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はじめに 

 

電子顕微鏡は、対象とする物質・材料のナノスケール領域を原子レベルで直接観ることが可能な強力

な観察・分析・解析装置であり、ナノ材料、ナノエレクトロニクス及びナノバイオなどのナノテクノロ

ジーの各分野で幅広い基礎科学の発展を支えるものです。 

本事業は、こうした幅広い研究ニーズに応える電子顕微鏡の次世代の要素技術について、産学官連携

研究体制により、研究開発することを目指す委託事業です。 

 

本事業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類の様式は、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開発領域 
電子顕微鏡を利用した様々な研究開発分野の強いニーズと、電子顕微鏡技術開発における欧米との

競争が激しい技術領域において、シーズ技術を生かして、５年から１０年後を見た場合に必要な次世

代の電子顕微鏡開発に対応するための要素技術を開発し、その実用化に向けて性能の高度化を図るこ

とを目指します。 

 
本事業では、以下の研究開発領域における要素技術について、３年以内の期間の研究開発課題を募

集いたします。 
 

①コンピュータ制御による電子顕微鏡の自動化および制振技術に関する開発 
電子顕微鏡の高性能化や高機能化が進む一方、装置の取り扱いの複雑化や観測・分析結果にユーザ

ーの使用経験やスキルが強く影響するなど、利用・応用上の課題が顕在化している。また電子顕微鏡

のニーズがナノデバイスやバイオ分野などに広がっており、これに応えるためにはコンピュータ制御

による自動化を促進し、操作の簡便化をはかることが不可欠となる。特に、生産ラインにおいて出荷

前検査に透過電子顕微鏡(TEM)あるいは走査透過電子顕微鏡(STEM)が使用されることが多いが、観察

時の振動に対する対策技術が確立されていないため、現状では生産ラインとは別の振動の少ない場所

で検査が行われている。コンピュータにより自動制御された制振機能を組み込んだTEM(STEM)が開発

され、生産ライン等の製造現場におけるその場観察が可能になれば、生産性向上とともに品質管理向

上にも大きく資する。 

こうした高度に制御された安定性・信頼性の高い電子顕微鏡の実現に向け、コンピュータ制御によ

る電子顕微鏡の操作の自動化および制振に関する技術開発を行う。 

｛想定される研究開発ニーズと期待される効果の例｝ 

・操作の簡便性とともにS/N比の向上、構造解析機能の高度化などが期待される。例えば、コン

ピュータを利用したアクティブ制御技術を用いることで、振動、ノイズを克服した電子顕微鏡

が期待される。 

・製造現場では、製品開発、不良解析、歩留まり向上、プロセスモニターのために、(ⅰ)生産

速度（スループット）の向上、(ⅱ)メンテナンス・オペレーションの簡便性、(ⅲ)デバイス作

製工程下でのその場使用などが、電子顕微鏡に求められており、このようなニーズに対応でき

ると期待される。 

 
②電子光学系の高度化に関する要素技術の開発 

材料・物質や微細化する電子デバイスなどの機能解明と特性や信頼性の向上のために、欠陥、表面、

界面などの構造観察や元素分析、電子状態の詳細な解明が必要であり、原子１個の同定や欠陥の分析

までを可能とする電子顕微鏡の電子光学系の性能を大幅に向上する要素技術の開発を行う。 
｛想定される研究開発ニーズと期待される効果の例｝ 

・新しい収差補正技術の開発、特に海外からの技術導入に頼らない国産技術の開発によって、

枯渇しつつあるとされる電子光学分野の人材育成の促進が期待される。 

・新たな分析、観察技術を可能とする電子光学系の開発により、電子顕微鏡によるキャラクタ

リゼーション機能の拡張が期待される。 
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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２１年度末（平成２２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、事業終了後に事後評価を行い

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 
①平成１９年度募集課題の実施予定額については、初年度は、事業全体（国からの委託額分）で計約

１億円を予定しています。初年度は１課題あたり４０００万円～６０００万円程度を予定していま

す（いずれも一般管理費を含む）。ただし、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、初年度と同等の額を前提に研究計画を立ててください。 

②企業においては、技術シーズの実用化に向けた取組を強力に推進するため、委託費により各機関に

支給される費用のほかに、研究費等の提供や研究者等の派遣などの自己負担を行うことが望まれま

す。ただし、自己負担の程度は審査に当たっての評価のポイントとなります。 
（企業における自己負担の例） 
・本事業に係る研究費、消耗品・備品等の提供 
・研究施設・設備等の提供 
・研究者・技術者等の派遣（当該人材の人件費は企業が負担） 

 

（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。ただし、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、一般管理費で手

