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はじめに 

 

「元素戦略プロジェクト」は、文部科学省の委託事業「キーテクノロジー研究開発の推進『ナノテク

ノロジー・材料を中心とした融合新興分野研究開発』」の中で行うプロジェクトです。 

 

同事業は、ナノテクノロジー・材料分野を中心とした新たな融合研究領域において、これまでの基礎

研究の成果であるシーズ技術を生かして、産学官連携研究体制等を構築することにより、研究開発を強

力に推進し、技術革新を創出することを目指すために、平成１７年度から実施しているものです。 

シーズを持った大学、独立行政法人等の研究開発機関と実用化を見据えた明確なビジョンを持った企

業を組み合わせた戦略的な産学官連携の研究体制を構築することにより、ナノテクノロジー・材料と他

分野との融合領域において、１０～１５年後の実用化が期待され、世界標準につながる革新的な製品・

サービスをはっきり見据えた研究領域として以下を定め、研究開発を加速し、技術革新を創出します。 
 

「元素戦略プロジェクト」の研究開発課題の提案を希望される方は、本公募要領の内容をお読みいた

だき、必要な書類を作成の上、ご提出下さい。 

本公募要領や提案書の様式は、文部科学省のホームページ（http://www.mext.go.jp）及び独立行政

法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）キーテクノロジー研究開発業務室のホームページ（http://www. 

jst.go.jp/keytech/）において公開されます。 

 

なお、本事業は、平成１９年度政府予算原案に基づいて公募を行っているため、成立した予算内容に

応じて変更があり得ます。 
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１．研究開発の目的と研究領域 

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

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

もった物質・材料を開発することを目的とするプロジェクトです。 
具体的には、①豊富で無害な元素による代替材料の研究、②戦略元素の有効機能の高度活用、③元素

有効利用のための実用材料設計技術、という研究の切り口が考えられます。 
本プロジェクトにおいては、５年の研究期間の終了後に、実用化に向けた研究段階に移行することを

目標として、基礎的・基盤的な研究を推進することとします。 
このため、研究成果は高い目標を掲げることとし、完全代替技術の開発や使用量の大幅低減などを目

指すことを原則とします。 
審査の際には、実用化の視点、要素研究の確かさ、社会的・経済的なインパクトの大きさを厳しく勘

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

施するため、公募段階から経済産業省「希少金属代替材料開発プロジェクト」と連携して進めることと

しています。経済産業省のプロジェクトについては経済産業省のホームページ（http://www.meti.go.j

p/information/publicoffer/index_n.html）をご覧ください。 

なお、経済産業省のプロジェクトにおいては、具体的に３つの元素を特定して研究を推進することと

しておりますが、より基盤的で完全代替や使用量の大幅削減を目指す研究であるならば、本プロジェク

トにおいても対象となり得ます。 
 
 ①豊富で無害な元素による代替材料の研究 

希少元素をできるだけ豊富で環境や生態に害を与えない元素で代替する研究です。この代替とは、

化合物の結晶構造を変えずに希少元素を他の元素で置換するのではなく、希少元素が担う機能を、他

の独特の構造や組織で代替するものです。材料の構造に特長を持たせる他に、材料を構成する結晶の

方位やサイズ、析出物の表界面を制御することで目的機能を発現させるものです。 
②戦略元素の有効機能の高度活用 

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

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

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

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

期待されます。 
③元素有効利用のための実用材料設計技術 

実用材料として使われるための設計技術です。最高機能を必ずしも追求したものではなく、材料の

必要機能を最小限満たし、その材料創製に関わる資源・エネルギー・環境負荷のミニマム化をはかる

技術です。材料の製造プロセスや使用環境において、環境に調和した資源循環型社会を念頭においた

材料設計技術も含まれます。また、物質・材料が必要とされる役割を達成するための機能設計や、計

算機マテリアルデザインによる解析と設計なども考えられます。実用材料では、さまざまな機能を同

時に満足することが求められ、その満たすべき機能同士が、特定の手法で達成できず二律背反の場合

もあります。このような場合、別の手法で満たすべき機能を達成する必要があり、どの手法が最も効

果的か、あらかじめ設計できるようにする技術です。 
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２．事業期間 
始期は契約が締結された日とし、終期は平成２３年度末（平成２４年３月）を限度とします。 
研究開発課題については、文部科学省の設置する評価委員会により中間評価及び事後評価を行いま

