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「国家課題対応型研究開発推進事業」は、科学技術政策の遂行の観点から、国が直接実施する必要の

ある研究開発活動について、優れた提案を採択する競争的資金であり、この中に「元素戦略プロジェク

ト＜研究拠点形成型＞」も位置付けられる。



1． 元素戦略プロジェクト＜研究拠点形成型＞について 

1.1 事業の目的 

現在、我が国の産業は、急激な円高や東日本大震災の影響による電力不足に、レアアースなどの希少

資源の供給不安定化が加わり、極めて厳しい状況に直面している。また、新興国などが我が国が強みと

している先端素材分野に進出しつつあり、希少資源の需要増大などによって、供給不安定化のリスクが

さらに高まることが懸念されている。このような中で、「元素戦略」※の政策的重要性は、ますます高ま

ってきている。 
平成１９年度から開始した元素戦略プロジェクトは、産学官連携により、基礎研究から実用化研究ま

での展開を推進し、所定の成果を収めつつあるが、材料研究の動向に目を向ければ、国際競争は熾烈を

極め、研究室レベルの連携体制で得られる成果は、２～３年もすればたちどころにキャッチアップされ

ているのが実情である。そこで、技術の革新性と実用可能性という２つの軸の両方について常に一歩先

を歩み続けるための仕組みが必要となるが、そのためには国家戦略として重要な高機能材料の創製を目

標としつつ、関連する幅広い研究コミュニティーの連携を深化させ、国際的にも高い水準にある学問分

野を再構成することによって全く新しい研究アプローチを生み出し、困難な課題に挑戦することができ

る研究体制が求められる。その際、次世代スーパーコンピュータ（京）や大型放射光施設（SPring-8）、
放射光科学研究施設（Photon Factory）、大強度陽子加速器施設（J－PARC）、X 線自由電子レーザー施

設（SACLA）など世界 先端の研究設備を駆使して、研究を推進することが肝要である。 
以上の状況を踏まえ、平成２４年度から開始される元素戦略プロジェクト＜研究拠点形成型＞は、我

が国が資源制約を克服して材料技術に関わる国際競争力を維持・強化するために、高機能材料の特性・

機能発現の鍵を握る希少元素の代替を可能とする革新的技術の創出を、本格的な異分野協働の研究拠点

を形成することによって推進する。 
※元素戦略：物質・材料の特性・機能を決める元素の役割を解明し利用する観点から材料研究のパラ

ダイムを変革し、新しい材料の創製につなげる研究（元素戦略検討会報告書（平成１９年３月）） 
 
1.2 事業概要 

元素戦略プロジェクト＜研究拠点形成型＞は、現行の元素戦略プロジェクトが進めている材料に関わ

る基礎研究と実用化研究の連携強化に加えて、電子論に代表される理論科学を現在のレベルからさらに

進化させた上で材料研究と密接に連携させ、これまでにない材料研究の枠組みを構築して希少元素の代

替技術を開発することを目的とする。言い換えれば、 
① 材料特性の発現機構を支配する物理因子の特定と機能設計を通じた新物質提案 
② ①を具現化するための材料構造設計と製造プロセスの開発 
③ ②によって得られた材料の構造解析と実用化を見据えた性能評価 

という「３つの歯車」を、自然体では連携が困難な程の高度なレベルでそれぞれ力強く噛み合わせ、相乗

効果を生み出す組織を新たに編成し、卓越した物質観を持つリーダーのもとで、各界を代表する有識者か

らなる元素戦略運営統括会議の指導も得ながら希少元素の代替に向けた共同研究を行わせるものである。 
本事業については、理論科学の新しい展開を起こしつつ、物質創成から部材試作・解析評価までを一

貫して行うという極めて幅広い範囲を対象としており、また若手研究者が主力となる環境の中で、産業
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面でも科学面でも革新性の高い成果を生み出すことを目指していることから、事業期間は１０年を予定

している。 
 
1.2.1 材料領域 

本事業が対象とする材料領域としては、希少元素が材料機能の本質を担っている材料に関わるもの

であって、(1)現在、日本が強みとする領域であること、(2)早急に対策を講じることが産業界から求め

られていること、(3)革新的な科学的手法を導入することで大幅な飛躍が期待できること、という視点

から、以下のとおり４つの領域を設定する。 
＜磁石材料＞ 

モーター、アクチュエーターなど駆動系機器の部材に適用され、電気エネルギーと機械エネル

ギーの変換に適用されるバルク永久磁石材料を対象とする。 
＜触媒・電池材料＞ 

固体触媒及び二次電池を対象とする。触媒と電池は材料分野としては異なるが、機能発現を支

えるバルク界面反応を量子論の視点から解明するという基盤部分で共通しているという認識か

ら１つの材料領域として扱う。 
＜電子材料＞ 

エレクトロニクス産業における製品の部材を形成する材料（半導体、透明電極・導電体、誘電

体、超伝導材料等）であって、希少元素のもつ機能を物質の電子状態、結晶構造の制御によっ

て代替しようとするものを対象とする。 
＜構造材料＞ 

材料の機械力学的特性を持って機能とする材料を対象とする。鉄鋼、非鉄金属などの金属材料、

高靱性セラミックス材料、高強度高分子材料、それらの複合材料などである。 
 
1.2.2 達成目標 

各材料領域において達成すべき目標は以下のとおりとする。 
＜磁石材料＞ 

電子論に立脚した磁気モーメント、キュリー温度、結晶磁気異方性の定量的記述やマイクロマグ

ネティクスとの連成による組織に依存する磁区構造のシミュレーション、さらには、異相組成、

磁区解析機器の開発による保磁力機構の検証を行う。これらにより、ジスプロシウムなど希少元

素を用いない磁石を試作し、機能を実証する。さらに希土類元素をできる限り用いずに従来のも

のに比べて飛躍的に高い磁気モーメント、キュリー温度、保磁力を有する磁石の実現を図る。 
 
＜触媒・電池材料＞ 

固体物理学と量子化学の整合のとれた連携によって、統計力学的取扱いの導入も含めて、バルク界

面反応の反応機構の解明、電子状態の温度効果などの定量的記述、系の安定性・劣化に関与する物

質などの解析に基づき、触媒機能や電池機能の検証を行う。特に、非希少金属触媒の実現や、ナト

リウム電池などのクラーク数の高い元素を用いて飛躍的に高い性能をもつ二次電池の実現を図る。 
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＜電子材料＞ 
電子論に立脚した導電性、透明性、誘電性、発光性等の特性の理論解析・シミュレーションを

実施する。その成果に基づき、クラーク数が高い元素を用いて希少元素を含む材料を代替する

新規化合物・合金などの物質を設計し、その合成、材料試作及び機能実証を行う。これらによ

り、当該材料の普遍的な設計指針を確立する。 
 

＜構造材料＞ 
電子論に立脚した完全結晶からの欠陥の生成過程と運動のダイナミズムの理論解析や弾性／塑

性競合の 適化、破壊プロセスの原子配列に基く解析、さらにはメゾスコピック解析との連成

を行う。これらにより、添加される希少元素を抜本的に減らした、加工性に優れる高強度材料

を試作し機能を実証するとともに、高強度と成形性を両立させる設計指針を確立する。さらに

先進的な成形手法に適合した、金属、セラミックス、高分子構造材料の実現を図る。 
 

2． 共同研究組織とその中核となる異分野協働研究拠点の体制と運営 

2.1 共同研究組織の体制 

本事業が形成しようとする共同研究組織は、1.2 で述べた「３つの歯車」に対応する機能をもつ研

究グループにより構成される。各研究グループの役割は以下のとおりである。 
① 電子軌道・原子配列等制御グループ（以下、「電子論グループ」という。） 
原子結合力・格子欠陥による構造特性、光物性、誘電性、輸送特性、触媒反応等の物質・材料の

機能の発現要因である物性について原子軌道・分子軌道に基づく電子状態による理解を目指し、必

要に応じて相互作用効果を含めて定量的記述から物性予測・設計に導く。 
② 材料構造制御・創製グループ（以下、「材料創製グループ」という。） 
電子論グループの提案を取り入れつつ、目的とする機能を有する 終バルク材料の構造設計、製

造プロセス開発などを実施する。他の研究グループとの一貫した連携を確保する。 
③ 構造解析・使用性能評価グループ（以下、「解析評価グループ」という。） 
新規材料の実用的な特性を見据えた評価により、デバイス化、部材化の見通しと問題点を総合的

