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脳科学研究戦略推進プログラムの概要脳科学研究戦略推進プログラムの概要
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・現代社会が直面する様々な課題の克服に向けて、脳科学に対する社会からの期待が高まっている
（例

 

アルツハイマー病など認知症とされる人：約170万人、うつ病などを含む気分障害：約90万人、自殺者の数：毎年３万人以上など）

・そのため『社会に貢献する脳科学』の実現を目指し、社会への応用を見据えた脳科学研究を戦略的に推進

「脳科学研究戦略推進プログラム」 平成22年度予算額：2,390百万円
平成21年度予算額：2,300百万円

社会性障害（自閉症、統合失調症等）の解明
・診断等に資する先導的研究（社会脳）

社会性障害社会性障害（自閉症、統合失調症等）（自閉症、統合失調症等）の解明の解明

・診断等に資する先導的研究（社会脳）・診断等に資する先導的研究（社会脳）

うつ病や睡眠障害、認知症等の予防・

 
治療法に資する基礎・基盤研究（健康脳）

 

うつ病や睡眠障害、認知症うつ病や睡眠障害、認知症等等の予防・の予防・

 
治療治療法に資する基礎・基盤研究（健康脳）法に資する基礎・基盤研究（健康脳）

脳研究に役立つ実験動物の開発脳研究に役立つ実験動物の開発脳研究に役立つ実験動物の開発

脳の情報を計測し、脳機能をサポートする
ことで、身体機能を回復・補完する機械を
開発（情報脳）

脳の情報を計測し、脳機能をサポートする脳の情報を計測し、脳機能をサポートする
ことで、身体機能を回復・補完する機械をことで、身体機能を回復・補完する機械を
開発（情報脳）開発（情報脳）
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これらの研究開発を通して、精神・神経疾患の原因これらの研究開発を通して、精神・神経疾患の原因

 
解明や予防・治療法の開発等が可能となり、医療・解明や予防・治療法の開発等が可能となり、医療・

 
福祉のみならず国民の生活の質の向上に寄与福祉のみならず国民の生活の質の向上に寄与

脳科学研究戦略推進プログラム

概 要

政 策

【マニフェスト】
・大学や研究機関の教育力・研究力を世界トップレベルま
で引き上げる。

・患者の負担が重い疾病等について、支援策を拡充する。

【INDEX２００９】

 

※関連部分の要旨

・基礎科学研究分野において今後もトップランナーの地位
を維持

・自殺者が11年連続で3万人を上回り、自殺問題への総合
的な対策が喫緊の課題

・難病に関する調査研究の推進
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研
究－遺伝子工学を駆使し、脳科学研究を飛躍的に向上さ

せるモデル動物を世界に先駆け開発

（主査

 

：

 

金澤

 

一郎

 

日本学術会議会長）

長期的展望に立つ脳科学研究の基本的構想及び推進方策について長期的展望に立つ脳科学研究の基本的構想及び推進方策について

（答申）（答申）

重点的に推進すべき研究領域重点的に推進すべき研究領域

①脳と①脳と社会・教育社会・教育（豊かな社会の実現に貢献する脳科学）

発達障害の予防と治療、育児・保育・教育・食育への脳科学研究の

 
確実な展開、脳科学と実験心理学や実験経済学・政治学との融合によ

 
り社会へ貢献

②脳と心身の健康②脳と心身の健康（健やかな人生を支える脳科学）

睡眠障害の予防、ストレスの適切な処理、生活習慣病等及び精神・

 
神経疾患の発症予防・早期診断などに資する研究

③脳と③脳と情報・産業情報・産業（安全・安心・快適に役立つ脳科学）

脳型情報処理システムや脳型コンピューターの実現、脳内情報機序

 
の解明を通じた技術開発により社会へ貢献

脳 科 学 委 員 会

－心身の健康を支える脳機能や健康範囲を逸脱するメカニズム解明
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脳科学研究戦略推進プログラム全体の目的脳科学研究戦略推進プログラム全体の目的
【公募要領P．３