す。原則として事業開始後３年目に中間評価を行い、課題の改廃を含む研究開発計画の見直しを行う

とともに、事業終了後に事後評価を行うこととしております。なお、評価結果は公開することとして

います。 

 

 
３．事業規模 
（１）実施予定額 

平成１９年度は事業全体で計約４億円（見込み）を予定しています。平成１９年度の１課題あたり

の委託額は３千万円～８千万円（間接経費含む）を想定しています。詳細は、契約締結時に調整させ

ていただきます。また、２年目以降については未定ですが、上記想定額を前提に研究計画を立ててく

ださい。 
（２）経費 

経費については、巻末別表１の費用を負担することとします。但し、設備費、人件費、運営費につ

いては、本事業に直接係るもののみとし、管理的性格の経費については、間接経費（国の機関の場合

は事業管理費とする。）で手当します。 
間接経費の取扱いについては、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針（平成１３年４月２０

日競争的資金に関する関係府省連絡会申合せ）」（別表２）を参考にしてください。 
（３）契約形態 
文部科学省と実施機関・組織との間において、毎年度委託契約を締結します。再委託は認められま

せん。 
 
 
４．公募の対象 
公募の対象は、以下のとおりです。 
 

産学官の連携を推進するための体制として「産学官連携チーム」を編成していただきます。「産

学官連携型」の趣旨のもと、少なくとも大学あるいは独立行政法人等の研究機関（学あるいは

官）と、企業等の機関（産）による「産学官連携チーム」が対象となります。「産学官連携チー

ム」のチームリーダーが申請するものとします。 
チームリーダーの条件としては、研究開発の中心的な役割を担い、イニシアティブを発揮し

ていくために、卓越した研究能力だけでなく研究開発プロジェクトの統括経験を有しているこ

とが望まれます。また、研究開発期間中、日本国内に居住し、外国出張その他の理由により、

長期（連続３か月以上）にわたってその責任を果たさなくなること等の事情がない者である必

要があります。 
また、チームリーダーが所属する機関を中核機関として位置づけます。中核機関はチームリ

ーダーのリーダーシップを支え、産学官連携チーム全体の開発が順調かつ円滑に推進するため

の中心的な役割を担っていただきます。また中核機関以外の機関の研究者等が産学官連携チー

ムに参加される場合は参画機関として位置づけることとし、中核機関と綿密な連携を図りつつ
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開発を推進していただきます。 
なお、国内の研究機関を対象とし、国立試験研究機関（一般会計の機関）、個人研究者は対象

となりません。 
 
 
５．応募 

（１）応募に関する文部科学省事業と経済産業省事業について 

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

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

案される方は、本プロジェクト及び、経済産業省実施事業「希少金属代替材料開発プロジェクト」

の公募要領もご参照いただき、ご自身の提案内容が合致していると思われるどちらか一方のプロジ

ェクトにご応募ください。 
 文部科学省及び経済産業省は、提出された提案について、情報を共有します。さらに、この両者

で協議した結果、提案内容が、応募されたプロジェクトの主旨と異なり、他の一方のプロジェクト

の主旨に合致すると思われる場合など、必要があれば提案者に申請枠について助言するとともに、

他省枠に再申請していただく機会を設けます。ただし、最終的な再申請の判断は書く提案者に委ね

られています。（再申請する場合、提案を書き直す期間は短期間になりますので、ご留意ください。） 
 提案の振り分けが終了した後、各省にて審査を行いますが、最終結果は両省合同で発表します。 
 
※公募及び審査に際しては文部科学省、経済産業省はそれぞれ、独立行政法人科学技術振興機構（Ｊ

ＳＴ）、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）と情報共有を行いつつ、

協力を得ながら実施します。 
 
（２）重複提案の制限・過度の集中の排除 

提案を希望するチームリーダー及び研究参画者が、次のいずれかに該当する場合は、審査の対象

から除外され、採択の決定が取り消されます。 

 

①同一の課題名又は内容で、既に文部科学省又は他府省の研究費助成制度（科学研究補助金、

戦略的創造研究推進事業、各府省の競争的研究資金制度等）による助成を受けている場合、又

は採択が決定している場合。 
②経済産業省実施事業「希少金属代替材料開発プロジェクト」に提案している場合。（前項参照） 
③同一の研究者が、チームリーダーとして２件以上提案している場合。 
なお、以下のケースは差し支えありませんが、採択の際に調整させていただくことがありま