に検討し、その結果を電子論グループ及び材料創製グループにフィードバックし、次の研究ステッ

プを提言する。 
それぞれのグループ、特に②と③には、実用化の視点を活動に反映させるために、民間企業の研究者

が構成員あるいはアドバイザーとして参画することが期待される。 
さらに、各材料領域において、共同研究組織を代表する研究者（以下、「代表研究者」という。）は、

自らと異なる学問分野を専門とする他の研究グループとの緊密な連携の下、各研究グループの若手研究

者が結集し、共同で研究活動を実施する異分野協働研究拠点（以下、「拠点」という。）を、代表研究者

が所属する機関に形成する。当該拠点においては、代表研究者の指導の下、異なる専門を持つ若手研究

者が日々アイデアと問題意識をぶつけ合い、切磋琢磨しながらそれぞれの課題を探求する。また、拠点

を設置する機関以外の機関（以下、「連携機関」という。）の研究グループにおいては、それぞれが専門

とする学問分野の課題を、拠点と連携して深く追求する。なお、各研究グループは、それぞれの学問分
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野において、我が国を先導する水準が要求されることから、異なる機関に属することが想定される。磁

石材料、触媒・電池材料、電子材料の各領域においては、代表研究者がどの研究グループに属するかは任

意とするが、構造材料については、理論物理の知見を材料設計に結びつけるアプローチを発展させるため、

当面、電子論グループを中心にした、比較的小規模な共同研究組織により研究を実施することとする。 
 
2.2 共同研究組織の運営 

本事業が形成しようとする共同研究組織は、拠点を中核として、個々の研究課題の完結を目指すだけ

ではなく、それぞれの材料領域について原理解明から材料創製、機能実証までの異なる段階に属する複

数の課題に並行して取り組むものであり、運営において高度の工夫が要求される。例えば、材料創製と

電子論の研究では時間軸が異なるため、それぞれの活動を分離させることなく、相互の発想、成果を効

果的に共有するシステムをいかに構築するかが重要となる。また、材料創製グループ及び解析評価グル

ープが作り出した知見に対して、理論解析手法を用いて検証が行われるが、そこで見出される新たな理

論研究課題は直ちに電子論グループの活動に組み込まれる必要がある。 
本事業は、拠点を軸として、元素の機能に関わる様々な学問分野の協働を図ることによって、新たな

研究領域を開拓することを主眼の一つとしている。従って、目標達成の過程で創出される理論体系や学

問的知見のみならず、新規に開発された解析装置、各種処理設備、ソフトウエアなどの研究手法を含め

たスタンダードリファレンスを構築し、それを他の大学、研究機関、民間企業などと積極的に共有して、

成果の社会定着とその一層の展開に努めなければならない。そのためにも共同研究組織は、関連学会や

産業界とのコミュニケーション能力を備え、自らの活動について常に情報を発信するとともに、それに

対する外部の反応を、成果の社会還元のための指針を与えるものとして運営方針に反映することによっ

て、プレゼンスの向上に努めなければならない。 
新領域開拓には、現場で研究を遂行する若手研究者が主たる牽引力となるような研究グループを編成

することが求められる。例えば、各共同研究組織において、若手研究者（総数は２０人以上）が、まと

まった課題の計画的遂行に責任を負う主任研究者（１０人程度）の指導を受けつつ、必要に応じてチー

ムを組んで活動を行うことが想定される。 
以上を踏まえ、共同研究組織の運営に関する要件は以下のとおりとする。 

 
2.2.1 拠点の運営 

各材料領域に関して設置される拠点には、優れた運営体制が構築されることが極めて重要であり、

優秀な研究者・職員のリクルートやシステム改革等、拠点運営に常に意を用いる専任の代表研究者

及びそれを支える企画部門が必要である。なお、代表研究者については、共同研究組織全体を運営

するために必要となるエフォートが確保されなければならない。 
代表研究者の人材像としては、当該拠点の「顔」として、拠点の存在を関連する多様な学問分野

にアピールし、人材を結集させること等が重要な役目となることから、それぞれの学問分野でトッ

プレベルの業績を上げており、かつ１０年間に渡って拠点の運営において強力な牽引力を発揮でき

る有能な研究者であることが望ましい。言い換えれば、磨き抜かれた物質観を持って、当該材料領

域全体にわたって本質的課題を見極める洞察力と、異分野の人材を統率して新しい課題への挑戦に

誘導するマネジメント能力を兼ね備えたリーダーであり、当該材料領域に関わる学問分野において、
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我が国で も求心力を持つ人材であることが求められる。 
代表研究者は電子論、材料創製、解析評価の各研究グループのリーダーのいずれかから選ばれ、

共同研究組織全体の運営について責任を負う。その役割として、共同研究組織の参画者に対して、

新領域開拓の一翼を担う挑戦者としての自覚を促すことも求められる。３つの研究グループはそれ

ぞれ独自に活動を深化させることとなるが、それを抑制することなく、繋がる点を見出して相互作

用を促進し、明確な目標に向かって運営方針を揃えていかなければならない。また、拠点活動の中

核を担う研究者に対しては、異分野の研究者との連携により着実に成果を生み出すためのマネジメ

ントの能力を身につけさせるように訓練することも必要である。さらに、代表研究者は、元素戦略

運営統括会議と常時連絡を取り合い、研究活動の状況、研究成果などを報告し、組織運営について

の助言を受けるとともに、元素戦略運営統括会議や文部科学省からの元素戦略に関わる施策の展開

に関する要請に協力することが求められる。 
また、代表研究者を強力に補佐し、研究者にとって研究に専念し、かつ研究活動を活性化できる

環境を常に提供し続ける役割を担う企画部門を設置することが求められる。企画部門には企画マネ

ージャーが配置され、代表研究者の補佐役として、人事を含めた組織運営、経理、共同研究組織内

外の組織との研究協力、交流の支援、知的財産の活用などの、代表研究者の意志に基づき、拠点及

び共同研究組織全体の運営を支える役割を担う。企画マネージャーには、主任研究員並みの経歴を

持つことが望ましい。また、元素戦略運営統括会議または文部科学省からの要請を受けた、国内外

の関係機関との連携などの元素戦略に関する施策の展開のための実務を担う。さらに、事務的な業

務に関し、他の研究グループへの研究委託に関する手続きを執り行わなければならないため、拠点

設置機関において責任能力を有する正規職員が事務総括として企画部門に配属されなければならな

い。 
 
2.2.2 拠点における研究環境の整備 

拠点に集まる研究者が、切磋琢磨しつつ研究に専念できる環境をつくる、さらには、そのような

場において我が国の次代の材料研究をリードする研究者を育成することの重要性に鑑み、以下に掲

げられる措置を講じることが求められる。 
①研究者から研究以外の職務を減免するとともに、企画部門における種々の手続き等管理事務を 

サポートするためのスタッフ機能を充実させる。 
②主任研究者や若手研究者については、努めて広い学問分野から有望な人材を集結させるとともに、一

定の流動性を確保する。若手研究者に対しては、任期終了後のテニュアポスト（安定的な職）を用意

することにより、テニュアトラック制に準ずる措置を講じるなど、拠点設置機関内でキャリアパスの

整備に努めるとともに、他の大学や企業等での活躍も可能となるようキャリア形成支援を積極的に行う。 
※テニュアトラック制：公正で透明性の高い選抜により採用された若手研究者が、審査を経てより安

定的な職を得る前に任期付の雇用形態で自立した研究者として経験をつむことができる仕組み。 
③当該材料領域において我が国を代表する研究拠点としてふさわしい研究室、居室等の施設・設備

環境を整備する。 
④当該材料領域に関係する研究者を集めた学際的な研究集会を定期的に開催する（少なくとも年に１

回以上。）。また関連する学会が開催する元素戦略に関わるシンポジウム等の企画・運営に参画する。 
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2.2.3 拠点設置機関からのコミットメント 

それぞれの材料領域において真に我が国を代表する拠点が形成されるよう、拠点設置機関は、中

長期的な計画上に拠点を明確に位置付けた上で、機関を上げて全面的な支援を行うことが必要であ

る。拠点運営については、一定の独立性を確保するため、拠点に関わる人事や予算執行等に関し、

代表研究者が実質的に判断できる体制を整える。また、機関内の従来の運営の在り方にとらわれず、

新たな運営手法（能力に応じた俸給システム、トップダウン的な意志決定システムなど）を導入で

きるように機関内の制度の柔軟な運用、整備等に協力するとともに研究スペース、共用設備などの

インフラの利用や、任期終了後のテニュアポストの確保などの人材育成の取組に関し、 大限の支

援を行う。さらに、本事業において生み出される知的財産の管理について、専門能力を有する担当

者を配置し、事業支援機関と連携しつつ、事業化に向けて積極的な展開を図る。 
 
2.2.4 連携機関における研究グループの運営 

連携機関における各研究グループリーダーは、代表研究者との信頼関係の下に、自らの研究グル

ープのメンバー（拠点において専門分野の研究に関し、指導的役割を果たす主任研究員クラスを含

む。）を拠点に集結させるとともに、自らも積極的に拠点運営に参画し、研究者の指導を行う。また、

連携機関においては、それぞれの専門分野を深化させる役割を担い、共同研究組織が扱う課題のう

ち、特に専門性が高い研究を、拠点からの委託等により実施する。 
 
 

