関に求めることになります。 なお、中核機関から参

画機関に再委託費を配分する場合は委託研究開発契約、再委託費の配分がない場合は

共同研究開発契約を結ぶこととします。なお、本プログラムでは、企業への委託研究開発

契約はできません。 

JST、中核機関、参画機関の契約関係を図３に示します。 

http://www.amed.go.jp/
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図３ 契約関係の概要図 

 

JST は中核機関と委託研究開発契約を結びリサーチコンプレックスの事業費を支援しま

す。また、中核機関は参画機関と委託研究開発契約又は共同研究開発契約を締結し、事

業費に計上した事業経費から事業内容・規模に応じた配分案を作成して JST の承認を受

け、事業を実施します。中核機関と参画機関とは直接、委託研究開発契約又は共同研究

開発契約を締結し、参画機関は他の機関と再々委託しないことを必須の条件とします。 

 

４－２．JST から支出する事業費 

４－２－１．JST から支出する事業費の規模 

拠点あたり５～７億円程度/年度を予定しています（税込み）。事業費は後述の事業経費、

事業運営費、一般管理費の合計です。プログラムの効率的運営や拠点の自立化を促すた

めに、JST が中核機関に支出する各年度の事業費は、当該年度における本プログラム予

算額全体の状況や、各拠点の事業計画の進捗及び当該年度の事業計画内容等を総合的

に勘案して、毎年度決定します。 

JST は中核機関が事業費をプログラム実施期間の初年度から持ち寄り方式（※）によっ

て自己負担することを条件に事業費を中核機関に支出します。 

中核機関及び参画機関は、JST の負担額に応じて、ビジョンの実現に向けた取組を実

施するためのリソース（以下「地域負担」という。）を提供します。詳細は次節（４－２－２）を

ご確認下さい。 

（※） 持ち寄り方式：中核機関、都道府県又は政令指定都市及び参画機関にもリソー

スの提供を求めるものです。 
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４－２－２．持ち寄り方式における「地域負担」について 

・ 地域負担は、金額に換算して、JST からの事業経費と事業運営費の合計と同等以上の

額とします。事業経費に該当する経費は物品費、旅費、人件費、再委託費等であり、かつ

その支出を証明できるものとします。地域負担として計上できる例を以下の表に示します。 

 

都道府県又は政

令指定都市、中

核機関 

・ 運営にかかる経費 

・ 研究成果の技術移転・事業化のための事業化支援費 

・ 研究成果を活用したベンチャー企業の起業、育成支援に係る

経費 

・ 情報発信や産学官連携促進のためのシンポジウム開催経費 

・ コーディネータ等の人件費 等 

企業 

 

・ 研究成果の実用化・事業化のための事業経費 

・ 大学、公的研究機関等へ派遣する研究員の人件費 

・ リサーチコンプレックスの成長・発展に資する自社内での追

加研究等の研究費、人件費  

・ リサーチコンプレックスの成長・発展のために金融機関から拠

出される資金（融資） 等 

大学等研究機関 ・ 研究開発に係る経費 等 

 

・ プログラム実施期間での地域負担が、JST が中核機関に支出する同額以上になること

が必要です。提案時に地域負担の支出計画を提示いただきます。また、中間評価等に

おいて支出計画の合理性・妥当性等について確認を行い、JST が不適切である等の判

断をしたときは、支出計画・事業計画の見直し要請や、事業経費の減額、支援の中止等

の措置を講ずることがあります。 

・ 但し、中小企業者が負担する経費は実際の地域負担を２倍にして計上可能です。ここ

で「中小企業者」とは、「中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）」第２条に定める範

囲に該当する企業とします。 

・ 地域負担の負担割合や一部機関のプログラム実施期間中の中途参画・離脱等の場合

の支出のルールや責務等について事前に取り決めの上、提案をしていただくようお願い

いたします。 

 

なお、以下は地域負担として計上することができません。 

・ 既に公費等で給与等を支払われているものの人件費 

・ 原則として関連施設の建設、整備等にかかる経費 

・ 原資が直接国庫に起因するもののうち、補助金、競争的資金など予め使途が特定され

ている経費 
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４－３．事業経費の内訳 

事業経費は、異分野融合共同研究開発、事業化支援、最先端研究設備の共同利用、

人材育成・共同カリキュラム、推進体制強化に関わる経費になります。 

使途については、以下のとおりです。 

① 物品費  

事業を実施するために必要な、設備・物品等の購入、製造、又は据付等に必要な経費

（設備備品費）と、原材料、消耗品、消耗器材、薬品類等の調達に必要な経費（消耗品費）

です。 

② 旅費 

事業参加者の事業実施に必要な移動等に伴う旅費です。 

③ 人件費、謝金 

・ 人件費 

本プログラムを遂行するにあたり必要な活動及びその支援、その他の労働を行った者に

対する賃金、手当てについて使用できます。たとえば、大学等における研究開発に従事す

る招聘研究者等や人材育成に従事する講師、機器の共用等の雇用に要する経費です。ま

た、人材派遣に係る経費として、人材派遣会社から派遣される研究員等の受け入れに係

る従事率に応じた経費についての支出も可能です。 

人件費の算出に当たっては、賃金支給規則によるなど、妥当な根拠に基づく必要があり

ます。さらにその根拠についての証拠書類、及び従事率を示す勤務管理簿などの証拠書

類を、必要に応じて JST に提出していただく場合があります。 

なお、単価の設定が社会通念上、許容される範囲を超えていると JST が判断した場合、

人件費の支出として認められない場合もあります。 

・ 謝金 

本事業を遂行するにあたり必要な専門知識、情報、技術の提供等の協力を得たものに

対する中核機関、参画機関等の規定に基づく謝金あるいは謝礼について使用できます。 

④ 再委託費 

中核機関から参画機関へ事業の一部を委託するための経費です。本プログラムでは中

核機関のみが計上可能であり、中核機関から再委託を受けられる参画機関は大学等のみ

とします。 

⑤ 間接経費 

間接経費の上限は、各機関に支払われる事業経費の３０％とします。  

間接経費は、研究開発参加者の研究開発環境の改善やその所属機関全体の機能の向

上に活用するために必要となる経費に充当してください。 

⑥ その他 

上記のほか、事業を実施するために必要な経費です。以下は具体例です。 

・ 会議費（研究会、成果発表会等） 

・ 研究成果発表費用（論文投稿料、印刷費用など） 

・ 機器リース費用、書籍、運搬費 
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なお、以下の経費は中核機関における事業経費（⑤を除く）及び事業運営費、また参

画機関の事業経費（⑤を除く）として支出できません。 

・ 当該事業の目的に合致しないもの 

・ 競争的資金における間接経費としての使用が適当と考えられるもの 

・ 建物等施設の建設、不動産取得に関する経費 

・ 事業期間中に発生した事故･災害の処理のための経費 

・ ＰＣ等の共通的に使用される物品等に係る経費  

・ 事業の核心にあたる事項を第三者に再委託する経費 

・ 大学等において、当該事業に従事しない者への人件費  

・ 関連する学会であっても、その年会費、食事代、懇親会費 

・ 合理的な説明のできない経費（例： プログラム実施期間内での消費見通しを越えた極

端に大量の消耗品購入のための経費） 

その他、事業経費からの支出が適切か否かの判断が困難な場合は、JST へ問い合わ

せてください。 

 

JST では、事業経費の柔軟で効率的な執行を事業の実施機関に対して要請するととも

に、国費を財源とすることなどから、一部の項目について委託研究開発契約書や事務処理

説明書等により、一定のルール・ガイドラインを設けるなどして、適正な執行をお願いして

います。 

 

４－４．事業運営費 

中核機関に属し、このプログラム実施に専任している事務局スタッフ等の人件費、市場

調査等の調査費、事業化の推進、事業運営にかかる旅費・交通費や会議費等については、

事業運営費として支出いたします。 

 

４－５．一般管理費 

中核機関に対し、本委託業務において必要となる管理費として事業運営費の１０％を限

度として支払います。 

 

４－６．事業費の例 

４－１～４－５の記載事項をまとめ、費用の考え方を例示したのが図４です。ここでは、

JST からの事業費５億円を中核機関が参画機関に配分する際の一例を示しています。 
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図４ 事業費の考え方 概要図 

 

平成 28 年度に上のような配分を行う場合の資金計画は表１のようになります。 

 

表 1 資金計画の一例 

 

 

４－７．事業費の調整等について 

提案にあたっては、プログラム実施期間中における所要額（概算）を算出し、計上してい

ただきますが、実際に支出される事業費の額は採択後、提案内容の審査結果等に基づき

協議の上、調整させていただくことがあります。 

また、プログラム実施期間中において、進捗状況、中間評価結果を踏まえ、PO の判断

によって事業費の調整（事業費支援の終了も含む）を行うことがありますので、予めご了承

ください。 
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５．提案の方法 

５－１．提案者、申請方法 

① 提案者： 

本公募では、中核機関、都道府県又は政令指定都市、及び他の法人の連名による提案

を募集します。 

ここで、「他の法人」とはリサーチコンプレックスの基盤となる機関として本部又は研究組

織が既に集積しているか、近々集積する法人のことを指します。複数の大学等及び複数の

企業であることを要件とします。 

提案書の申請は中核機関となることを予定している機関が行ってください。 

② 申請方法： 

提案書及び中核機関の直近３年間の決算書を府省共通研究開発管理システム（以下、

「e-Rad」という。）を用いて申請いただきます。また、提案書表紙（提案者（上記）の押印済

み）及び参画する企業のパンフレット（作成している場合）を郵送にて提出いただきます。

e-Rad による申請につきましては「８.府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を利用した

提案書の作成･提出等」を確認してください。 

 

【提案書様式の入手方法】 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）で受付中の公募一覧から公募要領と提案書

様式がダウンロード可能です。また、下記ホームページからもダウンロードできます。 

本プログラム公募情報： http://www.jst.go.jp/rc/koubo.html 

 

③ 締め切り：  

・ 電子申請（e-Rad）：平成２７年９月１５日（火）正午＜厳守＞ 

※  e-Rad  による公募は、提出期限後に自動的に終了しますので、十分に時間的余

裕をもって提案してください。e-Rad の操作方法については「８．府省共通研究開発管理

システム（e-Rad）を利用した提案書の作成･提出等」をご確認ください。 

・ 郵送： 平成２７年９月１５日（火） 当日消印有効  

 ｢提案書表紙(中核機関、都道府県又は政令指定都市、及び他の法人の押印済み)」及

び企業パンフレット（作成している場合）を e-Rad による提案書提出後、速やかに郵送し

てください。なお、提案書表紙の押印が全て揃わない場合、押印が済んだ分の提案書表

紙のコピーを９月１５日までの消印で郵送いただき、全ての機関からの押印を済ませた

原本は１０月３０日（金）必着でお送りください。送付先は下記のとおりです。 

 

〒１０２－００７６ 東京都千代田区五番町７ K’s五番町 

国立研究開発法人科学技術振興機構 イノベーション拠点推進部 

地域イノベーショングループ リサーチコンプレックス公募担当 

 

http://www.jst.go.jp/rc/koubo.html
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５－２．提案書の内容 

①  提案に必要な書類 

 提案書類 電 子 申 請

（e-Rad） 

郵送 

1 提案書（様式１） １部 － 

2 中核機関の直近３年間の決算書 １部 － 

3 提案書表紙（提案者（中核機関、都

道府県又は政令指定都市、及び他

の法人）の押印済み） 

－ １部 

4 参画する企業のパンフレット 

（作成している場合） 

－ 企業につき１部 

 

② 作成・提出にあたっての注意事項 

提案書は、様式に沿って簡潔かつ要領良く作成してください。「提案書類（様式）」は、本

プログラムの公募ページ（http://www.jst.go.jp/rc/koubo.html）よりダウンロードできますの

で、必要事項をパソコンで入力して作成してください（フォントサイズ：１０．５ポイント）。 

なお、持参、FAX 及び電子メールによる提出は受け付けられません。公募期間が終了

しますと提出いただいた書類の返却、差し替え等には応じかねますので、あらかじめご了

承ください。 

秘密保持については十分に配慮いたします。 

採択されたリサーチコンプレックスの名称、中核機関、参画機関名、提案概要等は公表

予定です。 

お問い合わせ先については、本章（第５章）末尾の「問い合わせ先」をご確認ください。 

 

５－３．提案書の記載要領 

e-Rad を用いた電子申請では、「提案書」をご提出いただきます。本提案書の記載要領

を以下に示します。 

 

【提案書】 研究成果展開事業（世界に誇る地域発研究開発・実証拠点（リサーチコンプレ

ックス）推進プログラム）提案書 

 

様式１（提案書）  

１. 基本情報（リサーチコンプレックス名称、提案者及び参画機関） 

リサーチコンプレックス名称、提案者（中核機関、都道府県又は政令指定都市、及び他

の法人。「他の法人」とはリサーチコンプレックスの基盤となる機関として本部又は研究組

織が既に集積しているか、近々集積する法人を指し、複数の大学等及び複数の企業で構

成されるものとする。）、参画機関（大学・企業等）をご記載ください。提案者、参画機関いず

れについても、本提案に対する事前了解をそれぞれ得た上で記載してください。 

２. リサーチコンプレックス概要 

http://www.jst.go.jp/rc/
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リサーチコンプレックス名称、プログラム実施期間、事業費総額、対象エリア・主な事業