す。 
・ 同一の研究者が、研究参画者として２件以上提案している場合 

・ チームリーダーとして提案している研究者が、他の提案の研究参画者となっている場合 

 
既に国または独立行政法人の競争的資金制度等を活用して実施している研究等とは内容が異なる

提案課題の研究代表者または研究開発の実施者となる場合は、上記の重複提案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、ご留意下さい。 
このため、提案書の「研究者データ」については、記載漏れ等がないよう十分確認して下さい。
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加えて、提案書の提出後に、他の制度に申請を行った場合、あるいは、他の制度における採否の結

果が判明した場合等、記載内容に変更が生じた場合は、遅滞なく提案書の提出先に報告して下さい。

他制度の採否について虚偽の報告があった場合、採択を取り消すことがありますので、あらかじめ

ご了承願います。 
なお、提案内容のうち、上記のような不合理な重複または過度の集中の排除のための調査に必要

な範囲において国または独立行政法人の競争的資金制度等の担当者に情報提供を行うことがありま

すので、あらかじめご了承下さい。また、他の競争的資金制度等（独立行政法人の事業を含む。）に

おいて上記と同趣旨の重複申請等に係る調査が行われる場合、必要に応じて、提案内容のうち必要

な範囲において当該制度の担当者に情報提供を行うこともありますので、こちらもあらかじめご了

承下さい。 
 
（３）所属機関の同意 

チームリーダー及び全研究参画者は、研究開発の開始までに以下について、それぞれの所属機関

の同意（所属機関の長又は権限委任された人の同意）を得ておく必要があります。 

①この制度による研究開発を、当該所属機関の業務の一部として行うこと。 
②この制度による研究開発を実施する際、当該所属機関の施設及び設備を使用すること。 
③この制度による研究開発の実施に際し、当該所属機関が経理事務等を行うこと。 
なお、応募時には、チームリーダーと所属機関の異なる研究参画者は、提案書の提出について、

その研究参画者の所属機関の同意を受けておく必要があります。 

 
（４）申請内容に関する秘密の厳守 
提案書は、申請者の利益の維持、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」その他

の観点から、審査以外の目的に使用しません。申請内容に関する秘密事項は厳守いたします。 
 
 
６．選定方法等 
（１）選定方法 
選定に係る審査は、外部有識者からなる審査委員会において以下の２段階審査を行った上で研究開

発課題を採択し、文部科学省から研究開発機関・組織への委託により研究を実施していただきます。 
なお、選考の経過は通知いたしませんし、お問い合わせにも応じられません。 
 
①第１次審査（書類選考） 

審査委員会において、提出された提案書にて書類選考を実施します。 

②第２次審査（面接選考） 
第１次審査を通過した提案について、審査委員会によりチームリーダー等に対する面接選考を

実施します。なお、面接の日時、場所等は事務連絡担当者を通じて通知します。面接に出席しな

かった場合は、辞退と見なされます。 

なお、審査を通じ、必要に応じて、研究開発計画の見直し等を求めることがあります。 

 

（２）審査項目及び審査基準 
課題の選定に係る審査項目及び審査基準は、以下のとおりです。 



 
 

6 

 
①研究開発の内容 
・ 研究開発の技術的要素および手法が明確であり、その達成目標においては、シーズ探索に

視点をおいた研究だけでなく、大学・独立行政法人等における研究シーズに基づき、民間企

業との連携による実用化を見据えた研究開発の内容が具体的に示されていること。 

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

と。 

・ 当該研究開発成果に基づく実用化等に向けた研究開発終了後の取組みについて、具体的な

方策が示されていること。 

②研究開発の独創性、優位性 
・ 研究開発の内容、手法等に独創性があり、世界的に最高水準を目指すものであること。 

③研究開発の実施体制 
・ 民間企業等と大学等の具体的かつ適切な連携体制が構築されていること。 

・ 研究者への当該機関としてのサポート体制が適切なマネージメントの下、責任ある体制が

確保され明確であること。 

・ チームリーダーが、参画機関及び研究参画者を束ねて、達成目標に向けた研究開発を推進

するだけの能力を有し、適切にプロジェクトを管理できるようになっていること。 

④研究開発計画の適正性 
・ 達成目標の実現に向けた研究開発計画が、具体的かつ明確に定められていること。 

・ 具体的な達成目標の水準が、研究経費、実施期間、国際競争の観点から適切なものである

こと。 

 
 