元素戦略運営統括会議
関連する学会・産業界を代表する有識者

電子論グループ

元素戦略プロジェクト＜研究拠点形成型＞における体制図

材料創製グループ

解析評価グループ

拠点における
体制図

代表研究者

電子論グループ 解析評価グループ

拠点を中核とした
共同研究組織Ｂ大学

代表研究者

磁石材料

材料創製
グループ

電子論
グループ

解析評価
グループ

代表研究者

材料創製
グループ

電子論
グループ

解析評価
グループ

代表研究者

材料創製
グループ

電子論
グループ

解析評価
グループ

触媒・電池材料

電子材料

構造材料

Ａ大学

※材料創製グループが拠点になると仮定した体制図
※科学的新規性と目的指向性を兼ね備えた達成目標の下、代表研究者が（ⅰ）電子論、（ⅱ）材料創製、（ⅲ）解析評価の
３つのグループの 中核とした 営若手研究者を結集した異分野協働研究拠点を 共同研究組織を運

Ｃ大学

企画部門

企画マネージャー

事務総括

人材を
結集

課題の
深化

人材を
結集

課題の
深化
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2.3 研究成果目標及び研究計画の設定 

研究成果目標は、1.2.2 に示された達成目標の実現に向けた研究活動を個別課題のレベルに細分化し、

それらが目指す成果を具体的に記述するものであるが、１０年間という研究期間を見据え、各材料領

域における社会ニーズの変遷を展望した普遍的、長期的なものとすることが求められる。その際、開

発される材料機能の革新性の高さを考慮するだけではなく、代替すべき希少元素の需給バランスの変

化や研究成果の公開に伴う競争相手のキャッチアップなどに留意しながら、目標の本質を維持しつつ、

研究アプローチを柔軟に見直すことが必須である。目標設定にあたっては、研究対象となる材料の実

用化の可能性や選択肢の幅の広がり（複数種の材料や時間軸の異なる成果など）を視野に入れた目標

を設定する必要がある。 
研究計画については、電子論、材料創製、解析評価の各研究グループの間の成果・課題の受け渡し

や、共同研究組織全体としての成果の展開（技術シーズの実用化、科学的知見の深化等）の道筋が示

されたものを、３つの研究グループの活動の時間軸の違いに十分配慮して作成しなければならない。

さらに、研究成果に関して、達成目標に対して副次的に生じたものを含めて、実施期間の途中であっ

ても随時、経済産業省のプロジェクトや民間企業が独自に実施する実用化への取組に展開することが

重要であり、その方針についても研究計画に示される必要がある。また、共同研究組織は、拠点を軸

として元素の機能に関わる様々な学問分野の協働によって創出される新たなスタンダードリファレン

スの構築を研究成果目標の中に設定し、新規に開発される解析装置、各種処理設備、ソフトウエアな

どを活用した他の大学や研究機関などとの共同研究を企画する必要がある。それを修得し、新たな課

題の解決に挑戦する人材を育成する仕組みも構築しなければならない。 
 

各材料領域の活動の展開の在り方       

 
     物理 化学 応物 金属 鉄鋼 ｾﾗﾐｯｸｽ 磁気 計算      経済産業省・民間企業 

SPring-8  磁石材料  ○    ○   ○  ○   ○ 
J-PARC 
Photon  触媒･電池材料  ○  ○  ○    ○    ○ 

Factory               実用化・部材試作ライン 
SACLA  電子材料  ○  ○  ○  ○    ○    ○ 
「京」 

  等     構造材料  ○  ○  ○  ○  ○  ○    ○ 
 

 

3． 事業全体の運営を統括・支援する組織 

3.1 元素戦略運営統括会議 

事業全体の運営を監督するため、各材料領域に関連する学会及び産業界を代表する有識者から構成

される元素戦略運営統括会議を設置する。元素戦略運営統括会議は、すべての材料領域の共同研究組

織について、運営方針・研究計画を確認し、活動の進捗と成果を評価するとともに、必要な指導、助

言を行う。文部科学省は、元素戦略運営統括会議の評価を、必要に応じて毎年度の各材料領域に関す

る資源配分に反映する。元素戦略運営統括会議のメンバーは公式な会合に加え、日頃から各材料領域

の共同研究組織の活動状況の把握に努め、新たな研究アプローチの導入や知的財産の取得・活用など

の面で積極的に支援を行うものとする。 
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3.2 経済産業省との連携のためのガバニングボード 

文部科学省は希少元素の代替技術開発に関し、経済産業省と緊密に連携することとしており、本事

業を含めて両省の関連事業間の連携・協力を促進することを目的としたガバニングボードが設置され

る。元素戦略運営統括会議のメンバーはこのガバニングボードに参画することにより、文部科学省の

関連事業の成果を、経済産業省の協力を得て速やかに実用化への展開に移行させる（例えば、実用化

への取組を行う研究機関や民間企業の部材試作ラインを活用する。）、あるいは経済産業省の事業にお

いて発生する科学的に深掘りを要する課題について、本事業の共同研究組織の協力を得て解決を図る

（例えば、民間企業等から研究を受託する。）といった調整機能を担うことが想定されている。 
 
3.3 研究推進委員会 

拠点設置機関は、代表研究者のイニシアティブの下、共同研究組織全体としての研究計画の立案と

成果のとりまとめ、研究グループ間の成果・課題の共有とそれらに関する討議などの運営管理に必要

な連絡調整等を行う研究推進委員会を年２回程度開催する。研究推進委員会には、共同研究組織の構

成員に加え、文部科学省の定めるプログラムディレクター（ＰＤ）及びプログラムオフィサー（ＰＯ）

や、元素戦略運営統括会議のメンバー、文部科学省の担当者が参加する。 
 
3.4 事業支援機関 

文部科学省は、事業の一層の効果的・効率的運営を図る観点から、公募の受付や審査・評価の支援、

元素戦略運営統括会議や本事業全体の成果報告会の開催、各材料領域における知的財産の取得支援な

ど事業管理等の事務を外部に委託する。なお、本事業のＰＤ及びＰＯは事業支援機関に配置され、現

地調査等の実施により進捗状況を把握し、必要に応じて助言を行う。 
 

4． 応募の要件 

4.1 応募機関の要件 

本事業の提案に当たっては、各材料領域について、拠点設置機関が共同研究組織を代表し（構造材

料領域については電子論グループが所属する機関が共同研究組織を代表するものとする。）、連携機関

と共同で提案を作成し、応募することとする。拠点設置機関は、自らが代表する共同研究組織に係る

委託について文部科学省が一括して契約し、毎年度各連携機関へ配分することを含めて、共同研究組

織の事業のうち自らが担当する部分だけでなく各連携機関が担当する部分の実施及び共同研究組織全

体に係る経理その他の事務について一切の責任を有する。連携機関は研究計画のうち自らが担当する

部分の実施及びその実施に係る経理その他の事務について責任を有する。なお、拠点設置機関及び連

携機関は、委託または共同研究を行うための契約を締結して事業を実施する。 
 
4.1.1 拠点設置機関の要件 

拠点設置機関は、事業を責任を持って実施することのできる次の（ア）～（オ）すべてを満たす

国内の大学等の機関とする。 
なお、拠点設置機関については、連携機関の活動を含めて事業全体を運営するために必要な組織
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体制を構築する必要があることから、機関の長が代表研究者と連名で申請することとする。 
 

（ア）次の（Ａ）から（Ｄ）のいずれかに該当する機関であること 
（Ａ）大学（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学をいう。） 
（Ｂ）高等専門学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する高等専門学校

をいう。） 
（Ｃ）大学共同利用機関（国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第４項に規定

する大学共同利用機関をいう。） 
（Ｄ）独立行政法人 
（Ｅ）特例民法法人または公益社団・財団法人 

（イ）本事業が対象とする材料領域の研究開発の技術的能力を有する機関であること 
（ウ）事業に係る経理その他の事務について的確な管理体制及び処理能力を有する機関であること 
（エ）事業の実施に際し、当該機関の所有する施設及び設備を使用できること 
※ただし、当該機関が試験等のための施設及び設備を所有することを要件とするものではない。 
（オ）委託契約は、原則精算払いであることから、事業を的確に遂行するために必要な財務的基礎