実施場所、ビジョンの概要とその概要図を記述してください。ビジョンは５年後、１０年後に

むけてリサーチコンプレックスが成長・発展する姿を提案してください。 

３. ビジョンを実現するための目標と計画 

２で記載したビジョンの実現を目指して発展するリサーチコンプレックスの３年目、５年目

及び１０年後の到達目標（数値目標）を以下の項目ごとに記述してください。 

・ 世界トップレベルの研究、人材育成 

・ 海外の同種の集積拠点との比較優位の実現 

・ 官民の資金獲得・人材交流等に表される社会的魅力度 

・ リサーチコンプレックスから生み出される経済効果 

また、上記目標を達成するための実施計画を、図２（p.６）に示した事業ツール①～④に

分けて記述し、事業推進の設計図となるロードマップを作成してください。 

４. 推進体制、運営方針、参加者リスト、エリア構想 

３で記した目標を実現するための推進体制と運営方針、リサーチコンプレックスを構成す

る機関及び参加者、エリア構想を以下の観点で記述してください。 

・ リサーチコンプレックスの自立的かつ連続的な発展に向けた運営を可能とする推進体

制と運営方針 

・ 中核機関及び参画機関、リサーチコンプレックス協議会の参加者、役割、連携体制 

・ リサーチコンプレックスの対象となるエリアの範囲及び研究機関等の集積状況の現状と

将来構想、リサーチコンプレックスを構成する機関の集積状況、今後加わることが期待

される機関 

・ 新規参画機関の獲得、呼び込みの方策 

・ プログラム支援終了後、自立的にリサーチコンプレックスを成長・発展させるための仕組

みづくり 

５. 資金計画 

・ リサーチコンプレックスの成長・発展に係る５年間の事業費（５～７億円/年度）と地域負

担について、全体資金計画と主な用途別、ツール別、機関別の資金計画を記載してくだ

さい。 

６. 実績 

本提案の中核機関及び参画機関が有している重要な知的財産、研究成果、保有技術を

事業ツールごとに記述してください。 

７. 他事業への申請状況、補助金獲得状況 

オーガナイザー、事業化リーダー、研究リーダー、人材育成リーダー及び主な参画機関

のメンバーが現在受けている、あるいは申請中・申請予定の補助金等について記述して

ください。 

８. 関連情報（オーガナイザー、各リーダー略歴） 

オーガナイザー、リーダー（事業化、研究、人材育成）の略歴について記述してください。 

９. 中核機関概要 

中核機関が、大学及び公的研究機関の場合は提出不要です。 
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１０. 参画機関概要 

企業概要を記載してください。企業以外の参画機関の提出は不要です。 

 

５－４．提出にあたっての注意事項 

① 提案者は、予め次の者の承諾を得ておいてください。 

・ 全ての参画機関等、事業を実施する者 

・ 提案者と特許の権利者が異なる場合には、特許の全ての権利者 

② 提案書は、様式に従って簡潔かつ要領良く作成してください。e-Rad にアップロードで

きる容量の上限は１０ＭＢです。 

③ 提案者及び所属研究機関の登録については、締め切りの少なくとも２週間以上前に府

省共通研究開発管理システム（e-Rad）への登録を済ませてください。 

④ 公募締め切り日時までに e-Rad 上の「応募状況」が「配分機関処理中」まで至らなかっ

た提案書は無効となりますので、早めの提案をお願いします。 

⑤ 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、公募要領及び提案書類

作成要領を熟読のうえ、注意して記載してください（提案書類の様式は変更しないでくだ

さい）。 

⑥ 記載内容が事実と異なる場合には、採択されても後日取り消しとなる場合があります。 

⑦ 提出期限終了後の提案書の差し替えは固くお断りいたします。 

⑧ 提出された提案書類は、適切な課題を採択するための審査に使用するもので、記載

内容等については、「９－１７．提案情報及び個人情報の取扱い」に準じて取り扱います。 

⑨ 電子メールによる提出は受付けられません。 

 

【本公募に関する問い合わせ先】 

〒１０２－００７６ 東京都千代田区五番町７ K’s五番町 

国立研究開発法人科学技術振興機構 イノベーション拠点推進部 

地域イノベーショングループ リサーチコンプレックス公募担当 

電話： ０３-６２７２-４７３２   E-mail： rc@ｊｓｔ.go.jp  

（電話によるお問合せ時間：月～金（祝祭日を除く）１０：００～１７：００） 

 

 

６．公募スケジュール、選考及び採択 

６－１．公募及び選考スケジュール 

公募開始：    平成２７年７月２３日（木) 

公募締切： 

e-Rad による受付終了 平成２７年９月１５日（火）正午《厳守》 

郵送締切：   平成２７年９月１５日（火）（当日の消印有効） 

採択結果の通知：   平成２７年１１月下旬 

※ 日程は全て予定です。今後、変更となる場合があります。最新のスケジュールは本

プログラムホームページ（http://www.jst.go.jp/rc/）に掲載します。 

http://www.jst.go.jp/rc/
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６－２．採択予定拠点数 

２拠点程度 

 

６－３．審査の方法 

提案内容等に対する審査は、形式審査、書面審査、拠点訪問による評価（サイトビジッ

ト）、面接による評価の４段階にて行います。審査の過程において、提案内容等について問

い合わせを行う場合があります。 

審査は非公開で行われますが、提案課題との利害関係者は、当該課題の審査を担当し

ません。また、審査に携わる評価関係者は、一連の審査で取得した一切の情報を、評価関

係者の職にある期間だけでなく、その職を退いた後について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が義

務づけられています。 

なお、審査の経過は通知いたしません。また、お問い合わせにも応じられません。提出さ

れた提案書は返却いたしませんのでご了承ください。 

 

６－４．審査の手順 

審査は、次の手順により実施されます。 

① 形式審査 

提出された提案書類について、提案の要件（提案者の要件、必要書類の有無、不適正

経理に係る提案資格の制限等）を満たしているかについて審査します。 

② 書面審査 

提出要件を満たした提案に対して PO がアドバイザー等の協力を得て提案内容の評価

（書面審査）を行います。 

③ サイトビジット（拠点訪問） 

書面審査を通過した提案に対して PO がアドバイザー等の協力を得てサイトビジットを行

います。 

④ 面接審査 

PO がアドバイザー等の協力を得て面接審査を実施します。 

 

６－５．審査の観点 

審査（形式審査は除く）は、以下の観点に基づき総合的に実施します。 

① ビジョン 

・ 世界の注目を浴びるイノベーション創出を目指したビジョンが明確であり、新産業や雇

用の創出に資する内容であること。 

・ ビジョンの実現に向けた最先端、異分野融合の研究テーマが具体的に設定されている

こと。 
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・ ５年後、１０年後からその先に実現されるリサーチコンプレックスの姿や社会的価値（市

場規模・市場占有率、波及効果、解決される社会的課題、国内外への展開可能性等）が

明確であること。 

② 目標と計画 

リサーチコンプレックスの連続的な成長・発展を実現するため、 

・ 世界トップレベルの研究、人材育成 

・ 海外の同種の集積拠点との比較優位の実現 

・ 官民の資金獲得（資金獲得計画）・人材交流等に表される社会的魅力度 

・ リサーチコンプレックスから生み出される経済効果 

の観点で事業ツールを活用した計画が具体的かつ現実的であること。リサーチコンプレ

ックスを更に成長・発展させるための方針が明確であること。 

③ 推進体制及び運営方針 

・ 目標達成のために適切な推進体制と運営方針、計画が具体的に記載されており、かつ

その内容が合理的と認められること。 

・ 研究開発計画、成果展開の計画、組織の構築計画、地域に優位性のある技術・資源が

明確に述べられていること。 

・ 異分野融合研究開発について、核となる研究開発および異分野との融合が生み出す新

しい価値に発展性が認められること。 

・ 事業化について、リサーチコンプレックスで想定している事業に対して優れた事業化プラ

ンを有し、想定される利益、社会的インパクトなどが大きいこと。 

・ 最先端研究開発設備について、保有設備が最先端かつ高性能、あるいは汎用性が高く、

リサーチコンプレックス内外での利用が可能であり、成果の社会的効果が大きいこと。 

・ 人材育成について、期待される人材像とその育成方針と計画、卒業後の活動に対する

評価指針などが的確に定められており、国内外の学生及び若年研究者を惹きつける専

門人材育成プログラムが構築されていること。異分野融合人材の育成について方針が

明確であること。 

・ リサーチコンプレックスの拠点となるエリアに新規に研究開発機関、企業、人材等の集

積が可能であること。 

④ 資金計画 

各ツールおよび中核機関、参画機関に対する資金計画が具体的かつ妥当であること。 

⑤ リサーチコンプレックス発展のための方策 

上記のほか、リサーチコンプレックス発展のための方策が適切であること。 

 

６－６．審査結果の通知等 

① 書面審査後のサイトビジット、面接審査の実施要領・日程等は改めてお知らせいたしま

す。 

② 最終的に提案した全ての中核機関に、採択・不採択の通知をいたします。 
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③ 採択された提案については、リサーチコンプレックス名、中核機関、参画機関名、提案

概要等をホームページ等で公表予定です。不採択の提案については、その内容を一切

公表しません。 

④ 委託研究開発契約締結後、事業を開始していただきます。 

⑤ 事業開始後においても、適宜 JSTより実施計画等の見直し、事業経費の調整等をする

場合があります。 

⑥ 審査の透明性及び公正性を高めるため、PO およびアドバイザー等をホームページ等

で公表します。 

 

 

７．採択後の責務等  

７－１．事業の実施 

・ 本プログラムに参画する産学官金等の機関を構成員とする「リサーチコンプレックス協

議会」を設置し、中核機関を核として５年度の事業を実施していただきます。 

・ 本プログラム実施にあたって、当初の計画にとらわれず、必要に応じて、適宜計画、体

制の見直しをおこない、リサーチコンプレックスが名実ともに世界に誇れる研究開発・実

証拠点となるよう取り組んでいただきます。 

・ プログラム実施期間終了後も持続的に異分野融合の研究開発を行い、新規事業の創

出、優れた人材の育成・輩出を通じてイノベーション拠点としてリサーチコンプレックスの

成長・発展に貢献していただきます。 

 

７－２．コミットメントの提出 

採択された拠点の提案者には、本プログラムが終了した後も当該拠点がリサーチコンプ

レックスとして成長・発展し続け、名実ともに世界に誇れる研究開発・実証拠点となるため

に必要な支援を継続すること、インフラ（施設、設備、土地等）の利用に対して便宜を図るこ

と等に関するコミットメントを JST に提出していただきます。                                                                                                                       

 

７－３．実施報告、経理管理報告 

JST と契約を実施した中核機関は契約に基づく各種報告書を適宜 JST に提出していた

だきます。また、本プログラムにおけるプログラム実施期間終了時に完了報告書を JST に

提出していただきます。これら報告書は中核機関で取りまとめてください。 

 

７－４．プログラム全体の管理・運営 

JST は、アドバイザリーボードを核とした評価・支援組織を配置し、提案の審査、リサー

チコンプレックス全体の年度評価、中間評価＊１及び事後評価＊２を行います。また、事業終

了後に一定期間をおいて追跡調査を実施します。 

事業の所期の目的が達成されるよう、戦略ディレクター（SD）が事業実施上必要な協力・

支援を行います。 
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また、オーガナイザーに対しては必要に応じてアドバイザリーボードによる面談を実施し

ます。 

なお、年度評価、中間評価の結果によっては途中で支援を中止する場合があります。 

＊１： 原則として２年度目、４年度目に年度評価、３年度目に中間評価を実施します。 

＊２： プログラム実施期間終了時には、事後評価を実施します。 

 

７－５．事業費の経理  

プログラムに参加する中核機関及び参画機関は、事業費の経理状況を常に把握すると

ともに、事業費の使用に当たっては、公正かつ最小の費用で最大の効果が上げられるよう

に経費の効率的使用に努める必要があります。また、本事業費は、国の予算から支出さ

れているため、会計検査の対象となり実地検査が行われる場合があります。 

 

７－６．取得財産の帰属  

JST が支出する事業経費により中核機関等が取得した設備等は、基本的に JST の所有

となります。ただし、大学等が取得したものについては、事前に JST の了解の上大学等に

帰属させることが可能です。 

なお、これら設備等は、善良な管理者の注意をもって適切に管理する必要があります。  

 

７－７．知的財産権の帰属等  

研究開発により得られた知的財産権（特許権、実用新案権、意匠権、プログラム及びデ

ータベースに係る著作権等権利化された無体財産権）については、産業技術力強化法第１

９条（日本版バイドール条項）を適用し、同条に定められた一定の条件（出願・成果の報告

等）の下で、原則発明者の持分に応じて当該発明者が所属する機関に帰属させることがで

きます。  

中核機関は、プログラム期間中及び終了後も本プログラムの成果から生まれた知的財

産について把握し、適宜 JST に報告するとともに、知的財産戦略の立案、推進に積極的に

関与を行います。知的財産権に関する実務は、中核機関が参画機関と協力して実施する

こととなりますが、参画機関が高いモチベーションを持って取り組むことができるようなメリ

ットに十分留意した事業の仕組みを構築していただきます。  

例えば、  

・ 基本特許は原則として中核機関が一元的に管理し、一定の期間は本プログラム参画機

関に独占的な実施を認める。  

・ 中核機関は、共同出願人である参画企業に対しては、不実施補償を求めない。  

・ 一定期間後はライセンス所属機関を第三者にも広げるにしても、知的財産権の中核機

関持分は参画機関以外に譲渡しない。  

等の内容の検討が考えられます。 
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７－８．成果等の発表  

本プログラムにより得られた成果は、知的財産権の保護等、リサーチコンプレックスが定

める運営方針にご留意いただいた上で、国内外の学会、マスコミ等に広く公表し、開発され

た試作品、製品等について説明・展示するスペースを設ける等、積極的に成果の公開・普

及に努めてください。  

※ 事業化を優先し、一定の期間、研究開発内容あるいは研究開発成果を非公開とする

ことを可能とします。事業化の目途が立った際には、積極的に成果の公開・普及に努め

てください。 また、プログラム実施期間中及び終了後に、必要に応じて JST の依頼で得

られた成果を発表していただく場合があります。  

なお、新聞、図書、雑誌論文等によって本プログラムで得られた成果を発表される場合

は、本プログラムによる成果であることを必ず明記していただくとともに、JST に事前にご一

報いただきますようお願いします。  

 

 