 

「２．目的」】

脳は、人間が人間らしく生きるための根幹をなす「心」の基盤であり、その研究は、
人文・社会科学と融合した新しい人間の科学を創出し、これまでの科学の枠組みを
変える可能性を秘めている科学的意義の高い取組。

現在の脳科学研究は、脳の発達障害・老化の制御や、精神・神経疾患の病因解明、
予防・治療法の開発を可能にするとともに、失われた身体機能の回復・補完を可能
とする技術開発等をもたらすことから、医療・福祉の向上に も貢献できる研究分
野の一つであるとともに、記憶・学習のメカニズムや脳の感受性期（臨界期）の解
明等により、教育等における活用も期待されるなど社会的意義も大変高い取組。

このような状況を踏まえ、文部科学省では、少子高齢化を迎える我が国の持続的な
発展に向けて、脳科学研究を戦略的に推進し成果を社会に還元することを目指して、
平成２０年度より本プログラムを開始している。
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文部科学省
研究振興局
ライフサイエンス課

科学技術振興機構
研究振興支援業務室

課題Ａ・Ｂ・Ｃ
プログラムディレクター

中西

 

重忠

課題Ａ・Ｂ・Ｃ
プログラムオフィサー

陣上

 

久人

課題Ｄ
プログラムオフィサー

津本

 

忠治

課題Ｄ
プログラムオフィサー

吉田

 
明

課題Ａ・Ｂ・Ｃ
プログラムオフィサー

赤澤

 
智宏

課題Ｅ課題Ｅ

課題Ｂ課題Ｂ

課題Ｃ課題Ｃ
脳プロ運営委員会

新規公募課題新規公募課題

運営委員会

課題Ｄ課題Ｄ

運営委員会

運営委員会

運営委員会

脳科学研究戦略推進プログラムの脳科学研究戦略推進プログラムの体制図体制図

課題Ａ課題Ａ
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脳科学研究戦略推進プログラムの脳科学研究戦略推進プログラムの実施実施
【公募要領P．３

 

「２．目的」】

• 脳内情報を解読・制御することにより、脳機能を理解するとともに脳機能や身体機能の回

 復・補完を可能とする「ブレイン・マシン・インターフェース（ＢＭＩ）の開発」（課題

 Ａ、課題Ｂ）
• 脳科学研究の共通的な基盤となる先進的なリソースの「独創性の高いモデル動物の開発」

 （課題Ｃ）

平成２０年度開始課題

• 豊かな社会の実現に貢献する脳科学を目指して、ヒトの社会性障害の解明・診断等や社会

 性の健全な発達促進に応用することを目標とした「社会的行動を支える脳基盤の計測・支

 援技術の開発」（課題Ｄ）

平成２１年度開始課題

健やかな人生を支える脳科学を目指して、「発生から老化まで」という人間及び脳神
経の一生の「健やかな育ち」「活力ある暮らし」「元気な老い」の３段階に着目し、
心身の健康を支える脳の機能や健康の範囲を逸脱するメカニズム等を「分子基盤と環
境因子の相互作用」という視点で解明することを目標とする、「心身の健康を維持す
る脳の分子基盤と環境因子（生涯健康脳）」（課題Ｅ）を実施する機関の公募。

平成２２年度公募課題平成２２年度公募課題
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事業の形態（委託事業）事業の形態（委託事業）
【公募要領P．４

 

「２．目的」のつづき】

本プログラムは、助成的性格を有する科学研究費補助金制度等とは異なり、政策課
題に対応して文部科学省が設定したミッションを文部科学省に代わり研究機関に
行っていただくという性格を有する委託事業であり、社会への貢献を見据え、明確
な目標に向かって集中的に資源を投入するトップダウン型の研究開発事業。