を有する機関であること。 
※なお、委託費の概算払いをする必要があると認められる場合には、所要の手続きを経て、契約決

定額の全部または一部を概算払いすることが可能。 
 
4.1.2 連携機関の要件 

連携機関は、4.1.1 の（イ）～（エ）の条件をすべて満たし、その担当する部分の事業の実施を責

任を持って行うことのできる次の機関とする。 
（Ａ）大学（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する大学をいう。） 
（Ｂ）高等専門学校（学校教育法（昭和２２年法律第２６号）第１条に規定する高等専門学校をいう。） 
（Ｃ）大学共同利用機関（国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号）第２条第４項に規定する

大学共同利用機関をいう。） 
（Ｄ）独立行政法人 
（Ｅ）特例民法法人または一般社団・財団法人若しくは公益社団・財団法人 
（Ｆ）民間企業（法人格を有するもの） 
（Ｇ）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 
※拠点設置機関等からの外注等を受けて役務を提供する機関は連携機関とはならない。 

 
4.2 実施期間 

本事業の実施期間は１０年を予定している。平成２４年度事業については、当該年度の委託契約が

なされた日から平成２５年３月３１日までに完了する範囲とし、この期間に発生した支出についての

み本事業の委託費により経費を措置することができる。なお、平成２５年度以降の毎年度の委託額は

本事業に措置される予算や事業実施計画の進捗に応じて年度毎に決定する。 
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4.3 事業規模及び採択件数 

平成２４年度については、本事業全体に係る経費として総額２２．５億円を予定している。採択件

数については、各材料領域について一つの拠点設置機関を採択することとし、配分額としては、間接

経費を含めて、磁石材料、触媒・電池材料、電子材料の３領域については約６～７億円程度、構造材

料領域については約１～１．５億円とする。平成２５年度以降は事業実施計画の内容等を勘案して予

算の範囲内で毎年度決定する。また、平成２４年度においても審査結果（採択の条件・留意点等）等

により、提案された資金計画の変更が行われることがある。なお、本事業の実施は、本事業に係る予

算が成立することを前提条件とする。 
 

5． 応募方法について 

5.1 スケジュール 

公募の開始： 平成２４年２月６日（月）  
公募説明会： 平成２４年２月１４日（火） 
公募の締切： 平成２４年３月２６日 （月） 
審 査（予定）： 平成２４年４月（２次審査（ヒアリング審査）は４月１６日の週を予定） 
選定結果の通知／公表（予定）：平成２４年４月中  
事業の開始（予定）： 平成２４年６月上旬 
 

5.2 応募方法 

研究提案の応募にあたっては、①郵送による申請書類（紙媒体及び電子媒体）の提出、②府省共通

研究開発管理システム（e-Rad※）を用いた Web 上での入力、③e-Rad を用いた申請書類（電子媒体）

のアップロードを行うこと。応募する研究者は、e-Rad のログイン ID、パスワードが必要となる。

詳しい応募方法等は「e-Rad の利用について」（６．参照）を必ず確認の上、e-Rad より応募するこ

と。なお、①～③のすべての提出等がない場合、申請を受理しないため、注意すること。 
※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。 
※郵送が必要な書類は、簡易書留または宅配便にて提出すること。 
※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（申請書の添付様式 3-2 参照）に記入し、所属機関長による署名のうえ、郵送

してください。ただし、以下に該当する機関は提出の必要はありません。  
・機関の代表者の選任・任命を国が行う機関（国立大学法人、独立行政法人等）  
・機関の代表者が国民の選挙により選任される機関（地方公共団体） 

 
5.3 申請書類の入手及び作成方法 

・申請書類の様式等、応募に必要な資料の入手については、独立行政法人科学技術振興機構研

究振興支援業務室ホームページ（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh23-9.html）からダウン
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ロードすることができる。 
・用紙サイズは指定があるもの以外はすべてＡ４版、文字サイズは１０～１２ポイントとし、

正確を期すため、ワープロ等判読しやすいもので作成すること。  
・申請書類については、それぞれ左肩をクリップ止め（ホッチキスでは止めないこと）にして、

提出すること。  
・ページ数に制限のないものについても、できるだけ簡潔かつ明瞭に記載すること。 

 
5.4 提出書類 

郵送：紙媒体３部及び電子媒体（PDF 及び Word ファイル）２部 
e- Rad での応募：電子媒体（PDF もしくは Word ファイルいずれか）１部 

 
5.5 提出先 

〒102-8666 東京都千代田区四番町５－３ サイエンスプラザ５階 
独立行政法人 科学技術振興機構 研究振興支援業務室 
ＴＥＬ：03-5214-7990（代表） 
E-mail：gensoask@keytech.jst.go.jp 
 

5.6 提出締切 

 郵送締切：平成２４年３月２６日（月）１２時必着 
 e-Rad による応募締切：平成２４年３月２６日（月）まで 
※郵送による応募書類提出及び e-Rad による両者の応募が必要なので注意すること。 

 
5.7 注意事項 

・提出書類に不備がある場合、審査対象とならない。 
・提出書類を受領した後の訂正（差し替え含む）は、原則としてできない。 
・提出書類については、電子ファイルも含めて返却しないので、各提案者が提出書類の写しを

保管すること。 
 

5.8 課題等の情報の取扱い 

提案書類は、「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）等の観点

から、応募内容に関する秘密は厳守する。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）を参照すること。 
但し、採択された個々の課題に関する情報（制度名、研究課題名、拠点設置機関名、代表研究者

名、予算額）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」であるものとする。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される。 
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6． e-Rad を利用した応募書類の作成・提出等 

申請に当たっては、①e-Rad を用いた Web 上での入力、②e-Rad を用いた電子媒体の申請書類の様

式のアップロード、③郵送による書類の提出（５．参照）の３つの作業が必要となる。 
①及び②は府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を通じて行うこと。当該システムの使用に当た

っては、研究機関及び研究者の事前登録が必要となる。（（ア）参照） 
 

 e-Rad を用いた web 入力及び電子媒体の申請書類の様式のアップロード方法 
（ア）府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の使用について 
①e-Rad の操作方法 

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る。利用規約に同意の上、応募すること。 
 

②システムの利用可能時間帯 
（月～金）午前６：００～翌午前２：００まで 
（土・日）午後０：００～翌午前２：００まで 
なお、祝祭日であっても、上記の時間帯は利用可能。ただし、上記利用可能時間帯であっても保

守・点検を行う場合、運用停止を行うことがある。運用停止を行う場合は、ポータルサイトにて予

め知らせることとする。 
 

③研究機関の登録 
応募に当たっては、応募時までに e-Rad に研究機関が登録されていることが必要となる。各共同

研究組織で１名、e-Rad に関する事務代表者を決め、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）

行うこと。登録手続きに日数を要する場合があるので、２週間以上の余裕をもって登録手続きをす

ること。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

必要はない。また、既に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ない。 
なお、ここで登録された機関を所属研究機関と称する。 

 
④研究者情報の登録 
本事業に応募する際の実施担当者を研究者と称する。所属研究機関は実施担当者の研究者情報を

登録し、ログイン ID、パスワードを取得することが必要となる。ポータルサイトに掲載されている

所属研究機関向け操作マニュアルを参照すること。 
 
（イ）システムを利用した応募の流れ 

別紙１を参照のこと。 
 
（ウ）システムへの応募情報入力時の注意事項 
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①システムへの応募情報入力に当たっては、 
Ａ）Web で直接入力が必要な内容 
Ｂ）ポータルに掲載されている電子媒体の所定の様式に記入し、当該ファイルを添付するもの

があり、それぞれ、入力、作成が必要となる。 
 

Ａ）については、研究者が、e-Rad にログイン後、応募情報登録画面において、以下の項目を入

力することが必要となる。 
【研究共通情報の入力画面】 

新規継続区分 
研究開発課題名 
研究期間（開始年度、終了予定年度） 
主分野（コード） 
研究目的 
研究概要 など 

【研究個別情報の入力画面】 
各事業で個別に入力を求める項目 

【応募時予算額の入力画面】 
年度ごと使用内訳を記入 

【研究組織情報の入力】 
研究者毎の直接経費・間接経費の総額 
研究者毎のエフォート 

【応募・受入状況の入力】 
配分機関コード、事業コード、研究開発課題名、研究期間、予算額、エフォート 

 
Ｂ）については、別添様式の電子媒体をダウンロードし、「Word」「PDF」のいずれかの形式にて

作成し、応募すること。「Word」「PDF」の対応バージョンについては、研究者用マニュアルを参照

すること。 
 

注１）電子媒体に貼り付ける画像ファイルの種類は「GIF」「BMP」「PNG」形式のみとすること。

それ以外の画像データを貼り付けた場合、正しく PDF 形式に変換されない。画像データの貼付

方については、研究者向け操作マニュアルを参照すること。 
注２）アップロードできる電子媒体は 大容量は３ＭＢ。それを超える容量のファイルは府省共通

研究開発管理システム（e-Rad）ヘルプデスクへ問い合わせること。 
注３）電子媒体の様式は、アップロードを行うと、自動的に PDF ファイルに変換される。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るので、変換された PDF ファイルの内容