７．研究開発の実施 
（１）課題の推進方法 
中核機関においては、チームリーダーのイニシアティブの下、研究開発課題の円滑な推進を図るた

め、研究の進捗状況及び成果のとりまとめ、研究開発成果の普及、研究開発の運営管理に必要な連絡

調整等を行う研究推進委員会を設置していただきます。研究推進委員会は、チームリーダー、各参画

機関から選任される責任者、外部の有識者（外国人も可能）等の他、文部科学省が指定する者で構成

され、適宜開催するものとします。 
また、文部科学省の定めるプログラムオフィサー（ＰＯ）が、必要に応じて研究推進委員会に参画

するとともに、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います。 
さらに、事業の一層の効果的・効率的活用を図る観点から、公募の受付、審査・評価の支援、事業

管理等の事務の一部を独立行政法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）に委託しています。また、プログラ

ムディレクター（ＰＤ）及びプログラムオフィサーをＪＳＴに配置し、より効果的・効率的な制度運

用に努めています。 
 
※プログラムディレクターの役割：競争的資金制度におけるマネジメントシステムの向上、プロ

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

況や予算執行の状況把握、研究計画の変更の提言等 
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（２）政府研究開発データベース 

  内閣府の作成する標記データベースに登録するため、申請課題の採択の後、知的財産情報に配慮し

つつ各種情報提供をお願いすることがありますので、ご協力をお願いします。 

 

（※）政府研究開発データベース 

  国の資金による研究開発について適切に評価し、効果的・効率的に総合戦略、資源配分等の方針の

企画立案を行うため、総合科学技術会議が、各種情報（研究者、研究テーマ、研究成果等）について

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

ータベースは一般公開していません。 

 

（３）知的財産権の取扱い 
研究成果の取扱いについて産業活力再生特別措置法を適用すれば、委託契約書に基づき必要な確認

書を提出していただくことで、委託先機関・組織に権利が帰属することとなります。 
 
 
８．研究費の適正な使用等について 

（１）研究費の不正使用及び不正受給に対する措置 

   実施課題に関する研究費の不正な使用及び不正な受給（以下、「不正使用等」という。）への措

置については以下のとおりとします。 

①研究費の不正使用等が認められた場合の措置 

  （ⅰ）措置 

    ・契約の解除・変更、委託費の返還 

不正使用等が認められた課題について、委託契約の解除・変更を行い、委託費の全部又は一

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

（ⅱ）申請及び参加※の制限 

本制度の研究費の不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、本制度への

申請及び参加を制限します。 

また、他府省を含む他の競争的資金担当課に当該不正使用等の概要（不正使用等をした研究

者名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正等の内容、講じられた措置の内容等）を

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

び参加を制限する場合があります。 

なお、この不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対する申請及び参加の制

限の期間は、不正の程度により、原則、補助金等を返還した年度の翌年度以降２から５年間と

します。 

    ※「申請及び参加」とは、新規課題の提案、応募、申請を行うこと、また共同研究者等として

新たに研究に参加することを指します。 

 

（別表３参照） 

 

②「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく措置 
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研究費の不正使用防止に関する研究機関の取組については、「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）」（平成１９年２月１５日 文部科学大臣決定）に基づき、管

理・監査体制の整備、及びその実施状況の報告等を実施していただくとともに、体制整備等の状況

に関する現地調査が行われる場合は当該調査にご協力いただくこととなりますのでご留意くださ

い。 

 

（２）研究活動の不正行為に対する措置 

実施課題に関する研究活動の不正行為（捏造、改ざん、盗用）への措置については、「研究活動の

不正行為への対応のガイドラインについて」（平成１８年８月８日 科学技術・学術審議会研究活動

の不正行為に関する特別委員会）に基づき、以下の通りとします。 

○不正行為が認められた場合の措置 

（ⅰ）措置 

・契約の解除・変更、委託費の返還 

不正行為が認められた課題について、委託契約の解除・変更を行い、不正行為の悪質性等に

考慮しつつ、委託費の全部又は一部の返還を求めます。また、次年度以降の契約についても締

結しないことがあります。 

（ⅱ）申請及び参加の制限 

以下の者について、一定期間、本制度への申請及び参加を制限します。 

また、他府省を含む他の競争的資金担当課に当該不正行為等の概要（不正行為等をした研究

者名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正等の内容、講じられた措置の内容等）を

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

び参加を制限する場合があります。 

 