８．府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を利用した提案書の作成･提出等 

８－１．府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について 

e-Rad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関する一連

のプロセス（申請受付→審査→採択→採択課題管理→成果報告等）をオンライン化した府

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。 
 

８－２．e-Radを利用した提案書類の提出について 

本提案は、e-Radからの応募情報登録（アップロード）と郵送書類の送付による提出が必

要となります。 

・ 本プログラムは、「研究機関単位」の応募であるため、e-Radの応募情報登録における

代表研究機関を中核機関とします。 

・ 提案書の作成は、中核機関に属するオーガナイザーが取りまとめて行い、e-Radを利

用した応募情報登録は中核機関のe-Rad事務代表者が行ってください。  

・ 新規に課題応募する際は、中核機関のe-Rad事務代表者がログインし、応募情報登

録を行ってください。本提案においては科研費等のように研究者個人の研究者番号を

利用した提案はできませんので注意してください。 

・ 締め切り間際は、e-Radが混雑する上、環境によっては提案書をアップロードできない

事態が頻繁しております。そのため、提案書の提出（応募情報登録の完了）は、できる

だけ締め切り前日までに済ませてください。 

・ 提出期限を過ぎた提案申請は一切受け付けません。提出いただいた書類の返却、差

し替え等には応じかねますので、予めご了承ください。  

・ 提案書に不備・不足がある場合、受理できないことがありますのでご注意下さい。 

・ 郵送、宅急便、持参、ＦＡＸおよび電子メール等による提案書の提出は受け付けられま
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せん。必ず提案書はe-Radを通じて期限内にアップロードによる提出をしてください。但

し 提案書表紙および企業パンフレットは郵送してください。 

 

８－３．【重要】 e-Radシステムの利用にあたって 

① 中核機関のe-Radシステム登録（必須） 

提案を希望する中核機関は、本システムへの事前登録が必要になります（既にe-Radに

登録されている場合、再登録の必要はありません）。  

下記のe-Radポータルサイトにアクセスし、「システム利用に当っての事前準備」の「研究

機関はこちら」または「研究者はこちら」をご参照の上、所属機関（中核機関）の登録及び研

究者（オーガナイザー）の登録を行い、初回ログインＩＤ及びパスワードの発行を必ず受け

てください。  

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

一度登録されていれば、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。  

ここでは登録された機関を “研究機関” と称します。  

② e-Rad事務代表者の決定と登録（必須）  

中核機関において、e-Radに関する事務代表者１名を必ず決めていただき、e-Radポー

タルサイトの『システム利用に当たっての事前準備』をよく読んで研究機関の登録手続き

を行ってください。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。  

③ 参画機関の登録 

参画機関については可能な限り事前の「研究機関の登録」を推奨します。また、各研究

機関を代表する研究者においては「研究者の登録」がされ『研究者番号』を取得しているこ

とを推奨します。なお、採択後、リサーチコンプレックスの全参画機関（企業を含む）が

e-Radに機関登録することが必要となります。  

④ e-Radの操作マニュアル  

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マニュアルは、上記ポ

ータルサイト（http://www.e-ｒad.go.jp/）より参照又はダウンロードすることができます。シ

ステム利用規約に同意の上、ご利用ください。 

⑤ システムのサービス利用時間帯  

（平日、休日ともに） ０：００～２４：００です。  

※上記サービス時間内であっても、緊急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。  

※国民の祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）に関わらず、上記時間帯はサ

ービスを行います。  

⑥ よくある質問と答え（e-RadシステムFA Q）について 

e-Radホームページ画面右下の「よくある質問と答え」をクリックするとFAQのページに

移行します（図５）。よく寄せられる質問の一覧やFAQの検索等が可能ですのでぜひご利

http://www.e-rad.go.jp/
http://www.e-rad.go.jp/
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用ください。 

 

⑦ ヘルプデスク（研究機関及び所属研究

者の登録に関するお問い合わせ先）  

上記⑥「よくある質問と答え（FAQ）」をご

確認のうえ、お問合せください。 

【ヘルプデスク】  

電話番号 ０１２０－０６６－８７７ （フリ

ーダイヤル）  

受付時間 ９：００ ～ １８：００  

土曜、日曜日、国民の祝日及び年末年始（１２月２９日～１月３日）を除く  

⑧ 個人情報の取扱い  

提案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、e-Radを経由し「内閣府の政府研究開発データベース」へ提供しま

す。 

 

８－４．e-Rad からの申請方法について  

（※e-Rad の各画面はイメージ図です。） 

① e-Rad の準備（所属研究機関、研究者の登録）をする。 

・ オーガナイザーが所属する中核機関が e-Rad に登録され、ログインＩＤおよびパスワード

を取得するようにしてください。  

・ 機関登録の手順は「e-Rad ポータルサイト」→「システム利用に当たっての事前準備」

http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system /index.html （図６）をご参照ください。  

・ 機関登録は、通常でも２週間程度かかり

ますが、混雑具合によってはそれ以上の時間

を要する場合もあります。余裕をもって登録手

続きを済ませておいてください。 

・ 研究者の登録は、研究機関コード取得後、 

新規登録、所属機関と研究者の紐付け作業を

してください。詳しくは「研究機関用マニュアル」 

2．研究者情報管理 

http://www.e-ｒad.go.jp/shozoku/manual/ 

index 

をご参照下さい。 

 

②  提案時の注意点【重要】 （必ずお読みくださ

い。）  
図６ システム利用に当たっての事前準備 

図５ よくある質問と答えのトップページ 

 

http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system　/index.html
http://www.e-rad.go.jp/shozoku/manual/　index
http://www.e-rad.go.jp/shozoku/manual/　index
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1. PC 環境の確認 

e-Rad を利用する前に必ず PC の推奨動作環境をご確認ください。利用する PC 環境に

より推奨ブラウザが異なる場合がありますのでご留意ください。 

○推奨動作環境は、 

http://www.e-ｒad.go.jp/terms/requirement/index.html に記載されています。 

2. 提案書の登録と確認 

提案書の作成に関しては、オーガナイザーが取りまとめて行い、e-Rad からの提案申請

（応募情報登録および提案書のアップロード）は、研究代表機関の e-Rad 事務代表者が行

ってください。本プログラムは研究機関単位公募のため、応募課題の新規登録、提出は中

核機関の事務代表者のみ可能です。 

提案書の様式と e-Rad の記載に、齟齬がないように十分に注意してください。提案書の

記載内容を修正した場合、e-Rad 応募情報にも最新の情報が転記されているよう必ず修

正してください。  

3. e-Rad 登録入力 

e-Rad システムでは、負荷軽減のために画面表示後に経過時間をカウントし始め、画面

右上の「画面を表示してから経過した時間」が１時間経過すると強制的にタイムアウトしま

す。応募情報登録のデータ入力中であっても一時保存または確定されなかったデータは保

存されませんので十分にご注意ください。 

4. 入力チェック 

必須項目を入力しましたら、画面右上の

「入力チェック（図７）」をクリックして、入力デ

ータの不備や必須項目の確認等をしてくださ

い。必須項目に入力不備があるとタブや、入

力欄の表示色が変わります（図７）。正しく入

力し直し表示色がなくなるまで画面左上の

一時保存の機能を適宜利用するようにしてく

ださい。 

 

③ 提案書提出までの流れ 

1. 必要書類の入手  

e-Rad ホームページ（http://www.e-rad.go.jp/）→最新のお知らせ内の「現在募集中の公

募一覧」をクリック→「世界に誇る地域発研究開発・実証拠点（リサーチコンプレックス）推

進プログラム募集」→公募要領 URL 欄「世界に誇る地域発研究開発・実証拠点（リサーチ

コンプレックス）推進プログラム公募情報」をクリックすると公募情報掲載ページより公募要

領、提案書様式ファイルを入手できます。 

また、「リサーチコンプレックス推進プログラム」ホームページの公募情報にも掲載されて

います。掲載ページは以下のとおりです。 

http://www.jst.go.jp/rc/koubo.html 

図７ システム利用に当たっての事前準備 

http://www.e-rad.go.jp/terms/requirement/index.html
http://www.e-rad.go.jp/
http://www.jst.go.jp/rc/koubo.html


- 26 - 

2. 提案書の作成 

提案書に必要事項を記入し、提案書様式を完成させます。  

3. アップロード用ファイルの準備 

提案書をＰＤＦファイルに変換・保存し、アップロード用ファイルの準備を完了させます。 

提案書を e-Rad にアップロード（提出）するには PDF 形式に変換する必要があります。

提案書（電子媒体）は Word または一太郎で作成の上、PDF ファイルに変換してください。

PDF 変換ソフトをお持ちでない場合は、e-Rad システムにログインの上「PDF 変換」機能を

利用することも可能です。詳細は以下のマニュアルを参照ください。 

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

※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。PDF 変換後のフ

ァイルは必ず確認してください。 

4.  e-Rad システムへの応募情報登録 

a. 応募情報登録画面への移行 

e-Rad にログイン後、左メニューの「応募/採択課題情報管理」から「公開中の公募一覧」

をクリックします。 

【検索条件】に「リサーチコンプレックス」または「リサ」と一部のみを入力し検索をクリック

します。検索条件を満たした公募課題情報が表示されます。 

該当公募名の最も右側にある項目「応募情報入力」の緑色のチェックマークのアイコン

をクリックします。応募条件の承諾画面が表示されます。応募条件、注意事項をよく読み

「承諾」をクリックすると「応募情報登録」画面が表示されます。 

b. 応募情報の入力 

応募情報の入力は、応募情報登録画面にて行います（図 8）。この画面はタブ構成にな

っており、それぞれのタブをクリックすることで各タブ（Ⓐ）での入力欄（Ⓑ）が表示されます。

各タブで入力する内容は、以下の「【各タブの説明】」のとおりです。基本的にどのタブから

でも入力を開始することができますが、このマニュアルではタブの表示されている順番通り

に説明を行います。それぞれのタブⒶをクリックすることで、入力欄Ⓑの表示が切り替わり

ます。 

 

http://www.e-rad.go.jp/shozoku/manual/index.html
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図 8 応募情報登録の画面 

c.  代表者情報の確認 

「代表者情報確認」（図９）はこの提案の代表研究機関である中核機関の情報を自動的

に取得し表示しています。表示内容に誤りがないことを確認した上で申請を行なってくださ

い。なお、この画面で研究機関情報を編集することはできません。編集したい場合は「研究

機関情報修正」から行ってください。 

図９ 代表者情報確認の画面 

 

d.  研究開発課題名の入力 

「研究開発課題名」（図１０）には、リサーチコンプレックス名称を入力します。その他、

「課題 ID」とは e-Rad 上で識別するための ID であり、一時保存を行ったタイミングで自動

的に採番されますので入力不用です。 

Ⓐ 

Ⓑ 
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図１０ 研究課題名の入力について 

e. 共通項目の入力 

研究期間、研究分野（主、副）、研究目的、研究概要を入力していただきます。 

・ 研究期間（必須） 

開始年度は今年度「2015」とし、終了年度は研究計画に沿って入力します。 ５年間の研

究期間として最長年度「2019」年度まで入力可能です。 

・ 研究分野（主） 

研究分野（主）の細目名、キーワードを入力します。まず、研究分野（主）の細目名から、

応募する課題に該当の研究分野を選択します（図１１）。 

 

図１１ 共通項目の画面 

検索ボタンをクリックして細目検索用の別ウィンドウを立ち上げます（図１２）。 

>検索の方法その１➠分野、分科を選択して細目を検索します。 

>検索の方法その２➠細目を直接入力し検索します。 

（※方法その２はダイレクトに検索できるのでおすすめです。） 
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検索結果から、選択する行の最も左側にある項目「選択」の緑色のチェックマークのアイ

コン（図１２）をクリックすると、細目検索用の別ウィンドウが閉じ、選択した細目名が入力さ

れている状態の共通項目タブが表示されます。 

 

図１２ 研究分野 検索画面 

キーワード（必須）：キーワードの右側▼をクリックすると細目名に対応したキーワード候

補が表示されるので研究課題に該当するキーワードを選択してください(図１３)。 

キーワード２～５までは任意で選択します。「その他キーワード１、２」には直接入力が可

能です。 

 

図１３ 研究分野の入力 
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研究分野（副）についても細目名、キーワードを研究分野（主）と同様に入力します。 

 

・ 研究目的、研究概要： 

研究目的欄、研究概要欄には提案書表紙の「提案概要」を転記してください。研究目的、

研究概要の転記内容は同一で構いません。 

 

f. 個別項目の入力 

個別項目を選択すると図１４の入力画面になります。 

以下の項目を入力してください。 

・ リサーチコンプレックス名称（＝研究開発課題名） 

・ 中核機関情報：主にオーガナイザー、事務代表者の連絡先等 

・ 都道府県又は政令指定都市情報 

・ 他の法人（大学等、企業）の機関名 

・ リサーチコンプレックス概要 

・ 核となる研究テーマ 

・ 研究倫理講習に関する受講修了の確認 

※  研究倫理講習に関する受講修了について入力されないと、次の画面を選択する

ことができません。下記の設問に対して回答できるよう、オーガナイザーは登録前に必

ず CITI を受講し、修了番号を取得してください。 

設問 A) 研究倫理に関する教育プログラム修了した内該当するもの 

１．所属機関のプログラム（CITI を含む）を修了している 

２．JST 事業等で修了している 

３．CITI ダイジェスト版を修了している 

設問 B) CITI ダイジェスト版修了番号 

上記 A)の設問で１又は２を選択した場合は「なし」、 

３を選択した場合は修了番号を入力してください。 
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図１４ 個別項目の入力画面 

g. 応募時予算額の入力 

応募時予算額を選択し、画面に従って「直接経費」の欄に事業経費（中核機関）及び

事業運営費（中核機関）、「間接経費」の欄に一般管理費、「再委託費・共同実施費」の

欄に事業経費（参画機関）の予算額を入力します（図１５）。 

この応募時予算額タブでは、共通項目タブに入力した研究年度に応じた計画予算年

度の入力表が構成されます。提案書（5.資金計画 5-1.全体資金計画）の費目（A）から

（D）に対応した予算額を転記してください。 

 