をシステムで必ず確認すること。利用可能な文字に関しては、研究者向け操作マニュアルを参照

すること。 
注４）提出締切日までにシステムの「受付状況一覧画面」の受付状況が「配分機関受付中」となっ
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ていない申請は無効となる。正しく操作しているにも関わらず、提出締切日までに「配分機関受

付中」にならなかった場合は、ヘルプデスクまで連絡すること。 
注５）申請の受理状況は、「受付状況一覧画面」から確認することができる。 

 
②府省共通研究開発管理システムからの政府研究開発データベースへの情報提供等 

文部科学省が管理運用する府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を通じ、内閣府の作成する標

記データベースに、各種の情報を提供することがある。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協力いただくことがある。 
※「政府研究開発データベース」： 国の資金による研究開発について適切に評価し、効果的・効率

的に総合戦略、資源配分等の方針の企画立案を行うため、内閣府総合科学技術会議が各種情報に

ついて、一元的・網羅的に把握し、必要情報を検索・分析できるデータベースを構築している。 
 

7． 応募条件の審査 

7.1 審査方法 

7.1.1 選考について 

応募要件の選定については、１次審査（書面審査）及び２次審査（ヒアリング審査）を非公開で

行う。 審査は、文部科学省に設置される、外部有識者からなる元素戦略プロジェクト審査検討会（以

下「審査検討会」という。）において、提出された提案内容をもとに書面審査、ヒアリング審査を行

い、採択案件を決定する。審査の経過等に関する問い合わせには回答できない。  
なお、審査の過程において追加資料の提出、追加のヒアリング等を求められる場合がある。 

 
7.1.2 評価項目及び審査基準 

審査の観点については、別添の「平成２４年度元素戦略プロジェクト＜研究拠点形成型＞評価項

目、審査基準」を参照すること。  
 
7.1.3 審査に関する留意事項 

提案書類に不正または虚偽記載等が判明した場合は、審査結果の如何にかかわらず不採択となる

場合がある。また、採択の決定を通知した後に判明した場合においても同様である。採択の際、事

業実施計画や実施体制等に関して、審査結果を踏まえ、条件を付したり、修正を求めたりすることがあ

る。 
 

7.1.4 審査結果の通知 

採択にあたっての条件が付された場合、当該提案の代表機関の代表研究者と調整を行い、提案内

容を修正した上で、採択を決定する。採択決定後、すべての提案について審査結果を書面で通知す

る。また、不採択については、その理由を付すものとする。 
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8． 委託契約の締結等  

8.1 委託契約の締結 

8.1.1 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、文部科学省と拠点設置機関との間におい

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る。契約を締結するに当

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

あっても取消しとなることがある。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、研究計画の見直しまたは中止を求めることがある。また、研究進捗状況等に関す

る元素戦略運営統括会議等の評価を踏まえ、年度途中での研究計画の見直し等による契約変更を行

うことがある。 
 
8.1.2 再委託契約について 

拠点設置機関が研究課題を実施するに当たって、連携機関に本委託契約の一部を委託する場合は、

拠点設置機関は、連携機関との間において再委託契約（※）を締結するとともに、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すること。 
※拠点からの再委託となるので、総額の 50%を超えてはならない。 

 
8.1.3 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、拠点設置機関及び連携機関（再委託先）

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る。 
 
8.1.4 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（平成２３年度科学・

技術重要施策アクション・プラン版）」に基づき、必要となる事務処理を行うこと。（連携機関（再

委託先）についても同様。）  
 
8.1.5 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する委託業務実績報告書を受けて、

文部科学省研究振興局振興企画課研究委託業務推進室及び基盤研究課ナノテクノロジー・材料開発

推進室からの確定調査を行う。確定調査の実施は事業支援機関に業務委託する。 
なお、本委託契約の拠点設置機関は、当該年度の委託契約期間終了までに連携機関（再委託先）

からの委託業務実績報告書を受けて再委託契約の額の確定等を、当該拠点設置機関における国の確

定調査の前に行い、その結果を国の確定調査の際に報告すること。 
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8.2 委託費の範囲及び積算等  

8.2.1 負担される経費 

経費については、別紙２の「府省共通経費取扱区分表」における費用を負担することとする。但

し、物品費、人件費・謝金、旅費、その他については、本事業に直接係るもののみとし、管理的性

格の経費については、間接経費で手当する。 
間接経費の取扱いについては、別紙２及び「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針（平成

２１年３月２７日改正 競争的資金に関する関係府省連絡会申合せ）」における「間接経費の主な使

途の例示について」を参考にすること。間接経費は直接経費の３０％で計上すること。 
【ＵＲＬ】http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/shishin2.pdf 

 
8.2.2 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、総額を計上すること。その内容については申請書類

の様式に記載すること。 
 
8.2.3 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。ただし、文部科学

省が必要と認める場合には、委託費の全部または一部を概算払いすることができる。  
 
8.3 研究成果の取扱い 

8.3.1 研究成果報告書 

拠点設置機関は、毎年度連携機関と調整した上で、共同研究組織全体の事業実施計画の進捗状況

及び経費の使用実績に係る報告書を作成し、文部科学省に対して提出すること。なお、当該報告書

は、中間評価、事後評価及び元素戦略運営統括会議による進捗状況評価等に用いられるとともに、

原則として公開される。 
 
8.3.2 共同研究組織の評価 

共同研究組織の活動については、本事業内の進捗管理の一環として、毎年度、元素戦略運営統括

会議により進捗及び成果の評価が行われる。さらに、文部科学省は事業実施から４年目、８年目と

なる平成２８年度及び平成３２年度に中間評価、事業実施期間終了後に事後評価を行う。中間評価、

事後評価は外部有識者により構成される検討会が実施し、その結果は文部科学省科学技術・学術審

議会研究計画・評価分科会ナノテクノロジー・材料科学技術委員会に報告される。中間評価におい

ては、それまでの研究の成果を踏まえ、目標を達成しうるか否かについて確認した上で課題継続の

可否や共同研究組織の見直しの必要性などについて判断する。残余の期間中に優れた成果を上げる

ことが見込めない課題については、原則として研究活動を中止する。 
なお、すべての評価結果等は公表とする。 

 
8.3.3 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
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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拠点設

置機関に所属しているものに帰属させることができる。その詳細については契約時に定める契約条

項によることとする。 
なお、共同研究組織を構成する場合、各連携機関への特許権等の知的財産権の帰属については、

あらかじめ拠点設置機関と連携機関の間で取り決めておくこと。 
 
8.3.4 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）できるのは拠点

設置機関に所属する職員であり、国内外にかかわらず請負先は利用できない。 
 
8.4 取得資産の取扱い  

8.4.1 所有権 

委託費により取得した資産計上対象物品（設備備品及び文部科学省が指定する試作品。以下「設

備備品等」という。）の所有権は、「額の確定」後、文部科学省に移転させることとなる。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る。なお、設備備品等については、拠点設置機関が文部科学省との契約条

項に従って善良な管理を行うこと。 
 
8.4.2 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取扱いについては、別途、文部科学省との協議となる。 
 
8.4.3 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、拠点設置機関の責任にお

いて処分すること。 
※核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和３２年法律第１６６号）に規定する

核原料物質または核燃料物質若しくは放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭

和３２年法律第１６７号）に規定する放射性同位元素によって汚染された資産等をいう。 
 

9． 研究費の適正な執行について 

9.1 不合理な重複・過度な集中に対する措置 

○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、国また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、本事業の審査対象からの除外、採択の決定の取消し、または

経費の削減（以下、｢採択の決定の取消し等｣という。）を行うことがある。 
・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を行い、重複して採択された場合。 
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・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、重ねて応募を行っ

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、本事業への申請段階において、他の競争的資金制度等への提案を制限するものではないが、

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すること。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る。 
 

○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、各研究グループ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る。 
 

・各研究グループ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（研究者等の全仕事時間（※）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、速やかに本事業の事務担当に報告すること。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る。 
※ 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す。 
 

○不合理な重複・過度の集中排除のための、提案内容に関する情報提供 
不合理な重複・過度の集中を排除するために、必要な範囲内で、応募（または採択課題・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る。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る。 
 

○ 先端・次世代研究開発支援プログラムの重複制限 
「 先端・次世代研究開発支援プログラム」に採択され、研究開発を実施する研究者については、

平成２３年度以降、事業期間終了まで、国または独立行政法人からの他の研究費（研究開発を直接

の目的としない事業の資金を除く）の配分を受けることができないので留意すること。 
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9.2 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 e-Rad を通じて登録すること。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、採択取消しまたは減額配分とす