（別表４参照） 

 

（３）他の競争的資金で申請及び参加の制限が行われた研究者に対する措置 

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

活動の不正行為等により制限が行われた研究者については、他の競争的資金制度において応募資格が

制限されている期間中、本制度への申請及び参加を制限します。 

 

※現在、具体的に対象となる制度につきましては、以下のホームページをご覧ください。 

  http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/06ichiran.pdf 

また、平成１９年度に新たに公募を開始する制度も含みます。なお、平成１８年度以前に終了した

制度においても対象となることがあります。 

 

（４）関係法令等に違反した場合の措置 

関係法令・指針等に違反し、研究計画を実施した場合には、研究費の交付をしないことや、研究費

の交付を取り消すことがあります。 

 

 
９．提案書の作成・提出方法 
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（１）提案書の様式 
①提出書チェックシート及び提案書の様式が準備されています。提案書は日本語で作成してください。 
②提案書の様式は、文部科学省のホームページ（http://www.mext.go.jp）または科学技術振興機構

キーテクノロジー研究開発業務室のホームページ（http://www.jst.go.jp/keytech/）からダウン

ロードすることができます。ファイルの形式は、Word2000、PDF となっています。 
③全てＡ４版とし、正確を期すため、ワープロ等判読しやすいもので作成、記述して下さい。 
④提案書には通し番号（表紙から１／○とし、以降２／○、３／○とする通しページ、○には総ペー

ジ数を記入）を右下に必ず打って下さい。ただし、チェックシートは除きます。 
⑤提案書については、それぞれ左肩をクリップ止め（ホッチキスでは留めないで下さい）にして、１

０部（正本１部、副本９部）提出願います。なお、その際に両面印刷及び両面コピーは認められま

せん。 
⑥ページ数に制限のないものについても、できるだけ簡潔かつ明瞭にお願いします。 
⑦カラーで作成いただいても構いませんが、審査等の際には白黒コピーで対応いたしますので予めご

了承願います。 
 
（２）提出書類 
①以下の書類を提出して下さい。 
・ 提出資料チェックシート １枚 
・ 提案書（紙媒体） １０部（正本１部、副本９部） 
⇒それぞれ左肩をクリップ止め（ホッチキスでは留めないで下さい。） 

②提出書類に不備がある場合、審査対象となりませんので、ご注意下さい。 
③一度書類を受領した後の修正（差し替え含む）は、一切お断りいたします。 
④提案書は返却いたしません。 
⑤提案書については、研究開発課題の選定に関する資料としてのみ利用します。応募の内容に関する

秘密は厳守いたします。 
⑥提案は、「チームリーダーが行って下さい。参加する全ての機関・組織の了承を取った上で御提出

願います。 
⑦生命倫理及び安全の確保に関し、チームリーダーが所属する機関の長等の承認・届出・確認等が必

要な開発については、必ず所定の手続きを行っておく必要があります。なお、以上を怠った場合又

は国の法令・指針等（文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に対する取組」 
http://www.lifescience-mext.jp/bioethics/index.htmlを参照）に適合しない場合には、選考の対象
から除外され、採択の決定が取り消されることがありますので注意してください。 
⑧開発計画上、相手方の同意・協力や社会的コンセンサスを必要とする開発又は調査を含む場合には、

人権及び利益の保護の取扱いについて、必ず申請前に適切な対応を行っておいてください。 
 
（３）提出方法 
①提出書類の提出は１課題１回で、提出方法は紙媒体を送付または持参とし、併せて電子媒体を電子

メールにて送付して下さい。電子メールのみによる提出は受け付けられません。 
◇送付（郵便、宅配便等） 
・ 簡易書留、宅配便等で送付願います。 
・ 送付中の事故等について、当方では責任を負いかねます。 
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・ 募集締切後１週間程度の間に、提案書上に記載されている事務連絡担当者に対して電子メール