 

図１５ 応募時予算額の入力画面 
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h. 研究組織情報入力 

研究組織情報入力を選択すると図１６の入力画面になります。 

ここでは、初年度予算額のみを入力の対象としています。図中Ⓐは自動計算表です。Ⓐ

の項目『初年度予算額』には応募時予算額タブで入力した２０１５年度の予算額が反映さ

れ、項目『このタブでの入力額』にはⒷで入力する「直接経費」（事業経費（中核機関）＋事

業運営費（中核機関））、「間接経費」（一般管理費）、「再委託費・共同実施費」（事業経費

（参画機関））が反映されます。項目『差額（未入力額）』には[初年度予算額－このタブでの

入力額＝差額（未入力額）]が表示されます。この差額が０（ゼロ）となるように入力してくだ

さい。 

※差額がある場合エラー表示され一時保存や確認ができませんのでご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１６ 研究組織情報の入力画面 

 

なお、本公募では研究者一覧、閲覧・編集権限への記入は不要です。 

 

5. 提案書様式を完成させ e-Rad 入力データシートに齟齬がないようにする。 

6. 提案書様式をＰＤＦファイルに変換・保存し、必要ファイルの準備を完了する。  

7. e-Rad システムの応募情報を全て入力後、PDF 形式に変換しておいた提案書様式ファ

イル及び中核機関の決算書を e-Rad にアップロードし、一時保存をクリックする。  

全ての項目を再確認してから実行をクリックし、応募情報登録を完了する。  

※一時保存中ならば、修正可能ですが、実行ボタンを押すと応募情報登録が完了となり

ます。もし、実行ボタンを押してから修正したい箇所に気がついても、決して「差し戻し」

ボタンは押さないでください。e-Rad から再申請はできませんので十分に注意してくだ

さい。 

8. 必要書類を提出期限までに提出先に郵送、配送する。  

本要領５－1．に記載されたあて先にご送付ください。  

Ⓐ 

Ⓑ 
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９．提案にあたっての留意点 

○ 本章の注意事項に違反した場合、その他何らかの不適切な行為が行われた場合には、

採択の取り消し又は研究の中止、事業費等の全部または一部の返還、ならびに事実の

公表の措置を取ることがあります。 

○ 関係法令･指針等に違反し、研究を実施した場合には、事業費の配分の停止や、事業

費の配分決定を取り消すことがあります。 

 

９－１．研究倫理に関する誓約について 

本公募の提案代表者には、以下の項目に関して誓約していただきます（e-Rad での個別

項目にチェックを入れてください）。 

① 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン（平成２６年８月２６日文

部科学大臣決定）」の内容を理解し、遵守することを誓約します。 

 ※研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン  

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568. 

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）（平成２６年２

月１８日改正文部科学大臣決定）」の内容を理解し、遵守することを誓約します。 

 ※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） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904 

③ 本提案が採択された場合、研究活動の不正行為（捏造、改ざん及び盗用）並びに事業

費の不正使用を行わないことを誓約します。 

④ 本提案に記載している過去の研究成果において、研究活動の不正行為は行われてい

ないことを誓約します。 

 

９－２．研究倫理に関する教育プログラムの受講･修了について 

中核機関のオーガナイザーは、提案時において研究倫理に関する教育プログラムを修

了していることが応募要件です。修了していることが確認できない場合は、要件不備となり

ますのでご注意ください。 

研究倫理教育に関するプログラムの受講と修了済み申告の手続きは以下のいずれか

の方法により行ってください。e-Rad での入力方法は p.２９、「８－４. e-Rad からの申請方

法について ③提案書提出までの流れ 4. e-Rad システムへの応募情報登録 f. 個別項

目の入力」をご覧ください。 
 

① 所属機関におけるプログラムを修了している場合 

所属機関で実施している e-ラーニングや研修会などの各種研究倫理教育に関するプロ

グラム（「CITI Japan e-ラーニングプログラム」を含む）を提案時点で修了している場合は、

e-Rad の応募情報入力画面で、修了していることを申告してください。 

② 所属機関におけるプログラムを修了していない場合（所属機関においてプログラムが

実施されていない場合を含む） 
 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568
http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904
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a. 過去に JST の事業等において「CITI Japan e-ラーニングプログラム」を修了している場合 

JST の事業等において、「CITI Japan e-ラーニングプログラム」を申請時点で修了して

いる場合は、e-Rad の応募情報入力画面で、修了していることを申告してください。 

b. 上記 a 以外の場合 

所属機関において研究倫理教育に関するプログラムが実施されていないなど、所属

機関で研究倫理教育に関するプログラムを受講することが困難な場合は、JST を通じて 

「CITI Japan e-ラーニングプログラムダイジェスト版」を受講することができます。受講に

あたっては、下記 URL より受講登録をしてください。 

       http://edu.citiprogram.jp/jstregh27.html 

受講登録および受講にかかる所要時間は概ね 1～2 時間程度で、費用負担は必要あ

りません。受講登録後速やかに受講･修了した上で、e-Rad の応募情報入力画面で、修

了していることおよび修了証番号を申告してください。 

提案時点で受講･修了できなかった場合は、応募要件を満たさないことになりますので、

公募締切に間に合うよう、速やかに受講･修了してください。 

 
 

CITI Japan e-ラーニングプログラムの内容に関する相談窓口 

国立研究開発法人科学技術振興機構 研究公正室 

E-mail： ken_kan@jst.go.jp 

 

９－３．不合理な重複及び過度の集中に対する措置 

① 不合理な重複に対する措置 

申請者が、同一の研究者による同一の研究開発課題（競争的資金が配分される研究開

発の名称及びその内容をいう）に対して、国または国立研究開発法人の複数の競争的資

http://edu.citiprogram.jp/jstregh27.html
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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、本プログラ

ムにおいて、審査対象からの除外、採択の決定の取消し、または研究開発費の減額（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。 

a. 実質的に同一（相当程度重なる場合を含む、以下同じ）の研究開発課題について、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 

b. 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開発課題について、重ね

て応募があった場合 

c. 複数の研究開発課題の間で、研究開発費の用途について重複がある場合 

d. その他これに準ずる場合 

なお、本プログラムへの提案段階において、他の競争的資金制度等への申請を制限

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

プログラムの事務担当者に報告してください。この報告に漏れがあった場合、本プログラ

ムにおいて、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 

本プログラムに提案された内容と、他の競争的資金制度等を活用して実施している研究

開発内容が異なる場合においても、当該提案者または研究開発グループ（以下、「提案者

等」という）に当該年度に配分される研究開発費全体が効果的･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。 

a. 提案者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究開発費が配分されている場合 

b. 当該研究開発課題に配分されるエフォート（提案者の全仕事時間（※） に対する当該

研究開発の実施に必要とする時間の配分割合（%））に比べ過大な研究開発費が配分さ

れている場合 

（※） 提案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。 

c. 不必要に高額な研究開発設備の購入等を行う場合 

d. その他これに準ずる場合 

このため、本プログラム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、速やかに本プログラムの事務担

当者に報告してください。この報告に漏れがあった場合、本プログラムにおいて、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申請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、必要な範囲内で提案（または採択課題･

事業）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。 
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９－４．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）を提案書内の様式に記

載してください。 

他府省を含む他の競争的資金等への申請段階（採択が決定していない段階）での本プ

ログラムへの提案は差し支えありませんが、他の制度への申請内容、採択の結果によって

は、本プログラムの審査の対象から除外され、採択の決定が取り消される場合があります。 

提案者が、異なる課題名または内容で他の制度において助成を受けている場合は、上

記の重複申請の制限の対象とはなりませんが、審査においてエフォート等を考慮すること

となりますのでご留意ください。 

このため、他の制度で助成を受けている場合、採択が決定している場合、または申請中

の場合には提案書の「他事業への申請状況」に正確に記載してください。記載が事実と異

なる場合は、研究開発課題の不採択、採択取消しまたは減額配分とすることがあります。 

 

９－５．事業費の不正使用等に関する措置 

本プログラムにおいて、事業費を他の用途に使用したり、JST から事業費を支出する際

に付した条件に違反したり、あるいは不正な手段を用いて事業費を受給する等、本事業の

趣旨に反する研究開発費の不正な使用等が行われた場合には、当該事業に関して、事業

の中止、事業費等の全部また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。 

本プログラムの事業費の不正使用等を行った研究者等及びそれに共謀した研究者等や、

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等
※1 に対し、不正の程度に応じて下表のとおり、本制度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。制限の期間は、原則として、不正に係る委託費等を返還した

年度の翌年度以降１年から１０年間とします。ただし、「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。 

国または国立研究開発法人が運用する他の競争的資金制度※2、JST が所掌する競争

的資金制度以外の事業いずれかにおいて、研究開発費の不正な使用等を行った研究者

であって、当該制度において申請及び参加資格の制限が適用された研究者については、

一定期間、本事業への応募及び新たな参加が制限されます（不正使用等が認定された当

該年度についても参加が制限されます）。 

本プログラムにおいて事業費の不正な使用等を行った場合、当該研究者等及びそれに

共謀した研究者等の不正の内容を、他の競争的資金制度等の担当（国立研究開発法人を

含む）に対して情報提供を行います。その結果、他の競争的資金制度※2 において申請及

び参加が制限される場合があります。 

本プログラムにおいて事業費の不正な使用等を行った場合、当該研究者等及びそれに

共謀した研究者等のうち、本事業への提案及び参加が制限された研究者については、当

該不正事案の概要（研究者氏名、制度名、所属機関、研究年度、不正の内容、講じられた

措置の内容）について、原則公表することとします。 
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     研究費等の使用の内容等 
応募制限期間（補

助金等を返還した年

度の翌年度から※１） 

１ 研究費等の不正使用の程度が、社会への影響が小さく、且つ

行為の悪質性も低いと判断されるもの 

     １年 

２ 研究費等の不正使用の程度が、社会への影響が大きく、且つ

行為の悪質性も高いと判断されるもの 

     ５年 

３ １及び２以外で、社会への影響及び行為の悪質性を勘案して判

断されるもの 

   ２～４年 

４ １から３にかかわらず、個人の経済的利益を得るために使用し

た場合 

    10 年 

 

５ 偽りその他不正の手段により研究事業等の対象課題として 採

択された場合 

     ５年 

６ 研究費等の不正使用に直接関与していないが、善管注意義務

※2 に違反して使用を行ったと判断される場合 

   １～２年 

※１ 不正使用等が認定された当該年度についても、参加を制限します。 

※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します。 

※ 他の具体的な対象制度については下記 URL をご覧ください。 

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

その他、平成２７年度に公募を開始する制度も含みます。なお、上記の取扱及び対象制

度は変更される場合がありますので、適宜ご確認ください。 

 

９－６．事業活動における不正行為に対する措置 

中核機関及び参画機関は、本プログラムへの提案及び活動の実施に当たり、「研究活

動における不正行為への対応等に関するガイドライン」※（平成２６年８月２６日文部科学大

臣決定、以下、「ガイドライン」という）を遵守することが求められます。 

※ 「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」については、以下

のウェブサイトをご参照ください。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568 

① 契約の解除等の措置 

本プログラムの事業において研究開発活動等の不正行為が認められた場合には、委託

研究開発契約の解除･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。 

② 申請及び参加の制限等の措置 

本プログラムによる研究論文･報告書等において不正行為が認定された者や不正行

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

http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568


- 38 - 

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、下記の表の通り本プログラムへの提案及び参加の制限措置

を講じます。 

また、応募及び参加の制限措置を講じた場合、文部科学省及び文部科学省所管の独

立行政法人が配分する競争的資金制度等（以下、「文部科学省関連の競争的資金制度

等」という。）の担当、他府省及び他府省所管の独立行政法人が配分する競争的資金制

度（以下、「他府省関連の競争的資金制度」という。）の担当に情報提供することにより、

文部科学省関連の競争的資金制度等及び他府省関連の競争的資金制度において、同

様に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※1） 

 

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など、特に悪

質な者 

 

 

 

10 年 

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

任を負うものと認定さ

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 

※1 不正行為等が認定された当該年度についても、参加を制限します。 
 

③ 他の競争的資金制度等及び基盤的経費で申請及び参加の制限が行われた研究者等

に対する措置 



- 39 - 

本プログラム以外の文部科学省関連の競争的資金制度等や国立大学法人、大学共同

利用機関法人及び文部科学省所管の独立行政法人に対する運営費交付金、私学助成金

等の基盤的経費、他府省関連の競争的資金制度による研究活動の不正行為により応募

及び参加の制限が行われた研究者等については、その期間中、本制度への提案及び参

加を制限します。 

④ 不正事案の公表について 

本プログラムにおいて、上記①及び②の措置を行ったときは、当該事案の概要（研究者

等の氏名、制度名、所属機関、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容）について、

原則公表します。 

 

９－７．研究開発活動の不正行為を未然に防止する取組について 

① 採択された研究者の責務など 

中核機関ならびに参画機関の代表者は、JST の事業費が国民の貴重な税金で賄われ

ていることを十分に認識し、公正かつ効率的に執行する責務があります。 

中核機関ならびに参画機関の代表者は、提案が採択された後、JST が実施する説明会

等を通じて、次に掲げる事項を遵守することを確認していただき、あわせてこれらを確認し

たとする文書を JST に提出していただきます。 

1） 公募要領等の要件を遵守する。 

2） JST の事業費は国民の税金で賄われており、研究開発上の不正行為や不正使用など

を行わない。 

3） 参画する研究員等に対して研究開発上の不正行為（論文の捏造、改ざん及び盗用な

ど）を未然に防止するために JST が指定する研究倫理教材（オンライン教材）の履修義

務について周知し、内容を理解してもらう。 

オーガナイザーは、中核機関及び参画機関全体の事業費の管理（支出計画とその進

捗等）を適切に行っていただきます。主たる研究者等は、自身のチームの事業費の管理

（支出計画とその進捗等）を適切に行っていただきます。自身のチームの研究参加者や、

特に本プログラムの事業費で雇用する研究員等の研究環境や勤務環境･条件に配慮し

てください。 

なお JST では、平成２５年度以降、支援プログラムに参画する研究者等について、

JST が指定する「CITI Japan e-ラーニングプログラム」の単元の受講･修了を義務づけて

おります。採択の場合は、原則として全ての事業参画者に JST が指定する「CITI Japan 

e-ラーニングプログラム」の単元を受講･修了していただきます 

（但し、所属機関や JST の事業等において、既に JST が指定する「CITI Japan e-ラ

ーニングプログラム」の単元を修了している場合を除きます）。 

 