ることがある。 
 
9.3 不正使用及び不正受給への対応 

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する。 
 

○研究費の不正使用等が認められた場合の措置 
（ⅰ）契約の解除などの措置 
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、委託費の全部または一部

の返還を求める。また、次年度以降の契約についても締結しないことがある。 
 

（ⅱ）申請及び参加（※）の制限 
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に対し、本事業への申請

及び参加を制限する。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る。（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制度において、申請及び参加が制限されることとなる可能性

がある。）なお、この不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する、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、下記の表のとおり、原則、委託費を返還した

年度の翌年度以降２年から５年間とする。 
 
不正使用等の内容 制限の期間（不正が認定された年度の翌年度から） 
単純な事務処理の誤り なし 
本事業による業務以外の用途への使用がない場合 ２年 
本事業による業務以外の用途への使用がある場合 ２～５年 

（具体的期間は、程度に応じて個々に判断される。） 
＜例＞ 
・本事業による業務に関連する研究等の遂行に使用

（２年） 
・本事業による業務とは直接関係のない研究等の用途

に使用（３年） 
・研究等に関連しない用途に使用（４年） 
・虚偽の請求に基づく行為により現金を支出（４年）

・個人の利益を得るための私的流用（５年） 
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提案書類における虚偽申告等、不正な行為による

受給 
５年 

※「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。 
※不正使用等が認定された当該年度についても、参加が制限される。 
 
9.4 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、以下のとおりとする。 
 

○研究費の不正行為が認められた場合の措置 
（ⅰ）契約の解除・変更、委託費の返還 
研究活動の不正行為が認められた課題について、委託契約の解除・変更を行い、研究活動の不正

行為の悪質性等に考慮しつつ、委託費の全部または一部の返還を求める。また、次年度以降の契約

についても締結しないことがある。 
 

（ⅱ）申請及び参加の制限 
以下の者について、一定期間、本事業への申請及び参加を制限する。また、他府省を含む他の競

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

競争的資金制度において、申請及び参加が制限される場合がある。 
措置の対象者 制限される期間（不正が認定された年度の翌年度

から） 
不正行為があったと認定された研究にかかる論文

等の、不正行為に関与したと認定された著者、共

著者及び当該不正行為に関与したと認定された者 

２～１０年 

不正行為に関与したとまでは認定されないもの

の、不正行為があったと認定された研究に係る論

文等の内容について責任を負う者として認定され

た著者 

１～３年 

※ 不正使用等が認定された当該年度についても、参加が制限される。 
 
9.5 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 

国または独立行政法人が所管している他の競争的資金制度※において、研究費の不正使用等また

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する。 
「他の競争的資金制度」について、平成２４年度に新たに公募を開始する制度も含む。なお、平
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成２３年度以前に終了した制度においても対象となることがある。 
※ 現在、具体的に対象となる制度については、以下の HP を参照のこと。 
【HP アドレス】http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/10ichiran.pdf 

 
9.6 関係法令等に違反した場合の措置 

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

定を取り消すことがある。 
 
9.7 間接経費に係る領収書の保管に係る事項 

間接経費の配分を受ける研究機関においては、間接経費の適切な管理を行うとともに、間接経費の適

切な使用を証する領収書等の書類を、事業完了の年度の翌年度から５年間適切に保管しておくこと。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（別紙３参照。）により文部科学省基盤研究課ナノテクノロジー・材料開発推進室に報

告が必要となる。 
 
9.8 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または研究方式の決定の困難、計画に関する

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、 長翌年度末までの繰越を認める場合がある。 
 
9.9 ｢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」の方針について（基本的取組方針）を踏まえ、本公募に採択され、

１契約当たり年間３０００万円以上の公的研究費（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期待する。 
 
9.10 府省共通経費取扱区分表について 

本事業では、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るため、経費の取扱については別紙１の府省共通経費取扱区分表を

参照のこと。 
 

9.11 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 

本事業の契約に当たり、各研究機関では標記ガイドラインに基づく研究費の管理・監査体制を整

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ある。（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ない。このため、下記ホームページの様式に基づいて、平成２４年３月２６日

（月）までに、拠点設置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ある。
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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ＨＰを参照のこと。 
【HPアドレス】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るので、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、早急に手続きをすること。（登録には通常２

週間程度を要するので十分注意すること。e-Rad 利用に係る手続きの詳細については、上記ＨＰに

示された提出方法の詳細とあわせ、下記ホームページを参照のこと。） 
【HP アドレス】http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html 
ただし、平成２３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ない。 
チェックリストの提出の後、必要に応じて、文部科学省（資金配分機関を含む）による体制整備

等の状況に関する現地調査に協力をお願いすることがある。また、チェックリストの内容に関して、

平成１９年５月３１日付け科学技術・学術政策局長通知で示している「必須事項」への対応が不適

切・不十分である等の問題が解消されないと判断される場合には、研究費を交付しないことがある。 
 

10． 問い合わせ先 

研究内容に関するお問い合わ

せ 

文部科学省研究振興局 

基盤研究課ナノテクノロジ

ー・材料開発推進室 

TEL:03-5253-4111(代表) 

E-mail: nanozai@mext.go.jp 

担当：柴田、金井 

書類作成・提出に関するお問

い合わせ 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

研究振興支援業務室 

TEL:03-5214-7990（代表） 

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

担当：中山、岡 

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 

TEL:0120-066-877 

午前 9:30～午後 5:30 

※土曜日、日曜日、祝祭日を除く 

○ 独立行政法人科学技術振興機構研究振興支援業務室のホームページ： 
http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh23-9.html 

○ ポータルサイト：http://www.e-rad.go.jp/ 
 

 

 

http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1301688.htm


別添 

 

平成２４年度元素戦略プロジェクト＜研究拠点形成型＞ 

評価項目、審査基準 

 
① 研究内容の優位性、独創性、妥当性 

・ 希少元素の代替技術開発について社会ニーズの変遷を展望しつつ、革新性の高い目

標設定がなされているか。 
・ 新規研究設備の独自開発や、世界 先端の研究設備を活用した、全く新しい研究ア

プローチが提案されているか。また、大幅な飛躍が期待できる革新的な科学的手法

を導入しているか。 
・ 元素の機能に関わる様々な学問分野の協働による、新たな研究領域の開拓が図られ

ているか。 
・ 研究成果目標の達成過程において構築されるスタンダードリファレンスは十分なも

のか。 
・ 研究対象となる材料の実用化の可能性や選択肢の幅の広がり（複数種の材料や時間

軸の異なる成果など）を視野に入れた研究成果目標の設定となっているか。 
・ 異分野と協働した帰結として、それぞれの学問分野の深化が十分に図られているか。 
・ 10 年間の事業期間を経て研究活動が活性化し続けうる研究成果目標の設定がなさ

れているか。 
 
② 研究計画の妥当性 

・ 10 年間の達成目標に対して、個別の研究成果目標が、具体的かつ適切な規模、期間

に割り当てられた計画となっているか。 
・ 共同研究組織の運営において、各研究グループでの異なる学問分野の活動を分離さ

せることなく、相互の発想、成果を効果的に繋げ、相互作用を促進する（相乗効果

を生み出す）システムが構築されているか。 
・ 共同研究組織全体としての研究成果の展開（経済産業省のプロジェクトや民間企業

の取組への展開、科学的知見の深化等）の道筋が示されているか。また、研究成果

の社会展開に対する外部の反応を、運営方針に反映する仕組みとなっているか。 
・ 10 年間の事業期間を経て研究活動が活性化し続けうる研究計画がされているか。 
・ 研究計画に対して経費が適当であるか。 

 
③ 実施体制の妥当性 

（共同研究組織について） 
・ 共同研究組織を構成する、拠点及び連携機関の研究グループは、それぞれが果たすべき

役割を明確に認識し実行できる様に、共同研究組織の体制に位置付けられているか。 
・ 当該材料領域において、我が国を代表する研究組織を構築するにあたって、ふさわ
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しい代表研究者、研究グループリーダー、企画マネージャー、事務総括が選ばれて

いるか。また、活動にふさわしい研究者（主任研究者、若手研究者）の参画が見込

まれているか。 
・ 自らの活動について常に情報発信するような、関連学会や産業界とのコミュニケー

ション能力を備えているか。学際的な研究集会や、シンポジウムの運営等の企画は

適切か。 
・ 異なる学問分野の若手研究者が切磋琢磨しながら課題を探求することを経て、革新性の

高い成果を生み出す主力となるような人材として、育成される仕組みとなっているか。 
・ 代表研究者は、本事業を実施するのに適切な人材であるか。 
・ 企画部門の体制は、組織運営、経理、外部連携などの観点から適切か。 
・ 材料創製グループ及び解析評価グループにおいて、民間企業の研究者が構成員ある