当てします。 
 

（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 
企業等の機関（産）と、大学あるいは独立行政法人等の研究機関（学あるいは官）の各機関が密接

に連携することにより、将来の実用化を見据えた開発を行う「産学官連携チーム」を編成していただ

きます。公募の対象は「産学官連携チーム」となります。「産学官連携チーム」には、実際に電子顕

微鏡の機器開発を担う機器メーカー等の参画が求められます。また、開発した要素技術は、実際に電

子顕微鏡に組み込んだ上で性能の確認を行う必要があります。なお、申請は「産学官連携チーム」の

チームリーダーが行うものとします。 
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。 
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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）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。

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。 
 
※エフォート：年間全仕事時間を 100%とした際の当該研究に割く時間配分率 

 
（２）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
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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。 

 
（３）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、提出された提案書類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、審査委員会による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。 

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。 
 
①研究開発の内容 
・最先端の研究ニーズに応えるものであること 
・開発成果である電子顕微鏡要素技術がより大きな波及効果を生み出すと期待されること 
②研究開発の独創性、優位性 
・開発を行う技術・機器に独創性・新規性があり、世界的に最高水準を目指すものであること 
・開発構想の実現に向けた科学的・技術的な見通しが立っていること 
③研究開発の適正性 
・具体的かつ実施可能な開発計画が立案されていること 
④研究開発の実施体制 
・開発計画の遂行に必要な実施体制を構築できていること 
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７．研究開発の実施 
（１）課題の推進方法 
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技術検討

会を設置していただきます。技術検討会は、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、文部科学省は、必要に応じて、外部の有識者等の協力を得ながら、事業全体としての進捗状

況を把握し、調整を行うことがあります。 
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、課題

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。 
 
（２）政府研究開発データベース 

  内閣府の作成する表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、ご協力お願いいたします。 

 

※ 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おりません。 

 

（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
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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２参照） 

 

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 

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３参照） 

 

（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。 
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※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．提案書類の作成・提出方法 
（１）提案書類の様式 
①提出書類チェックシート及び提案書類の様式が準備されています。提案書類は日本語で作成して下

さい。 
②提案書類の様式は、文部科学省のホームページ（http://www.mext.go.jp/）及び科学技術振興機構

（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/）

からダウンロードすることができます。但し、ファイルの形式は、Word2002、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提案書類には通し番号（表紙から１／○とし、以降２／○、３／○とする通しページ、○には総ペ

ージ数を記入）を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提案書類を送付・持参により提出する場合、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、２部（正本１部、副本１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 
・ 提案書類  電子メールによる場合１部、送付（郵便、宅配便等）・持参の場合２部（正本１部、副
本１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提案書類は返却いたしません。 
⑤提案書類については、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ご提出願

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
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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、提出方法は以下の３通りのいずれかとします。 
◇電子メール 
・ 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。 
・ 募集締切後、１週間程度で受領通知を送信者に対してメールにて返信いたします。提案書類上

に記載されている事務連絡担当者の宛先ではありませんので、ご注意下さい。 
◇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。 
・募集締切後、１週間程度で受領通知を提案書類上に記載されている事務連絡担当者に対してメ

ールにて返信いたします。 
◇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週間程度で受領通知を提案書類上に記載されている事務連絡担当者に対してメ

ールにて返信いたします。 

・ 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。 

②電子メールで送信できない書類がある場合や、電子メールの容量が３メガバイトを越える場合は、

「送付」または「持参」で提出して下さい。 
③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「電子メール」と「送付」を組み合わせるなどの、２通り以上に分けての提出はお断りいたします。 

 
（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。 
・ 電子メールの場合：平成１９年５月７日（月）（１７時までの送信記録のあるもの） 
・ 送付の場合 ：平成１９年５月７日（月）（当日必着） 
・ 持参の場合 ：平成１９年５月７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。 
 
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 
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TEL ：０３－５２１４－７９９０（直通） 

E-mail：emohbo@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３０日（金） 公募開始 

・５月 ７日（月） 公募締切 

・ ～６月  （予定）  審査 

・７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。 

 

＜制度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 

電話：０３－５２５３－４１１１（代表） ０３－６７３４－４１００（直通） 

E-mail：denken@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 

電話 ：０３－５２１４－７９９０（直通） 

E-mail:emask@jst.go.jp 
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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。 

「一般管理

費」 

 一般管理費は、委託業務遂行上必要な経費であるが直接経費（設

備備品費、試作品費、人件費及び業務実施費）以外の経費。 
摘要欄等に記載する際は、一般管理費は「上記経費の○％」。 

※一般管理費の率は、１契約期間中においては変動しない。 
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別表２ 

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３ 

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 

 

 