にて受領通知を送付いたします。 
◇持参 
・ 平日１０：００～１７：００（１２：００～１３：００を除く）に持参願います。 
・ 募集締切後１週間程度の間に、提案書上に記載されている事務連絡担当者に対して電子メール

にて受領通知を送付いたします。 

・ 受付最終日は混雑が予想されますので、時間に余裕をもって御持参願います。なお、受付時間

終了後の受付は一切できませんので、あらかじめ御了承下さい。 

◇電子メール（※必ず紙媒体でも書類を提出して下さい） 
・ 提案１課題につき送信１回で送付して下さい。 
・ 送信メールの題目（Subject）は、研究開発領域名を付けて下さい。 
・ 添付ファイル名は、研究開発課題名（の一部）を付けて下さい。 
・ 罫線等のズレを防ぐため、必ず PDF 形式のファイルで送信して下さい。 

②ファクシミリによる提出書類の提出は受け付けません。 
 
（４）提出締切及び提出先 
提出締切は、提出方法により以下の通りとします。 
・ 送付の場合 ：平成１９年４月１６日（月）（当日必着） 
・ 持参の場合 ：平成１９年４月１６日（月）（当日１７時まで） 
上記期限を過ぎた場合には受領できませんので、ご注意下さい。 
 
なお、提案内容が経済産業省「希少金属代替材料開発プロジェクト」枠で審査した方が妥当である

と判断された場合など、申請枠についての助言を受けて再申請する場合の締切は以下の通りとします。

ただし、４月１６日までに提出されなかった場合及び受理通知が送付された場合には再申請は認めら

れません。 
平成１９年４月２３日（月）１７：００ 

 
提出先は、以下のとおりです。 
独立行政法人 科学技術振興機構 キーテクノロジー研究開発業務室 

〒１０２－００７３ 東京都千代田区九段北４－１－７ 九段センタービル６階 

TEL ：０３－５２１４－７９９０（直通） 

E-mail：gensoobo@jst.go.jp 

 
１０．スケジュール 
公募開始から事業開始までのスケジュールは、概ね次のようになる予定です。 

 

平成１９年 

・３月 １日（木）   公募開始 

・３月１５日（木）   公募説明会（詳細は次頁囲み参照） 

・４月１６日（金）   公募締切 

・～７月  （予定）  審査 
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・～８月  （予定）  委託契約、事業開始 

 

１１．問い合わせ先 

 本公募に関するご質問等がありましたら、下記にご連絡ください。ファックスまたは電子メールにて

受け付けます。 

 

＜事業・制度の内容に関する問い合わせ＞ 

文部科学省 研究振興局 基礎基盤研究課 ナノテクノロジー・材料開発推進室 

〒100-8959 東京都千代田区丸の内２－５－１ 

FAX：０３－６７３４－４１０２ 

E-mail：key-nano@mext.go.jp 

 
＜書類作成・提出に関する問い合わせ＞ 
独立行政法人 科学技術振興機構 キーテクノロジー研究開発業務室 

〒１０２－００７３ 東京都千代田区九段北４－１－７ 九段センタービル６階 

FAX ：０３－５２１４－８２４６ 

E-mail：gensoask@jst.go.jp 

 
 

公募説明会について 

 
以下の要領で文部科学省・経済産業省両省合同公募説明会を開催いたします。事前登録は必要あ

りません。なお、会場の都合により１法人２名までとさせていただきます。 
 
日時：平成１９年３月１５日（木）１４：００～１６：００ 
会場：経済産業省講堂（経済産業省本館地下２階） 

東京都千代田区霞が関１－３－１ 
地図：http://www.meti.go.jp/intro/data/a720001j.html 
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別表１ 

費目 種別 備考 

設備備品費  取得価格が１０万円以上かつ耐用年数が１年以上の機械装置、工

具器具備品の購入、製造又は改良に要する費用。 

※資産計上するものの経費 

試作品費  試作する装置に要する費用。 

※単年度では資産計上しないものであるが、甲の指示で資産計上

する可能性があるもの 

人件費 業務担当職員 

補助者 

社会保険料等 

事業主負担分 

業務担当職員と補助者は必ず別の種別とすること。さらに単価の

違いに応じて、「主任研究員」「研究員Ａ」「部長級」等と細分

した種別を用いてもよい。独立行政法人、特殊法人、国立大学法

人及び学校法人については、人件費対象者が運営費交付金、私学

助成の補助対象者ではないこと。 

※他の経費からの人件費支出との重複について特に注意すること

業務実施費 消耗品費 

国内旅費 

外国旅費 

外国人等招へい 

旅費諸謝金 

会議開催費 

通信運搬費 

印刷製本費 

借損料 

雑役務費 

電子計算機諸費 

保険料 

光熱水料 

消費税相当額 

 