② 研究機関における管理監査体制、不正行為等への対応について 

1） 公的研究費の管理・監査の体制整備等について 

・ 中核機関及び参画機関は、本事業の提案等にあたり、その原資が公的資金であること

を確認するとともに、関係する国の法令等を遵守し、事業を適正かつ効率的に実施する
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よう努めなければなりません。特に、研究活動の不正行為又は不正使用等(*1)（以下、

「不正行為等」という。）を防止する措置を講じることが求められます。 

・ 具体的には、「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成２６

年８月２６日 文部科学大臣決定）および「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・平成２６年２月１８

日改正）に基づき、中核機関及び参画機関の責任において公的研究費の管理・監査の

体制を整備した上で、委託研究費の適正な執行に努めるとともに、コンプライアンス教育

も含めた不正行為等への対策を講じる必要があります。なお、「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)」及び「研究活動における不正行為への

対応等に関するガイドライン」（平成２６年８月２６日 文部科学大臣決定）については、

下記ホームページをご参照ください。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm 

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm 

 (*1) 研究費等を他の用途に使用した場合、虚偽の請求に基づき研究費等を支出し

た場合、研究補助員等の報酬等が研究者等の関与に基づき不正に使用された場合、そ

の他法令等に違反して研究費等が支出された場合、又は偽りその他不正の手段により

研究事業等の対象課題として採択された場合等。 

 

2) 「体制整備等自己評価チェックリスト」について 

・ 中核機関は「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)」に

基づく公的研究費の管理・監査に係る体制整備等の実施状況等を「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。）により定期的に報告するとともに、体制

整備等に関する各種調査に対応する義務があります。（チェックリストの提出がない場合

及び内容に不備が認められる場合の研究実施は認められません。） 

・ 新規採択により本事業を開始する研究機関及び新たに研究（開発）チームに参加する

研究機関は原則として、研究開始（委託研究契約締結日）までにチェックリストを府省共

通研究開発管理システム（e-Rad）を用いて文部科学省研究振興局振興企画課競争的

資金調整室へ提出してください。 

・ 他事業の応募等により、前年度以降にチェックリストを提出している場合は、委託研究

契約に際して、新たに提出する必要はありませんが、チェックリストは公的研究費の管

理・監査のガイドラインにおいて年１回程度の提出が求められておりますので、翌年度

以降も継続して事業を実施する機関は、改めてその提出が必要となります。 

・ チェックリストの提出に関する周知は、文部科学省のＨＰ及び e-Rad に登録された「事務

代表者」宛てのメール連絡により、行われる予定です。 

・ チェックリストの提出にあたっては、研究機関において 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）。手続きの

詳細は、以下の e-Rad 所属研究機関向けページの「システム利用に当たっての事前準

備」をご覧ください。 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1343904.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm
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http://www.e-ｒad.go.jp/shozoku/system/index.html 

※チェックリストの提出依頼に加えて、ガイドラインに関する説明会・研修会の開催内等も

文部科学省より電子メールで送付されますので、e-Rad に「事務代表者」のメールアドレ

スを確実に登録してください。 

・ チェックリストは、文部科学省の案内・ＨＰで最新情報を確認の上、作成ください。また、

研究機関の監事又は監事相当職の確認を経た上で提出する必要があります。 

 「体制整備等の自己評価チェックリスト」の提出について（通知） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1324571.htm 

「体制整備等自己評価チェックリスト」に関するよくある質問と回答（FAQ）（平成 26 年 8

月改訂版） 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1302200.htm 

ただし、平成２６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

新たに提出する必要はありません。 

 

なお、標記ガイドラインにおいて「情報発信・共有化の推進」の観点を盛り込んでいる

ため、本チェックリストについても研究機関のホームページ等に掲載し、積極的な情報発

信を行っていただくようお願いいたします。 

3) 公的研究費の管理条件付与および間接経費削減等の措置 

・ 公的研究費の管理・監査に係る体制整備等の報告・調査等において、その体制整備に

不備があると判断された、または、不正の認定を受けた機関については、公的研究費の

管理・監査のガイドラインに則り、改善事項およびその履行期限（１年）を示した管理条

件が付与されます。その上で管理条件の履行が認められない場合は、当該研究機関に

対する競争的資金における間接経費の削減（段階に応じ最大１５％）、競争的資金配分

の停止などの措置が講じられることとなります。 

4） 不正行為等の報告および調査への協力等 

・ 研究機関に対して不正行為等に係る告発等（報道や会計検査院等の外部機関からの

指摘も含む）があった場合は、不正使用にあっては、告発等の受付から３０日以内に、

不正行為等（不正使用を除く）にあっては、研究機関があらかじめ定めた期間内（告発等

の受付から３０日以内を目安）に、それぞれ告発等の内容の合理性を確認し調査の要

否を判断するとともに、当該調査の要否を JST に報告ください。 

・ 調査が必要と判断された場合は、調査委員会を設置し、調査方針、調査対象及び方法

等について JST と協議しなければなりません。 

・ 不正使用に係る告発等を受けた場合は受付から２１０日以内に、調査結果、不正発生

要因、不正に関与した者が関わる他の競争的資金等における管理・監査体制の状況、

再発防止計画等を含む最終報告書について、又不正行為等（不正使用を除く）に係る告

発等を受けた場合は研究機関があらかじめ定めた期間内（本調査の開始後１５０日以

内を目安）に本調査をとりまとめた調査報告者をそれぞれ JST に提出してください。なお、

調査の過程であっても、不正の事実が一部でも確認された場合には、速やかに認定し、

http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html
http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1324571.htm
http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1302200.htm
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JST に報告する必要がある他、JST の求めに応じ、調査の終了前であっても、調査の進

捗状況報告及び調査の中間報告を JST へ提出する必要があります。 

・ また、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、当該事案に係る資料の提

出又は閲覧、現地調査に応じなければなりません。 

・ 最終報告書の提出期限を遅延した場合は、間接経費の一定割合削減、委託研究開発

費の執行停止等の措置を行います。その他、報告書に盛り込むべき事項など、詳しくは、

「公的研究費の管理・監査のガイドラン」を参照ください。 

5) 事業費の柔軟で効率的な運用に配慮しつつ、参画機関の責任により委託研究開発費 

の支出･管理を行っていただきます。ただし、委託研究開発契約書及び JST が定める委

託研究開発契約事務処理説明書等により、本プログラム特有のルールを設けている事

項については契約書等に従っていただきます。記載のない事項に関しては、科学研究

費補助金を受給している機関にあっては、各機関における科学研究費補助金の取り扱

いに準拠していただいて差し支えありません。 

6） JST に対する所要の報告等、及び JST による経理の調査や国の会計検査等に対応

していただきます。 

7） 効果的な事業推進のため、円滑な委託研究開発契約締結手続きにご協力ください。 

8） 委託研究開発契約に基づき、産業技術力強化法第１９条（日本版バイ･ドール条項）が

適用されて研究機関に帰属した知的財産権が、出願及び設定登録等される際は、JST

に対して所要の報告をしていただきます。また、第三者に譲渡される際は、JST の承諾

を得ることが必要です。 

9） 委託研究開発の実施に伴い発生する知的財産権は、研究機関に帰属する旨の契約

を当該研究に参加する研究者等と取り交わす、または、その旨を規定する職務規程を

整備する必要があります。 

10） 各研究機関に対して、課題の採択に先立ち、また、委託研究開発契約締結前ならび

に契約期間中に事務管理体制および財務状況等についての調査･確認を行うことがあ

ります。その結果、必要と認められた機関については JST が指定する委託方法に従って

いただくこととなる他、委託研究開発契約を見合わせる場合や契約期間中であっても、

研究開発費の縮減や研究開発停止、契約期間の短縮、契約解除等の措置を行うことが

あります。 

11） 委託研究開発契約が締結できない場合には、当該研究機関では研究開発を実施で

きないことがあり、その際には研究開発体制の見直し等をしていただくこととなります。 

12）. 研究開発活動の不正行為を未然に防止する取組の一環として、JST は、平成 25 年

度以降の新規採択の研究課題に参画しかつ研究機関に所属する研究者等に対して、

研究倫理に関する教材の履修を義務付けることとしました（履修等に必要な手続き等は、

JST で行います）。研究機関は対象者が確実に履修するよう対応してください。これに伴

い JST は、当該研究者等が JST の督促にも拘わらず定める履修義務を果たさない場合

は、委託研究開発費の全部又は一部の執行停止を研究機関に指示します。指示に従っ

て研究開発費の執行を停止する他、指示があるまで、研究開発費の執行を再開しない

でください。 
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９－８．他の競争的資金等で申請及び参加の制限が行われた研究者に対する措置 

国または国立研究開発法人の他の競争的資金制度、JST の所掌する競争的資金制度

以外の事業のいずれかにおいて、研究開発費の不正使用等により制限が行われた申請

者については、他の競争的資金制度あるいは競争的資金制度以外の JST の所掌する研

究事業において応募資格が制限されている期間中、本プログラムへの提案及び参加を制

限します（遡及して適用することがあります）。 

「他の競争的資金制度」について、平成２７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２６年度以前に終了した制度においても対象となります。 

※現在、具体的に対象となる制度につきましては、以下の HP をご覧ください。 

http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/kyoukin26_seido_ichiran 

 

９－９．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、研究開発を実施した場合には、研究開発費の配分の停止

や、研究開発費の配分決定を取り消すことがあります。 

 

９－１０．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

該委託研究開発を含む各種研究開発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。従って、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･需用者要件また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

http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/kyoukin26_seido_ichiran
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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。 

 

９－１１．委託研究開発契約書･共同研究開発契約書の取り交わしについて 

本プログラムの実施にあたり、事業費が配分される中核機関と JST の間で委託研究開

発契約書を取り交わします。その上で、中核機関から参画機関に再委託費を配分する場

合、中核機関と参画機関とで委託研究開発契約を締結します。参画機関が中核機関から

の再委託費の配分を受けず自己資金のみを負担する場合は中核機関と当該参画機関と

で共同研究開発契約を締結します。なお、委託研究開発契約書及び共同研究開発契約は

約定（附合契約）であり、JST 作成の雛型を使用しますので、文面等の変更には応じられま

せん。 

 

９－１２．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開発機関においては、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ください。また、間接経費の配分を受けた各受託機関の長は、毎年度

の間接経費使用実績を翌年度の６月３０日までに指定した書式により JSTに報告が必要で

す。 

 

９－１３．繰越について 

事業の進捗に伴い、研究開発に際しての事前の調査または研究開発方式の決定の困

難、計画また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、年度内に研究開発費を執行することが期し難い場合には、JST にご相談くだ

さい。 

 

９－１４．府省共通経費取扱区分表について 

本プログラムでは、競争的資金において共通して使用することになっている府省共通経

費取扱区分表に基づき、費目構成を設定していますので、経費の取扱については、下記ホ

ームページの府省共通経費取扱区分表を参照してください。 

http://www.jst.go.jp/a-step/koubo/files/kubun 

 

９－１５．生命倫理、安全の確保、及び動物実験の取扱い 

申請にあたっては、生命倫理及び安全の確保、または実験動物の取扱いに関し、実施

機関の長等の承認･届け出･確認等が必要な研究開発及び共同研究企業から国等への届

出･申請等が必要な研究開発※ の有無を確認してください。また、これらに該当する研究に

ついては、開始時までに必ず所定の手続きを完了してください。 

※ 詳しくは下記ホームページをご参照ください。 

・ 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 

http://www.jst.go.jp/a-step/koubo/files/kubun
http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main
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・ 環境省ホームページ「「動物の愛護及び管理に関する法律」に係る法規集」 

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/rule 

なお、上記の手続きを怠った場合または当該法令等に適合しない場合には、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ので注意してください。 

 

９－１６．人権及び利益保護への配慮 

相手方の同意･協力や社会的コンセンサスを必要とする研究開発または調査を行う申請

の場合には、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。 

 

９－１７．提案情報及び個人情報の取扱い 

① 提案情報の管理について 

提案書中の情報は審査に利用するとともに、リサーチコンプレックスの運営に活用いた

します。 

なお、審査に関しては JST 内の他の事業及び他の機関における重複調査を行う場合も

含みます。採択された個々の課題に関する情報（制度名、研究課題名など各制度の公募

要領で、公表することを明記されている情報、研究代表者名、予算額及び実施期間）につ

いては、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」（平成１３年法律１４０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 JST のホームページにおいて公開します。不採択の場合

については、その内容の一切を公表しません。 

② 個人情報の管理について 

提案に関連して提供された個人情報については、個人情報の保護に関する法律及び関

係法令を遵守し、下記各項目の目的にのみ利用します（ただし、法令等により提供を求め

られた場合を除きます）。 

・ 審査及び審査に関係する事務連絡、通知等に利用します。 

・ 審査後、採択された方については引き続き契約等の事務連絡、説明会の開催案内等採

択課題の管理に必要な連絡用として利用します。 

・ JST が開催する成果報告会、セミナー、シンポジウム等の案内状や、諸事業の公募、事

業案内等の連絡に利用します。 

③ 府省共通研究開発管理システム（e-Rad）から内閣府への情報提供 

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、これらの情報の作成のため、各種の作業や

確認等についてご協力いただくことがあります。 

 

 

 

http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/rule
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１０. 研究開発提案公募にあたって 