いはアドバイザーとして参画するなど、実用化の視点を活動に反映させるための工

夫がなされているか。 
・ 研究推進委員会の体制は、共同研究組織全体の運営管理等の観点から適切か。 
・ 10 年間の事業期間を経て研究活動が活性化し続けうる実施体制が構築されているか。ま

た、適切な人材流動性が確保されているか。 
・ 拠点設置機関及び連携機関について、主な事業内容や資産及び負債等財務に問題が無いか。 
・ 拠点における研究環境（施設・設備環境等）の整備は適切か。 

 
（拠点設置機関について） 
・ 拠点設置機関からのコミットメントは適切か。 

- 全面的な支援体制は整っているか。 
- 拠点に関わる人事や予算執行等について、代表研究者が実質的に判断できる

体制となっているか。 
- 研究スペースや共用設備などのインフラの利用支援は適切か。 
- 任期終了後のキャリアパスの整備など、キャリア形成支援は適切か。 
- 知的財産の管理についての体制は適切か。 

 
④ その他（事業全体の取組について） 

・ 国内で行われている類似の事業などとの区別が明確であるか。特に、他制度からの

補助金、助成金を受けている場合、その研究開発との仕分けが明確であるか。また

既存の実施研究課題との重複はないか。 
・ 地域への広報普及、教育的活動等、「国民との科学・技術対話」についても配慮して

いるか。 
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（別紙１）

システムを利用した応募の流れ

が必要な

研究者が行う

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

ダウンロードする。もしくは、独立行政法人科学技術振興機構研究振興支援業務室のホームページ

（ ）から当該ファイルをダウンロードする。http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh23-9.html

参照マニュアル：研究者用マニュアル 「2.1 ログイン」, 「2.3 応募」

研究者が行う

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する。

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る。詳しくはポータルサイトを参照すること。

参照マニュアル：研究者用マニュアル 2.3-3～22

所属研究機関が行う

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（事務分担者を設ける場合は、事務分担者申請も併せて）行う。登録手続きに日数を

要する場合があるので、２週間以上の余裕をもって登録手続きをすること。

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

所属研究機関が行う

部局情報、事務分担者情報、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 、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、パスワードを発行する。

参照マニュアル：所属研究機関用マニュアル 「2.2 ログイン」, 2.3「 所属研究機関情報の管

理」, 「2.4 事務分担者情報の管理」, 「2.5 研究者情報の管理」

所属研究機関が行う

電子証明書のインポート

システム運用担当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 、電子証明書が届く。作業用PCに電子証明書をインポートし、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する。

参照マニュアル：所属研究機関用マニュアル 「2.1 電子証明書のインポートと削除」
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（

※ 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

参照すること。

※ 郵送が必要な書類は、簡易書留または宅配便にて提出すること。

所属研究機関が行う （所属研究機関の承認が必要な場合）

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する。

参照マニュアル：所属研究機関用マニュアル 「2.6 応募情報の管理」

文部科学省にて応募情報を受理



                               （別紙２） 
府省共通経費取扱区分表の取扱について 

 
平成 22 年 12 月 16 日 

 

１．総論 
(1) 府省共通経費取扱区分表（以下、「区分表」という。）は、各競争的資金制度

において共通して使用するものであり、以下にその解釈及び運用について確

認する。 
(2) 各制度は、区分表及び本取扱に基づきあらかじめ費目構成を設定し、経費の

取扱を明確に示す。 
(3) 区分表は、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」（競争的資金に関

する関係府省連絡会申し合わせ、平成２１年３月２７日改定）で定められて

いる「直接経費」の定義（※）を変更するものではない。 
 
※「直接経費」…競争的資金により行われる研究を実施するために、研究に直接的に必要

なものに対し、競争的資金を獲得した研究機関又は研究者が使用する経費。 
 
 
２．費目の設定について 
(1) 各制度は、区分表に記載された費目の名称を用いるものとする。 
(2) 経費の種類は、「直接経費」「間接経費」「再委託費・共同実施費」の３種類

とする。 
(3) 「直接経費」には、「大項目」を設け、大項目にはさらに「中項目」を設け

る。 
(4) 「直接経費」の大項目は、「物品費」「人件費・謝金」「旅費」「その他」の４

項目に統一する。 
(5) 中項目は、以下に統一する。 

・大項目「物品費」の中項目に「設備備品費」「消耗品費」を設定する。 
・大項目「人件費・謝金」の中項目に「人件費」「謝金」を設定する。 
・大項目「旅費」には中項目に「旅費」を設定する。 
・大項目「その他」の中項目に「外注費」「印刷製本費」「会議費」「通信運

搬費」「光熱水料」「その他（諸経費）」「消費税相当額」を設定する。 
(6) 実績報告等は大項目単位によることを原則とし、必要に応じて中項目のうち

額の報告を求めるものについては、配分機関は当該区分表の「中項目の設

定・取扱等」欄に明記する。また、中項目自体を設定しない場合は、同様に

「中項目の設定・取扱等」欄に明記することとする。 



 
３．費目の解釈について 
(1) 直接経費の各費目、間接経費及び再委託費・共同実施費の解釈を統一するた

めに、区分表に解説（太字下線部分）を記載した。 
(2) 直接経費の各費目については、研究者等が混乱なく研究費を使用できるよう

に、各制度において共通的なものとして、具体的な支出の例示を区分表に記

載した。 
 
４．各制度における区分表の運用について 
(1) 各制度における事業の性質等により、「中項目の具体的な支出の例示」欄で

示した経費のうち、当該中項目の経費とすることが適当でない場合、また、

支出にあたり一定の条件を付す場合などには、区分表の「特記事項」欄で明

示することとする。 
(2) 中項目の「設備備品費」「消耗品費」「消費税相当額」は、制度の種類により

適用を異にするものであるので、各制度においては、これらの取扱について、

区分表の「特記事項」欄で記述することとする。なお委託費における「設備

備品費」「消耗品費」の定義は、「中項目の具体的な支出の例示」欄に明瞭に

記載することとする。 
(3) 上記(1)及び(2)により制度としての調整を施された区分表は、例えば各制度

のホームページに掲載することなどにより、公開を進めることとする。 
(4) 区分表は各制度共通に使用するものではあるが、主に企業への資金配分を行

っている制度であって、運用上現行の取扱を行った方が配分機関・企業側双

方にとって効率的と判断される場合には、当面現行の運用も可能とする。 
 
 



大項目 中項目 中項目の具体的な支出の例示
中項目の設定・

取扱等
特記事項

設備備品費
＜委託費＞
配分機関側で、取得価格及び耐用年数で規定（制度ごとに具体的に明記）

有（実績報告等につい
ては、中項目の設定に
より実施すること）

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（試作する装置に要する費用で配分機関側で資産計上する
可能性があるもの）
施設及び構築物の新築又は改築等資産の増となる経費は不可

消耗品費
＜委託費＞
配分機関側で、取得価格及び耐用年数で規定（制度ごとに具体的に明記）

有（実績報告等につい
ては、中項目の設定に
より実施すること）

（研究用等）消耗品費

人件費

業務・事業に直接従事した者の人件費で主体的に研究を担当する研究者の経費
　・研究採択者本人の人件費（有給休暇等を含む）及び法定福利費、通勤費、住宅手当、扶養手当、勤務地手
当、委託試験に係る退職手当等
　・ポスドク等、機関で直接雇用する研究員の人件費（有給休暇等を含む）及び法定福利費、通勤費、住宅手
当、扶養手当、勤務地手当、委託試験に係る退職手当等
　・特殊機器操作、派遣業者からの派遣研究員の費用
　・他機関からの出向研究員の経費
　等
業務・事業に直接従事した者の人件費で補助作業的に研究等を担当する者の経費
　・リサーチアドミニストレーター、リサーチアシスタント
　・研究補助作業を行うアルバイト、パート、派遣社員
　・技術補佐員
＊人件費の算定にあたっては、研究機関の給与規程等によるものとする。

有（実績報告等につい
ては、中項目の設定に
より実施すること）

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
学生等に業務を行わせる場合は、雇用契約等（委嘱も含む）を締結
すること。業務・事業に直接従事するものに限る。

謝金

業務・事業の実施に必要な知識、情報、技術の提供に対する経費
　・研究運営委員会等の外部委員に対する委員会出席謝金
　・講演会等の謝金
　・個人の専門的技術による役務の提供への謝金（講義・技術指導・原稿の執筆・査読・校正（外国語等）等）
　・データ・資料整理等の役務の提供への謝金
　・通訳、翻訳の謝金（個人に対する委嘱）
　・学生等への労務による作業代
　・被験者の謝金
　等
＊謝金の算定にあたっては、研究機関の謝金支給規程等によるものとする。