種別欄は、上記の各費目に含まれない、（研究用等）消耗品費、

国内旅費、外国旅費、諸謝金、会議開催費、通信運搬費、印刷製

本費、借損料、雑役務費（委託業務に専用されている設備備品で

委託業務使用中に故障したものを補修する場合を含む）、電子計

算機諸費（プログラム作成費を含む）、保険料（委託業務実施す

る上で法律により保険料の支払が義務づけられているもの）、光

熱水料（一般管理費からの支出では見合わない試験等による多量

の使用の場合のみ、かつ、原則個別メータがあること）消費税相

当額（消費税に関して非課税取引となる「人件費（通勤手当除く）」、

「外国旅費・外国人等招へい旅費のうち支度料や国内分の旅費を

除いた額」、「諸謝金」及び「保険料」の５％に相当する額）等

を記載する。なお、消費税相当額については、消費税の免税事業

者等については計上しないこと。また、課税仕入分について還付

を予定している経費については、見合い分を差し引いて計上する

こと。 

「間接経費」  間接経費は、競争的資金で間接経費を計上できるプログラムの委

託契約において、「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」

（平成１３年４月２０日競争的資金に関する関係府省連絡会申し

合わせ）の別表１の経費に使用できる。 

摘要欄等に記載する際は、間接経費は「直接経費の３０％」。 
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別表２ 

「競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針」 

（平成 13 年 4 月 20 日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）

 

間接経費の主な使途の例示 

 

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

象とする。 

 

○管理部門に係る経費  

－管理施設・設備の整備、維持及び運営経費 

－管理事務の必要経費 

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

費、印刷費  

など 

○研究部門に係る経費  

－共通的に使用される物品等に係る経費 

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

費、新聞・雑誌代、光熱水費 

－当該研究の応用等による研究活動の推進に係る必要経費 

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

謝金、国内外旅費、会議費、印刷費、新聞・雑誌代、光熱水費 

－特許関連経費 

－研究棟の整備、維持及び運営経費 

－実験動物管理施設の整備、維持及び運営経費 

－研究者交流施設の整備、維持及び運営経費 

－設備の整備、維持及び運営経費 

－ネットワークの整備、維持及び運営経費  

－大型計算機（スパコンを含む）の整備、維持及び運営経費 

－大型計算機棟の整備、維持及び運営経費  

－図書館の整備、維持及び運営経費 

－ほ場の整備、維持及び運営経費 

など  

○その他の関連する事業部門に係る経費 

－研究成果展開事業に係る経費  

－広報事業に係る経費 

など  

※上記以外であっても、研究機関の長が研究課題の遂行に関連して間接的に必要と判断した場合、

執行することは可能である。なお、直接経費として充当すべきものは対象外とする。 
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別表３ 

不正使用等の内容 参画する制限の期間 

単純な事務処理の誤り なし 

不正使用（本事業による業務以外の用途への

使用がない場合） 

２年 

不正使用（本事業による業務以外の用途への

使用がある場合） 

 

２～５年 

（具体的期間は、程度に応じて個々に判断される。）

＜例＞ 

・本事業による業務に関連する研究等の遂行に使用

（２年） 

・本事業による業務とは直接関係のない研究等の用途

に使用（３年） 

・研究等に関連しない用途に使用（４年） 

・虚偽の請求に基づく行為により現金を支出（４年）

・個人の利益を得るための私的流用（５年） 

提案書における虚偽申告等、不正な行為によ

る受給 

５年 

 

 

別表４ 

措置の対象者 
申請及び参加が制限される期間 

（不正が認定された年度の翌年度から） 

不正行為があったと認定された研究にかかる論文等の、

不正行為に関与したと認定された著者、共著者及び当該

不正行為に関与したと認定された者 

２～１０年 

不正行為に関与したとまでは認定されないものの、不正

行為があったと認定された研究に係る論文等の内容に

ついて責任を負う者として認定された著者 

１～３年 

 

 