１０－1．公正な研究を目指して 

 

 

公正な研究を目指して 

近年の相次ぐ研究不正行為や不誠実な研究活動は、科学と社会の信頼関係を

揺るがし、科学技術の健全な発展を阻害するといった憂慮すべき事態を生み出して

います。研究不正の防止のために、科学コミュニティの自律的な自浄作用が機能す

ることが求められています。研究者一人ひとりは自らを厳しく律し、崇高な倫理観の

もとに新たな知の創造や社会に有用な発明に取り組み、社会の期待にこたえていく

必要があります。 

JST は、研究資金の配分機関として、研究不正を深刻に重く受け止め、関連機関

とも協力して、社会の信頼回復のために不正防止対策について全力で取り組みま

す。 

1．JST は研究活動の公正性が、科学技術立国を目指す我が国にとって極めて重

要であると考えます。 

2．JST は誠実で責任ある研究活動を支援します。 

3．JST は研究不正に厳正に対処します。 

4．JST は関係機関と連携し、不正防止に向けて研究倫理教育の推進や研究資

金配分制度の改革などに取り組みます。 

私たちは、夢と希望に満ちた明るい未来社会を実現するために、社会の信頼のも

とで健全な科学文化を育まねばなりません。引き続き、研究コミュニティや関連機関の

ご理解とご協力をお願いします。 
 

国立研究開発法人科学技術振興機構 

理事長 中村 道治 
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１０－２．応募･参画を検討されている方々へ 

① ダイバーシティの推進について 

 

JST はダイバーシティを推進しています！ 

JST は、平成 25 年 12 月 1 日付けで、ダイバーシティ推進室を新設しました。 

JST のダイバーシティは、多様な人財が互いを尊重しながら最大限の能力を発揮

するとともに、それぞれのキャリアと働き方の多様性を重視して推進します。JST は、

ダイバーシティを通じてイノベーションを創出し、未来社会の課題を解決し、我が国

の産業競争力強化と心の豊かさの向上に貢献していきます。 

また、従来より実施している「出産･子育て･介護支援制度（平成 27 年度より「出

産･子育て等支援制度から名称変更」）」についても、制度利用者である研究者の声

を踏まえ、制度の見直しを図りながら、研究復帰可能な環境づくりを通じて、我が国

のイノベーション創出に寄与します。 

新規課題の募集と審査に際しては、多様性の観点も含めて検討していきます。 

研究者の皆様、積極的なご応募をいただければ幸いです。 
 

国立研究開発法人科学技術振興機構 

理事長 中村 道治 

 

 

みなさまからの応募をお待ちしております 

多様性は、自分と異なる考えの人を理解し、相手と自分の考えを融合させて、新

たな価値を作り出すためにあるという考えのもと、JST はダイバーシティを推進してい

ます。 

多様性として女性の活躍はとても大切ですが、JST のダイバーシティは若手研究

者と外国人研究者も対象にしています。一人ひとりが能力を十分に発揮して活躍で

きるよう、研究者の出産と子育て、また介護について支援を継続し、また委員会等に

ついてもバランスのとれた人員構成となるよう努めます。 

様々な経験と考えを持つ多くの人と協力しながら、様々な問題に柔軟に対応して

新しい未来を切り拓く、これが JST のダイバーシティが目指すところです。JST 職員

だけでなく、JST 制度を活用されるすべての人々に対してダイバーシティを推進して

いきます。 みなさまからの積極的な応募をお待ちしております。 
 

国立研究開発法人科学技術振興機構 

人財部ダイバーシティ推進室 渡辺 美代子 

 

JST では業務に係る男女共同参画推進計画（http://www.jst.go.jp/gender/keikaku）を策

定し、推進しています。 

http://www.jst.go.jp/gender/keikaku
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みなさまからの積極的な応募をお待ちしております。 

 

JST では、研究とライフイベント（出産･育児･介護）との両立支援策を実施してい

ます。また、理系女性のロールモデルを公開しています。 

詳しくは JST ダイバーシティの取組（http://www.jst.go.jp/diversity/research）をご

覧ください。 

 

② 「国民との科学･技術対話」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、本プログラムに採

択され、1件当たり年間 3,000万円以上の公的研究開発費（競争的資金またはプロジェク

ト研究資金）の配分を受ける場合には、「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。詳しくは以下をご参照ください。 

http://www8.cao.go.jp/cstp/output/20100619taiwa 

 

 

http://www.jst.go.jp/diversity/research
http://www8.cao.go.jp/cstp/output/20100619taiwa
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平成 27 年○○月○○日 

国立研究開発法人科学技術振興機構 

理事長  中村 道治 殿 

（中核機関名） 

（代表者名） 

 

（都道府県又は政令指定都市名） 

（首長名） 

 

（大学等機関名 1） 

（代表者名） 

 

（大学等機関名 2） 

（代表者名） 

・ 

・ 

（企業名 1） 

（代表者名） 

 

（企業名 2） 

（代表者名） 

・ 

・ 

研究成果展開事業 世界に誇る地域発研究開発・実証拠点（リサーチコンプレックス） 

推進プログラム 提案書 

 

（中核機関名）、（都道府県又は政令指定都市名）、（大学等機関名 1）、（大学等機関名 2）、（企業

名 1）及び（企業名 2）では、研究成果展開事業 世界に誇る地域発研究開発・実証拠点（リサー

チコンプレックス）推進プログラムの公募に対して、下記の通り申請するものであり、ここに書

類を添えて提出いたします。 

【記】 

リサーチコンプレックス名： 

提案概要：  

・１０行程度でまとめて下さい。 

 

※必要に応じて、機関名記載欄・公印枠を追加してください。 

※提案概要は、e-Radの申請画面でも入力していただきます。 

※Wordに記載のフォントサイズは 10.5ポイントとしてください。 

※提出時には、青字による注釈及び例示はすべて削除してから提出してください。 

(公印) 

(公印) 

(公印) 

(公印) 

(公印) 

(公印) 
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 (様式 1）提案書 

研究成果展開事業 世界に誇る地域発研究開発・実証拠点 

（リサーチコンプレックス）推進プログラム提案書 
※提案書は、公募要領に基づき作成してください。 

※＊がついている項目は、e-Radの申請画面でも入力していただきます。 

※e-Rad提出時には、青字による注釈及び例示はすべて削除してから提出してください。 

※Wordに記載のフォントサイズは 10.5 ポイントとしてください。 

1. 基本情報（リサーチコンプレックス名称、提案者及び参画機関） 

 
1-1. リサーチコンプレックス名称 

 

1-2. 提案者及び参画機関 

リサーチ 

コンプレックス名称＊ 

・リサーチコンプレックスとして目指す姿が分かる名称としてください。 

（50文字以内） 

提案者 ※中核機関、都道府県又は政令指定都市及び他の法人情報を記載してください。 

中核機関 

 

 

機関名（研究機関コード）＊ 
・e-Rad の研究機関コード（10 桁）を入力してくださ

い。 

代表者名＊  

オーガナイザー名＊  

e-Rad 研究者番号＊ 
・オーガナイザーの e-Rad 研究者番号（数字 8 桁）を

記載してください。 

所属部署・役職＊ ・オーガナイザーの所属・役職を記載してください。 

所在地＊ 

〒･オーガナイザーの勤務先情報を記載してくださ

い。 

下記 TEL、FAX、E-mail も同様です。 

TEL＊  FAX＊  

E-mail＊  

事務代表者名＊  

所在地＊ 
〒･事務代表者の勤務先情報を記載してください。 

下記 TEL、FAX、E-mail も同様です。 

TEL＊  FAX＊  

E-mail＊  

 

 

 

都道府県 

又は 

政令指定 

都市 

 

 

都道府県又は 

政令指定都市名＊ 
 

首長名＊ ・知事又は市長名を記載してください。 

連絡担当者名＊  

所属部署・役職＊ ・連絡担当者の所属・役職を記載してください。 

所在地＊ 
〒・連絡担当者の勤務先情報を記載してください。 

下記 TEL、FAX、E-mail も同様です。 

TEL＊  FAX＊  

E-mail＊  

2015/07/30改訂 
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※必要に応じて、記載欄を調整してください。記載しているすべての機関において本提案に対する事前

了解が必要です。 

提案者 

 

 

大学等機関名 1 

機関名＊  

代表者  

連絡担当者  

所在地 
〒・連絡担当者の勤務先情報を記載してください。 

下記 TEL、FAX、E-mail も同様です。 

TEL  FAX  

E-mail  

 

 

大学等機関名 2 

機関名＊  

代表者  

連絡担当者  

所在地 
〒・連絡担当者の勤務先情報を記載してください。 

下記 TEL、FAX、E-mail も同様です。 

TEL  FAX  

E-mail  

 

 

企業名 1 

企業名＊  

代表者  

連絡担当者  

所在地 
〒・連絡担当者の勤務先情報を記載してください。 

下記 TEL、FAX、E-mail も同様です。 

TEL  FAX  

E-mail  

 

 

企業名 2 

企業名＊  

代表者  

連絡担当者  

所在地 
〒・連絡担当者の勤務先情報を記載してください。 

下記 TEL、FAX、E-mail も同様です。 

TEL  FAX  

E-mail  
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※必要に応じて、記載欄を調整してください。記載しているすべての機関において本提案に対する事前

了解が必要です。 

参画機関 ※提案者以外の参画機関情報を記載してください。 

大学等 

（法人名） 

 

（所在地） 

 

（担当者所属・氏名） 

 

（TEL・E-mail） 

 

企業 

（企業名） 

 

（所在地） 

 

（担当者所属・氏名） 

 

（TEL・ E-mail） 

 

その他 

（法人名） 

 

（所在地） 

 

（担当者所属・氏名） 

 

（TEL・ E-mail） 
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2. リサーチコンプレックス概要 

 

 
2-1. リサーチコンプレックス名称、プログラム実施期間、事業費総額、対象エリア 

リサーチ 

コンプレックス名称 
 

プログラム 

実施期間＊ 

（5年度） 

平成 27年度開始 ～ 平成○年度○月 終了 

事業費総額＊ 

(全期間分) 

JST支出分                       ：    億円【総額】 

地域負担                       ：    億円【総額】 

 

（合計）      億円【総額】 

対象エリア・主な

事業実施場所＊ 
 

 

2-2. ビジョン概要 

2-2-1.リサーチコンプレックスのビジョン 

・本提案の概要及び 5 年後、10 年後からその先に実現されるリサーチコンプレックスの姿と社会

的価値を対外的に分かるよう、記述してください。ビジョンは、世界の注目を集めるイノベーション

創出の観点から提案してください。 

また、以下観点も含めてください。 

・核となる研究テーマ＊ 

・本提案が地域にもたらす社会・経済的な波及効果や革新性 

 

（参照：公募要領 1.「リサーチコンプレックス推進プログラム」の概要、3.公募について、5.提案

の方法） 
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2-2-2.リサーチコンプレックス概要図 

・2-2-1.に記述した本提案の概要を、対外的に分かるようにパワーポイント等を用いて 1枚にまとめてく

ださい。 

 

（参照：公募要領 1.「リサーチコンプレックス推進プログラム」の概要、3.公募について、5.提案の方法） 
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3. ビジョンを実現するための目標と計画 

 
 

3-1. 3年後、5年後及び 10年後の到達目標 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ビジョンを実現するための 3 年後、5 年後及び 10 年後の到達目標（数値目標）を、以下の 4 つの項目

ごとに記述してください。加えて、核となる研究テーマとの関連が分かるように、パワーポイント等を用い

て 1枚にまとめてください。 

 

（参照：公募要領 3．公募について、5.提案の方法）  

 

 （1）世界トップレベルの研究、人材育成 

 （2）海外の同種の集積拠点との比較優位の実現 

 （3）官民の資金獲得（資金獲得計画）・人材交流等に表される社会的魅力度 

 （4）リサーチコンプレックスから生み出される経済効果 

 

 

例： 
 

・具体的かつ定量的

な数値目標を設定し

てください。 

目指すもの 3年後の到達目標 

核
と
な
る
研
究
テ
ー
マ
を
記
述
し
て
く
だ
さ
い
。 

世界トップレベルの

研究を推進し、人材

を育成すること 

海外の同種拠点と

比較し、優位である

こと 

資金獲得・人材交

流等に表される社

会的魅力度がある

こと 

リサーチコンプレッ

クスから経済効果

が生み出されること  

研究テーマ 5年後の到達目標 10年後の到達目標 
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3-2. 実施計画 

 

 
3-3. 実施計画ロードマップ 
・3-2.の実施計画を、対外的に分かるようにパワーポイント等を用いて 1枚のロードマップにまとめて 

ください。 

本項では、プログラム支援終了後（5年後以降）のロードマップも可能な範囲で記載してください。 

 

例：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・3-1.で掲げた目標を達成するための実施計画を、事業ツール①～④に分けて記述してください。 

また、事業ツール①～④を活用し、リサーチコンプレックスを成長・発展させるために、どのような

仕組みを構築し、運用するかも記述してください。 

事業ツール⑤については、4-1．推進体制及び運営方針に記載してください。 

 

（参照：公募要領 3-1-5.提案内容について、5.提案の方法） 

 

（1）事業ツール①：異分野融合共同研究開発 

（2）事業ツール②：事業化支援 

    （3）事業ツール③：最先端研究設備の共同利用 

   （4）事業ツール④：人材育成・共同カリキュラム 

 

    （5）事業ツール①～④を活用し、リサーチコンプレックスを発展させるための仕組み 

 