有（実績報告等につい
ては、中項目の設定に
より実施すること）

諸謝金
知的財産権が発生しない単純労務（会議の準備、機材移動、データ
入力、資料整理等）に限る。

旅費 旅費

旅費に関わる以下の経費
①業務・事業を実施するにあたり研究者及び補助員（学部学生・大学院生を含む）の外国・国内への出張又は移
動にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、旅行雑費）。学会へ参加するための交通費、宿泊費、日当、旅行雑費
を含む。
②上記①以外の業務・事業への協力者に支払う、業務・事業の実施に必要な知識、情報、意見等の収集のため
の外国・国内への出張又は移動にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、旅行雑費）
③外国からの研究者等（大学院生を含む）の招へい経費（交通費、宿泊費、日当、滞在費、旅行雑費）
④研究者等が赴帰任する際にかかる経費（交通費、宿泊費、日当、移転費、扶養親族移転費、旅行雑費）
　等
＊旅費の算定にあたっては、研究機関の旅費規程等によるものとする。
＊旅費のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ）を含む。
＊「旅行雑費」とは、「空港使用料」「旅券の交付手数料」「査証手数料」「予防注射料」「出入国税の実費額」
「燃油サーチャージ」「航空保険料」「航空券取扱手数料」等をいう。

有（実績報告等につい
ては、中項目の設定に
より実施すること）

外注費

外注に関わる以下の経費
業務・事業に直接必要な装置のメンテナンス、データの分析等の外注にかかる経費
　・機械装置、備品の操作・保守・修理（原則として当事業で購入した備品の法定点検、定期点検及び日常のメン
テナンスによる機能の維持管理、原状の回復等を行うことを含む）等の業務請負
　・実験動物等の飼育、設計（仕様を指示して設計されるもの）、試験、解析・検査、鑑定、部材の加工等の業務
請負
　・通訳、翻訳、校正（校閲）、アンケート、調査等の業務請負（業者請負）
　等
＊「再委託費・共同実施費」に該当するものを除く

有（実績報告等につい
ては、中項目の設定に
より実施すること）

印刷製本費
業務・事業にかかる資料等の印刷、製本に要した経費
　・チラシ、ポスター、写真、図面コピー等研究活動に必要な書類作成のための印刷代
等

有（実績報告等につい
ては、中項目の設定に
より実施すること）

会議費

業務・事業の実施に直接必要な会議・シンポジウム・セミナー等の開催に要した経費
　・研究運営委員会等の委員会開催費
　・会場借料
　・国際会議の通訳料
　・会議等に伴う飲食代・レセプション代（アルコール類は除く）
　等

有（実績報告等につい
ては、中項目の設定に
より実施すること）

通信運搬費

業務・事業の実施に直接必要な物品の運搬、データの送受信等の通信・電話料
　・電話料、ファクシミリ料
　・インターネット使用料
　・宅配便代
　・郵便料
　等

有（実績報告等につい
ては、中項目の設定に
より実施すること）

光熱水料 業務・事業の実施に使用する機械装置等の運転等に要した電気、ガス及び水道等の経費
有（実績報告等につい
ては、中項目の設定に
より実施すること）

原則個別メータがあること。

その他（諸経費）

上記の各項目以外に、業務・事業の実施に直接必要な経費
　・物品等の借損（賃借、リース、レンタル）及び使用にかかる経費、倉庫料、土地・建物借上料、圃場借料
　・研究機関内の施設・設備使用料
　・学会参加費（学会参加費と不可分なランチ代・バンケット代を含む。学会に参加するための旅費は『旅費』に計
上）
　・学会参加費等のキャンセル料（やむを得ない事情からキャンセル料が認められる場合のみ）
　・研究成果発表費（論文審査料・論文投稿料（論文掲載料）・論文別刷り代、成果報告書作成・製本費、テキ
スト作成・出版費、ホームページ作成費等）
　・広報費（ホームページ・ニュースレター等）、広告宣伝費
　・保険料（業務・事業に必要なもの）
　・振込手数料
　・データ・権利等使用料（特許使用料、ライセンス料（ソフトウェアのライセンス使用料を含む）、データベース使用料
等）
　・薬事相談費
　・薬品・廃材等処理代
　・書籍等のマイクロフィルム化・データ化
　・レンタカー代、タクシー代（旅費規程により『旅費』に計上するものを除く）
　等

有（実績報告等につい
ては、中項目の設定に
より実施すること）

リースについて、最終的に所有権が配分機関に移転するリース契約
は不可。
学会参加費について、ランチ代、バンケット代が不可分であり、旅
費でそれに係る経費が支弁されている場合それを除く。
保険料について、法的に支払義務があるもの以外は除く。
振込手数料について、配分機関負担の振込手数料は不可

消費税相当額
（委託費のみ）

「人件費のうち通勤手当を除いた額」、「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

有（実績報告等につい
ては、中項目の設定に
より実施すること）

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。

直接経費に対して一定比率で手当され、競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費
として、被配分機関が使用する経費。

委託先が委託業務の一部をさらに第三者に委託又は第三者と共同で実施するための経費（間接経費相当分を
含む）

有（実績報告等につい
ては、中項目の設定に
より実施すること）

再委託費・共同実施費

＊本区分表については、「府省共通経費取扱区分表の取扱について」も併せて参照すること。

府省共通経費取扱区分表

直
接
経
費

物品費

人件費・謝金

その他

間接経費

制度・事業名：国家課題対応型研究開発推進事業・元素戦略プロジェクト＜研究拠点形成型＞



間接経費                                       （別紙３） 

研究開発の運営、成果の取りまとめ等、間接的に必要となる経費については、間接経費として計上で

きる。間接経費は、直接経費の合計の３０％とすること。 

間接経費の執行は、機関の長の責任の下、間接経費の使用に関する機関としての方針等に則り計画的

かつ適正に執行するとともに、使途の透明性を確保すること。 

間接経費については、証拠書類を適切に保管し（毎年度の事業完了翌年度から５年間）、また、収支簿

を作成する等してその収支を明らかにし、適正な管理・執行に努めること。 

間接経費の配分を受けた拠点設置機関の長は、毎年度の間接経費使用実績を翌年度の６月３０日まで

に、別紙様式により文部科学省基盤研究課ナノテクノロジー・材料開発推進室に報告すること。 

 
間接経費の主な使途の例示 

各受託機関において、競争的資金による研究の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費

のうち、以下のものを対象とする。 

○管理部門に係る経費 

・管理施設・設備の整備、維持及び運営経費 

・管理事務の必要経費 

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

会議費、印刷費 

等 

○研究開発部門に係る経費 

・共通的に使用される物品等に係る経費 

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

印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

・当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費 

研究開発の実施者・研究支援者等の人件費、備品購入費、消耗品費、機器借料、雑役務費、

通信運搬費、謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

・特許関連経費 

・研究棟の整備、維持及び運営経費 

・実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費 

・研究者交流施設の整備、維持及び運営経費 

・設備の整備、維持及び運営経費 

・ネットワークの整備、維持及び運営経費 

・大型計算機（スパコンを含む。）の整備、維持及び運営経費 

・大型計算機棟の整備、維持及び運営経費 

・図書館の整備、維持及び運営経費 

・ほ場の整備、維持及び運営経費 

等 

○その他の関連する事業部門に係る経費 

・研究成果展開事業に係る経費 

・広報事業に係る経費 

等 

※上記以外であっても、間接経費の配分を受けた各受託機関の長が研究開発課題の遂行に関連し

て間接的に必要と判断した場合、執行することは可能とする。なお、直接経費として充当すべ

きものは対象外とする。 



 

競争的研究資金に係る間接経費執行実績報告書（平成○○年度） 

機関名：         

１．間接経費の経理に関する報告 

（単位：千円） 

（収入） 

  競争的研究資金の種類 間接経費の納入額       備    考 

○○研究費補助金 

○○制度 

 ○，○○○

○○○，○○○

  

    合  計 ○○○，○○○   

（支出） 

    経費の項目     執行額      備考（具体的な使用内容） 

１．管理部門に係る経費 

 ①人件費 

 ②物件費 

 ③施設整備関連経費 

 ④その他 

２．研究開発部門に係る経費 

 ①人件費 

 ②物件費 

 ③施設整備関連経費 

 ④その他 

３．その他の関連する事業 

 部門に係る経費 

 ①人件費 

 ②物件費 

 ③施設整備関連経費 

 ④その他 

  

 ○○，○○○

○，○○○

○，○○○

○，○○○

○○，○○○

○○，○○○

○，○○○

○，○○○

○，○○○

  

    合  計  ○○○，○○○   

１． 間接経費の使用結果に関する報告 

 

（拠点設置機関において、間接経費をどのように使用し、その結果如何に役立ったのか報告。 

（間接経費の考え方、使途、効果等）。必要に応じ参考資料を添付） 
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