事業 

ツール 実施テーマ 
実施機関 
リーダー 

モデル理

論構築 

H27 H30 H32 H37 

4.×××

市場調

査・××

戦略立案 

5.××× 
プラットフ

ォームの

構築 

6.××× 
技術者と

イノベー

タ育成 

3.××× 
プロトタイ

プ作成 

2.×××

への展開 

1.×××

の開発 

試験的適用・ 

フィードバック 

×××の開発 

×××の開発 

×××の開発 

C大学 
科学太郎 

E研究所 
○○○○ 

１
異
分
野
融
合 

共
同
研
究
開
発 

２
事
業
化
支
援 

３
最
先
端 

研
究
設
備
の 

共
同
利
用 

４
人
材
育
成 

共
同 

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム 

3年後 5年後 

D大学 
○○○○ 

B企業 
○○○○ 

B企業 
○○○○ 

C大学 

○○○○ 

F企業 
○○○○ 
G 研究所 
○○○○ 

  

海
外
展
開 

実
証
実
験 

×
×

の
実
現 

×
×
×

の
実
用
化 

×
×

の
実
現 

×
×

の
実
現 

×
×

の
実
現 

××× 
○○○○ 

××× 
○○○○ 

10年後 
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4.推進体制、運営方針、参加者リスト、エリア構想 
 

 

4-1.推進体制及び運営方針 

 

例： 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・リサーチコンプレックスの自立的かつ連続的な発展に向けた運営を可能とする推進体制と運営

方針を記述してください。 

推進体制は、以下の例を参考に図で示してください。図の作成にあたっては、オーガナイザー、事

業化リーダー、研究リーダー、人材育成リーダーとともに、主な参画機関メンバー（少なくとも、各

機関 1名）も記載してください。 
・異分野の研究開発チーム間の連携を考慮した体制をご検討ください。 

（参照：公募要領 2.プログラムについて、5.提案の方法） 

人材育成チーム 研究開発チーム 

中核機関（事務局） 

マネジメントチーム  

 

D大学 

研究花子 

○○○○ 

リサーチコンプレックス 

協議会 

B会社 

技術次郎 

（事業化リーダー） 

【拠点】 

B会社 

技術次郎 

○○○○ 

D大学 

研究花子 
（人材育成リーダー） 

C大学 

科学太郎 

（研究リーダー） 

・経営方針の決定 

・協議会の開催 

・XXXXXX 

A財団 

○○○○（オーガナイザー） 

B会社 

○○○○ 

○○○○ 

・指導・助言 

・進捗報告 

 

・全体統括 

・計画立案 

・進捗管理 

・JST報告 

・XXXXXX 

Y研究開発チーム 

事業化支援チーム 

F会社 

○○○○ 

○○○○ E研究所 

○○○○ 

   ○○○○ 

C研究所 

○○○○ 

   ○○○○ 

X研究開発チーム  

 

D大学 

○○○○ 

○○○○ 

C大学 

○○○○ 

○○○○ ・プロトタイプの作成 

・XXXXXX 

・XYの研究開発 

・XXXXXX 

F会社 

○○○○ 

○○○○ 

C大学 

科学太郎 

○○○○ 

○○○（所属） 

○○○○（会長） 
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4-2.参加者リスト 

・4-1.推進体制に表した中核機関及び参画機関の参加者を、以下表に記載してください。その際、その

機関がリサーチコンプレックスの成長・発展に必要な理由も記載してください。 

 

【中核機関】 

区分 所属機関名  

氏 名 部署、役職 専門分野 
本事業での役

割分担 

エフォート

（注 1） 事業実施場所 

財団 ○○財団 

○○○○ ○○部 部長  オーガナイザー ○％ 
○○ 

○○ 

○○○○ ○○部 課長  経理担当 ○％ ○○ 

リサーチコンプレックスの成長･発展に必要な理由： 

 

【参画機関】 

大学等 ○○研究所 

○○○○ ○○主任研究員  研究リーダー ○％ ○○ 

リサーチコンプレックスの成長･発展に必要な理由： 

企業 ○○株式会社 

○○○○ ○○○○  事業化リーダー ○％ ○○ 

リサーチコンプレックスの成長･発展に必要な理由： 

大学等 ○○大学 

○○○○ ○○研究科 

○○専攻 教授 

 人材育成リーダ

ー 
○％ ○○ 

リサーチコンプレックスの成長･発展に必要な理由： 

注1.エフォートは、総合科学技術会議におけるエフォートの定義「研究者の年間の全仕事時間を100％と

した場合、そのうち当該研究の実施に必要となる時間の配分率（％）」に従い記入してください。なお、

「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・医療活動等を含めた実質的な全仕事

時間を指します。 

※機関の数に合わせて記載欄を調整してください。 

 

【補足事項】 

・その他、推進体制、運営方針、参加者に関して、補足すべき事項がありましたら記述してください。 
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4-3. エリア構想 
 
4-3-1.エリア構想図 
・リサーチコンプレックスの対象となるエリアの範囲や研究機関等の集積状況の現状及び将来構想を、 
パワーポイント等を用いてそれぞれ 1枚にまとめてください。 
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4-3-2. リサーチコンプレックスを構成する機関の集積状況 

・4-3-1.で掲げたエリア構想を、以下表を用いて具体的に説明してください。 

本項目については、参画合意済のリサーチコンプレックスを構成する機関だけでなく、今後加わることが

期待される機関についても記載してください。 

 

例：  

【参画合意済のリサーチコンプレックスを構成する機関】 

区分 機関名 
リサーチコンプレックス事

業実施場所（住所） 
役割 現状 

リサーチコ

ンプレックス

協議会 
（注 1） 

自治体 ○○ （住所）   ○ 

財団 ○○財団 （住所） 全体統括 全体統括 ○ 

大学 ○○大学 
○○キャンパス 

（住所） 
研究開発  ○ 

大学 ○○大学 
○○研究センター 

（住所） 
人材育成   

企業 ○○株式会社 （住所） 事業化支援  ○ 

研究所 ○○研究所 （住所） 
 

 ○ 

注 1：リサーチコンプレックス協議会に参画する機関は、本列に○をつけてください。 

※機関の数に合わせて記載欄を調整してください。 
 

 

【今後リサーチコンプレックスに加わることが期待される機関】 

区分 機関名 
リサーチコンプレックス内

の事業実施場所（住所） 
役割 現状 

リサーチコ

ンプレックス

協議会 
（注 2） 

企業 株式会社○○ 
○○研究センター 

（住所） 

マーケティ

ング戦略立

案 

販路拡大 

参画検討中  

大学 ○○大学   

○○分野提携

のため参画打

診予定 

 

注 2：リサーチコンプレックスに加わった後、リサーチコンプレックス協議会にも参画する予定の場合、本

列に○をつけてください。 

※機関の数に合わせて記載欄を調整してください。  
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4-4.プログラム支援終了後、自立的にリサーチコンプレックスを成長・発展させるための仕組み 

づくり 

 

4-3-3.新規参画機関の獲得、呼び込み 

・参画検討中の機関や、今後参画を期待する機関へ、どのような働きかけを行なう予定か記述し

てください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・プログラム支援終了後、自立的にリサーチコンプレックスを成長・発展させるために、どのような

仕組みを構築するか、記述してください。（参画機関のモチベーションを喚起するためのルール、

資金獲得方法、新たに参画を希望する機関や人材を惹きつける特徴、メリット（例：知的財産の取

り扱い等）） 
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5.資金計画  

※すべて税込の金額を記載してください。 
※提出前に、表の縦横の計算が合っているか、今一度ご確認ください。 
※プログラムの効率的運営や拠点の自立化を促すために、JST が中核機関に支出する各年度の事業
費は、当該年度における本プログラム予算額全体の状況や、各拠点の事業計画の進捗及び当該年度
の事業計画内容等を総合的に勘案して、毎年度決定します。 
（参照：4.契約、支援金額等、5.提案の方法） 
 

5-1. 全体資金計画及び事業費の主な用途 

 
【全体資金計画】＊ 

※各年度の事業費（事業経費、事業運営費、一般管理費の合計）および地域負担を千円単位で以下表

（全体資金計画及び事業費の主な用途）に記載してください（平成 27 年度の事業開始は 12 月 1 日、事

業終了は平成 28年 3月 31日を想定してください。平成 28年度以降は国の事業年度に準じ支援開始が

4月 1日、終了は 3月 31日となります）。 

※事業経費・事業運営費・地域負担等の詳細は公募要領４.契約、支援金額等をご確認ください。 

                                           (単位:千円) 

   年度 
負担経費 

平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 合計 

Ｊ
Ｓ
Ｔ
負
担
の
事
業
費 

 
事業 
経費 
（注 1） 

 

 

中核

機関 

(A) 

0 0 0 0 0 0 

参画

機関 

(B) 

0 0 0 0 0 0 

事業運営費 
（中核機関） 
(C) 

0 0 0 0 0 0 

計(A＋B＋C) 0 0 0 0 0 0 

一般管理費
（○％）（D） 
（注 2） 

0 0 0 0 0 0 

計(A+B+C+D) 0 0 0 0 0 0 

地域負担（注 3） 
（E） 

0 0 0 0 0 0 

合計（A+B+C+D+E） 0 0 0 0 0 0 

（注 1) 「参画機関」の項目には再委託費を記載してください。また、事業経費には間接経費を含みま

す。間接経費率の上限は各機関の事業経費の 30％で、各年度一律、整数とします。 

（注 2）一般管理費率（○％）は事業運営費(事業経費ではありません)の 10％を上限とし、 

各年度一律で、整数で記載してください。 

（注 3）地域負担は、プログラム実施期間全体額が、JST 負担「事業経費・事業運営費」の合計と同額

以上になることが必要です。なお、中小企業者が負担する経費は実際の地域負担金を 2 倍

にして計上可能です。 
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【事業経費、事業運営費の主な用途】 

※プログラム実施期間全体をとりまとめて作成してください。再委託先(参画機関)で購入予定のものにつ

いても合わせて記載ください（各年度別に記載する必要はありません）。 

 (単位:千円) 

費目  金額 主な用途 

 

 

事業経費 

 

 

 

物品費 

 

 

     千円 ・～計測装置（○○大学） 

×××のため 

・～機器（○○） 

×××のため 

・～装置試作（○○） 

×××のため 

旅費 

 

 

     千円 ・成果発表（○○大学） 

×××のため 

・～調査（○○） 

×××のため 

人件費、謝

金 

 

     千円 ・ポスドク研究員人件費○名（○○大学） 

×××のため 

・専従研究開発員人件費○（××） 

×××のため 

その他 

 

 

     千円 ・外注費（○○大学） 

×××のため 

事業運営費 

 

 

     千円 ・事務局スタッフ人件費○名（財団○○） 

×××のため 

合計    千円（注 4）  

（注 4） p.13【全体資金計画】計（A+B+C）平成 27年度～平成 31年度合計額と一致させてください。 
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5-2. 事業ツール別資金計画（線表） 

※事業ツール・実施テーマごとに、実施機関が分かるように記した上で、線表の下に必要な金額（間接

経費・一般管理費を含む）を記載してください。記載の際には、「本提案書 3-3.実施計画ロードマップ」と

対応させてください。 

  (単位:千円) 

 

事業ツール 

 

実施テーマ 

 

平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 
合計 

 

 

 

 

 

異分野融合

共同研究 

開発 

 

 

 

 

 

テーマ 1「××

×の開発」 

 

〇〇千円 

 

 

〇〇千円 

 

 

 

〇〇千円 

 

 

〇〇千円 

 

 

 

〇〇千円 

 

 

〇〇千円 

 

 

 

〇〇千円 

 

 

〇〇千円 

 

 

 

〇〇千円 

 

 

〇〇千円 

 

 

 

 

 

 

千円 

テーマ 2「××

×への展開」 

 

〇〇千円  

 

 

 

 

 

 

〇〇千円 

 

 

 

 

 

 

〇〇千円 

 

 

 

 

 

 

〇〇千円 

 

 

 

 

 

 

〇〇千円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

合計 
 

千円 

 

千円 

 

千円 

 

千円 

 

千円 

 

千円 

 

 

 

 

事業化支援 

 

 

 

テーマ 3「××

×プロトタイプ

の作成」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

テーマ 4「××

××市場調査・

××戦略立案」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

合計 
 

千円 

 

千円 

 

千円 

 

千円 

 

千円 

 

 千円 

 

 

最先端研究

設備の共同

利用 

 

 

 

テーマ 5「××

×プラットフォ

ームの構築」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

 

D大学 （モデル理論構築） 

 

C大学 （×××の開発） C大学 （実証実験、実用化） 

E研究所 （×××の開発） E研究所 （実証試験、実用化） 

D大学（実証実験、実用化） 
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(注 5) p.13【全体資金計画】計（A+B+C+D）平成 27年度～平成 31年度合計額と一致させてください。 

 

 

 

5-3. 各機関別資金計画 

※機関ごとに、各年度の事業費を記載してください。 

中核機関：事業経費・事業運営費・間接経費・一般管理費の合計（参画機関への再委託費は除く） 

参画機関：事業経費・間接経費の合計 

(単位:千円) 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 平成 31 年度 合計 

○○財団  

 

    計 千円 

○○大学  

 

    計 千円 

○○大学 

 

 

 

    計 千円 

○○研究所  

 

    計 千円 

合計  

 

    合計 千円 （注 6） 

（注 6）p.13【全体資金計画】計（A+B+C+D）平成 27年度～平成 31年度合計額と一致させてください。 

 

 

 

人材育成・

共同カリキ

ュラム 

 

 

 

テーマ 6「××

×技術者とイノ

ベータ育成」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

    

 

 

推進体制 

強化 

推進体制強化

及び 3-2.実施

計画（5）に係る

費用は本欄に

記載してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千円 

 

 

合計 
 

千円 

 

千円 

 

千円 

 

千円 

 

千円 

 

千円 

（注5） 
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6.実績 
 

 

6-1.中核機関及び参画機関の実績 

 

＜知的財産の詳細＞ 

本提案に関連する知的財産を、重要な順に 5件以内で以下表に記載してください。 

発明の名称  

出願番号／特許番号  

発明者  

分類 （注 1） A：新しい原理や現象の発見に基づく研究成果に係わる特許 

（注 1） 以下のリストより該当する番号を１つだけ記載してください。 

A：新しい原理や現象の発見に基づく研究成果に係わる特許  

B：機能性新規物質についての研究成果に係わる特許 

C：新規プロセス・方法に関する研究成果に係わる特許 

D：新規メカニズム・システムに関する研究成果に係わる特許 

 

※必要に応じて、表を追加してください。 

 

＜研究者の論文等＞ 

本提案に関連する論文等を、重要な順に 5件以内で以下表に記述してください。 

1 

論文名：タイトル 

雑誌名、頁、年：J. of ○○○ Tech, vol. 3, 1234-1239, 2011 

著者名：kagaku ichiro, gijutsu hanako 

200～300文字程度で概要を記述してください。 

 

2 

総説：タイトル 

○○と産業（出版社） 2010, 321-333 

著者名：科技振子 

 

 

3 

 

 

 

 

 

・事業ツールごとに実績を記述して下さい。（参照：公募要領 3-1-5.提案内容について） 

 

（1）事業ツール①：核となる研究テーマにおける研究開発の実績 

（※知的財産、論文については、以下表をご活用ください。） 

（2）事業ツール②：リサーチコンプレックスで想定している事業に関する業務実績、基礎研究から 

社会実装を実現した実績、保有技術等 

（3）事業ツール③：リサーチコンプレックス内外での設備の利用方法とその社会的効果、 

保有設備の特徴、共同利用実績 

（4）事業ツール④：独自の専門人材育成プログラムを作成・実施した実績 

（例：イノベーション促進人材、アントレプレナーの育成、共同カリキュラムの作成及び 

共通単位の認定、学位認定プログラムの作成及び学位の認定） 

（5）事業ツール⑤：中核機関の研究開発マネジメント実績、産学連携プロジェクトの実績、 

類似の拠点型プログラムへの参画実績 
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4 

 

 

 

 

 

5 
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7.他事業への申請状況、補助金獲得状況 
 

 

7-1.他事業･制度への申請状況、補助金獲得状況 

 ・オーガナイザー、事業化リーダー、研究リーダー、人材育成リーダー及び参画機関のメンバーが、現

在受けている、あるいは申請中・申請予定の国の競争的資金制度やその他の研究助成等制度での助

成等について、3,000万円以上のものに限り、制度名ごとに、研究課題名、研究期間、役割、本人受給研

究費の額、エフォート等を記入してください。 

・記入内容が事実と異なる場合には、採択されても後日取り消しとなる場合があります。 

 

＜注意＞ 
・ 「不合理な重複および過度の集中の排除」に関しては、公募要領「9-3.不合理な重複及び過

度の集中に対する措置」をご参照ください。 
・ 現在申請中・申請予定の研究助成等について、この研究提案の選考中にその採否等が判明

する等、本様式に記載の内容に変更が生じた際は、本様式を修正箇所が分かるように修正
の上、公募要領「5-4.提出にあたっての注意事項」末尾のお問い合わせ先まで電子メールで
連絡してください。 

 

（1）オーガナイザー：氏名 ○○ ○○  （数値等は記入例です） 

制度名 1) 科学研究費補助金 基盤研究(S) 

研究課題名 

（代表者氏名） 

○○○○○○○○○○ 

（本人） 

研究期間 H25.4－H28.3 

役割 2)(代表/分担)  代表 

予算規模 3) ○○千円 

配分額 

(1)本人受給研究費 4)  

     (期間全体) 

(2) 〃 (H27 年度 配賦) 

(3) 〃 (H28年度 予定) 

(4) 〃 (H29年度 予定) 

(1) ○○千円 

(2) ○○千円 

(3) ○○千円 

(4) ○○千円 

エフォート(％)5) ○○ 

今回の提案課題との関連 簡潔に記述してください。 

 

1)  現在受けている、又は採択が決定している補助金等について、本人受給研究費（期間全体）

が多い順に記載して下さい。その後に、申請中・申請予定の助成等を記載して下さい（「制度

名」の欄に「（申請中）」等と明記してください）。 

2)  「役割」は、代表または分担等を記載してください。 

3)  研究チーム全体が受けている、あるいは申請中・申請予定の予算規模を記載してください。 

4)  「本人受給研究費」は、ご本人が受給している金額（直接経費）を記載してください。 

5)  「エフォート」は、年間の全仕事時間（研究活動の時間のみならず教育・医療活動等を含む）

を 100％とした場合、そのうち当該研究の実施に必要となる時間の配分率（％）を記載してく

ださい（総合科学技術会議における定義による）。本プログラムに採択されると想定した場合

のエフォートを記載してください。 

 

※必要に応じて、表を追加してください。 
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(2)事業化リーダー：氏名 ○○ ○○  （数値等は記入例です） 

制度名 1) 戦略的創造研究推進費（CREST） 

研究課題名 

（代表者氏名） 

○○○○○○○○○○ 

（○○ ○○） 

研究期間 H24.10－H29.9 

役割 2)(代表/分担)  分担 

予算規模 3) ○○千円 

配分額 

(1)本人受給研究費 4) 

     (期間全体) 

(2) 〃 (H27 年度 配賦) 

(3) 〃 (H28年度 予定) 

(4) 〃 (H29年度 予定) 

(1) ○○千円 

(2) ○○千円 

(3) ○○千円 

(4) ○○千円 

エフォート(％) 5) ○○ 

今回の提案課題との関連 簡潔に記述してください。 

※表が足りない場合は、追加してください。 

※注釈１）～5）については p.19をご参照ください。 

 

 (3)研究リーダー：氏名 ○○ ○○  （数値等は記入例です） 

制度名 1) 戦略的創造研究推進費（CREST） 

研究課題名 

（代表者氏名） 

○○○○○○○○○○ 

（○○ ○○） 

研究期間 H24.10－H29.9 

役割 2)(代表/分担)  分担 

予算規模 3) ○○千円 

配分額 

(1)本人受給研究費 4) 

     (期間全体) 

(2) 〃 (H27 年度 配賦) 

(3) 〃 (H28年度 予定) 

(4) 〃 (H29年度 予定) 

(1) ○○千円 

(2) ○○千円 

(3) ○○千円 

(4) ○○千円 

エフォート(％) 5) ○○ 

今回の提案課題との関連 簡潔に記述してください。 

※表が足りない場合は、追加してください。 

※注釈１）～5）については p.19をご参照ください。 
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 (4)人材育成リーダー：氏名 ○○ ○○  （数値等は記入例です） 

制度名 1) ○○○○○ 

研究課題名 

（代表者氏名） 

○○○○○○○○○○ 

（○○ ○○） 

研究期間 H26.10－H29.9 

役割 2)(代表/分担)  分担 

予算規模 3) ○○千円 

配分額 

(1)本人受給研究費 4) 

     (期間全体) 

(2) 〃 (H27 年度 配賦) 

(3) 〃 (H28 年度 予定) 

(4) 〃 (H29年度 予定) 

(1) ○○千円 

(2) ○○千円 

(3) ○○千円 

(4) ○○千円 

エフォート(％) 5) ○○ 

今回の提案課題との関連 簡潔に記述してください。 

※表が足りない場合は、追加してください。 

※注釈１）～5）については p.19をご参照ください。 

 

(5)参画機関メンバー（1）：氏名 ○○ ○○  （数値等は記入例です） 

制度名 1) 文部科学省科研費 

研究課題名 

（代表者氏名） 

○○○○○○○○○○ 

（本人） 

研究期間 H27.4－H29.3 

役割 2)(代表/分担)  代表 

予算規模 3) ○○千円 

配分額 

(1)本人受給研究費 4) 

     (期間全体) 

(2) 〃 (H27 年度 配賦) 

(3) 〃 (H28年度 予定) 

(4) 〃 (H29年度 予定) 

(1) ○○千円 

(2) ○○千円 

(3) ○○千円 

(4) ○○千円 

エフォート(％) 5) ○○ 

今回の提案課題との関連 簡潔に記述してください。 

※表が足りない場合は、追加してください。 

・※注釈１）～5）については p.19をご参照ください。 
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8.関連情報（オーガーナイザー・各リーダー略歴） 
 

 

8-1. オーガナイザー 略歴 

氏名  

生年月日 19○○/○/○ 

所属機関・部署・

役職 
 

最終学歴  

専門分野  

 

研究・開発経歴 

 

 

 

（必要に応じ、主

な研究論文・著

書、知的財産等

も記載ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1名につき、A4版 1枚以内で作成してください。 
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8-2. 事業化リーダー 略歴 

氏名  

生年月日 19○○/○/○ 

所属機関・部署・

役職 
 

最終学歴  

専門分野  

 

研究・開発経歴 

 

 

 

（必要に応じ、主

な研究論文・著

書、知的財産等

も記載ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1名につき、A4版 1枚以内で作成してください。
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8-3. 研究リーダー 略歴 

氏名  

生年月日 19○○/○/○ 

所属機関・部署・

役職 
 

最終学歴  

専門分野  

 

研究・開発経歴 

 

 

 

（必要に応じ、主

な研究論文・著

書、知的財産等

も記載ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1名につき、A4版 1枚以内で作成してください。
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8-4. 人材育成リーダー 略歴 

氏名  

生年月日 19○○/○/○ 

所属機関・部署・

役職 
 

最終学歴  

専門分野  

 

研究・開発経歴 

 

 

 

（必要に応じ、主

な研究論文・著

書、知的財産等

も記載ください。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※1名につき、A4版 1枚以内で作成してください。
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9. 中核機関概要 

※中核機関概要を、以下表に記載してください。 

但し、中核機関が大学及び公的研究機関の場合は提出不要です。 

平成  年  月  日現在 

名称  設立年月日 

(経過年数) 

  年 月 日 

  （  年） 

所在地 〒 

 

理事長         所管自治体等の名

称 

       

役員数        人 従業員数        人 

資本金又は 

基本財産 

 自治体からの出資比

率 

 

1.事業概要 

 

2.過去 3年間の官公庁の共同研究、調査研究リスト（各々5件まで） 

1) 共同研究 

 記載例 

共同研究名称 委託元 期間 事業化実績  

①      

②      

③     

④      

⑤      

 

2) 調査研究（研究開発に関連する調査研究のみ） 

 記載内容 

調査研究名称 委託元 期間 

①     

②     

③    

④     

⑤     
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3.財務状況 

※直近 3年分の決算書を PDFで e-Radの資料添付欄に提出してください。 

 

4. 財務状況及び提案の遂行に必要な財源等に関する説明 

※本提案計画の遂行に必要な財源確保等が可能な根拠等に関して、財務状況等の説明を交

えて記述してください。 

 

 

10. 参画機関概要 

※企業概要を、以下表に記載してください。企業以外の参画機関は提出不要です。 

平成  年  月  日現在 

企 業 名 株式会社 ○○○○ 上場 有（  年  月）・無 

本社所在地 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 設立年月 年  月 

工  場 本社工場（○○市）、□□工場（□□市） 研究所    有  ・  無 

役  員 
（社長）○○○○○     （役員○○名） 

                 （研究開発者○○名） 
社員数 

○○○名 

（研究開発要員○名） 

ホームページ  http:// 

事業内容          ○○、○○の製造及び販売、○○の受託研究開発 

主要株主          ○○（  ％）、○○（  ％）、○○（  ％） 

主要取引銀行 ○○銀行○○支店、○○銀行○○支店 

主要関係会社 株式会社 ○○（販売会社） 

研究開発実績 

研究開発能力 

平成○年、独自に○○○○を開発し製造販売している。また、○○について○○大学
○○教授の協力を得て研究・開発を実施、来年には販売開始予定である。（…等、主な
実績を記述してください。箇条書きで結構です。） 
○○研究所、○○㈱とも協力関係を築いており、本年度も○○の研究開発を実施して

いる。（…等、研究開発の実施能力を示す事柄を記述してください。） 

技術分野のキーワード  

経営状況と 

見 通 し 

①当社は○○のメーカーであり、当該分野では○○等は他の追随を許さぬ製品となっ
ている。（…等、貴社の得意面を記述してください。以下同様。） 
②業績面については、主要需要先である○○が、○○の東南アジア向けの市場拡大
に支えられ高水準で推移したため、平成○○年○○月期売上高で対前期比○○％増
の○○百万円を計上した。また、損益面については新製品の販売を開始、原価低減活
動により経常利益で対前年比○○％増の□□百万円を計上した。 
③新製品（○○）の販売拡大等により増収、増益となる見通しである。 

JST等との 

関  係 

JSTあるいは官公庁、公益法人等から受託研究、補助金等の実績があれば, 

主なものについて記入してください。 

決 算 期 平成ｎ-2 年  月期 指数 平成 n-1 年  月期 指数 平成 n 年  月期 指 数 

財
政
状
態 

資本金 Ａ  百万円 100 a  百万円 a/A×100 a’   百万円 a’/A×100 

自己資本 B  百万円 100 b  百万円 b/B×100 b’   百万円 b’/B×100 

総資産 C  百万円 100 c  百万円 c/C×100 c’   百万円 c’/C×100 
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経
営
状
態 

売上高 D  百万円 100 d  百万円 d/D×100 d’   百万円 d’/D×100 

経常利益 E  百万円 100 e  百万円 e/E×100 e’   百万円 e’/E×100 

当期利益 F  百万円 100 f  百万円 f/F×100 f’   百万円 f’/F×100 

財
務
比
率
分
析 

自己資本比率 Ｂ／Ｃ×100  ％ b／c×100  ％ b’／c’ ×100   ％ 

売上高経常利益率 Ｅ／Ｄ×100   ％ e／d×100   ％ e’／d’ ×100   ％ 

総資本経常利益率 Ｅ／Ｃ×100   ％ e／c×100   ％ e’／c’ ×100   ％ 

研究開発費 

研究開発費率③ 

Ｇ    百万円 

Ｇ／Ｄ×100    ％ 

g      百万円 

g／d×100    ％ 

g’      百万円 

g’／d’ ×100    ％ 

配  当  率 ％ ％ ％ 

特 記 事 項 特に伝えるべきと判断される事柄があれば記述してください。 

※必要に応じて、記載欄を追加してください。 

 