ミッションの達成に向けて、各研究機関は文部科学省と委託契約を締結するととも
に、明確な目標・計画に沿って、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）の指導・助言の下、業務を遂行。

（委託費と補助金の違いについては、添付資料参照）
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課題課題EE：生涯健康脳について：生涯健康脳について
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心身の健康を維持する脳の分子基盤と環境因子（生涯健康脳）

「生涯健康脳」の概要
「発生から老化まで」という人間及び脳神経の一生の「健やかな育ち」「活力ある暮らし」「元気な老い」の３段階に着目し、心

 
身の健康を支える脳の機能、健康の範囲を逸脱するメカニズム等を「分子基盤と環境因子の相互作用」という視点で解明する 。

背景・現状
ストレス等に起因する睡眠障害や心身の疲労の経済的損失は膨大

わが国では、アルツハイマー病は100万人、パーキンソン病は18万人患者数を
かかえ、高齢人口の増加とともに激増傾向

うつの急増や、年間3万人を超える自殺者数は大きな社会問題

心身を健康に保ったまま幸せに生涯を終えたいというのは、国民の最大の願い

しかしながら疾患治療の研究は進んでいるものの、脳が心身の健康を維
持するメカニズムを生涯にわたり体系的に捉えた研究は未だかつてない

課題
脳の健康状態の生理的な範囲や、健康状態の維持及びその破綻の仕組み
を体系的かつ生物学的に明らかにしようという脳研究は、これまでの脳
科学研究の空白地帯

健康の側に軸足をおき、人間の一生を各段階を通して、心身の

 
健康維持及び破綻のメカニズム等について、「分子基盤と環境

 
因子の相互作用」の視点から体系的に明らかにする研究は、政

 
策として戦略的に実施することが必要である。

平成２２年度予算：２．０億円～（新規）

①脳神経発生・発達における健康逸脱メカ

 
ニズムの解明

近年、様々な脳神経系の疾患について、発
生・発達段階での微細な異常の関与が明らか
になりつつある。

これらを踏まえ、精神・神経機能の発達にお
ける遺伝的背景と環境要因の相互関係の包括
的な解析等を行う。

これにより、脳神経系の発生・発達に起因す
る、小児期・青年期・成人に至るまでの脳の
健康逸脱のメカニズムを明らかにする。

②脳による心と体の恒常性維持メカニズムの

 
解明

脳は、様々な外的のストレス等に対応して、
心身の状態を常に一定に保つ機能（恒常性）
の司令塔である。

体の恒常性維持及び破綻機構（健康と病気の
違い）を、「睡眠・リズム」「摂食・代謝」
「ストレス」について明らかにする。

心の恒常性維持及び破綻機構（うつ等）を、
環境要因と分子基盤との相関を考慮し、生物
学的に明らかにする

③健康な脳老化が病的な脳老化に至るメカ

 
ニズムの解明

高齢化社会の進展に伴い、介護を要する脳神
経疾患（脳血管障害・アルツハイマー病・パーキンソ
ン病等）が大きな社会問題となっている。

脳の加齢に大きな個人差を引き起こす環境因
子やライフスタイルの作用メカニズムを明ら
かにする。

健康な脳老化と病的な脳老化の境界の見極め
や、脳老化を促進する要因を探索し、脳・神
経機能不全に至るメカニズムを明らかにする。

・脳が心身の健康を維持するメカニズムを、「分子基盤・脳が心身の健康を維持するメカニズムを、「分子基盤※※と環境因子の相互作用」の視点で解明すると環境因子の相互作用」の視点で解明する

 

。。

 
・これにより、脳の健康と疾患の境界や、病気に至るダイナミズムを明らかにできる。・これにより、脳の健康と疾患の境界や、病気に至るダイナミズムを明らかにできる。

 
・その成果を疾患の予防法の確立等に役立て、生涯にわたった健康な脳の維持により、生活の質の向上・医療費の抑制に寄与できる。・その成果を疾患の予防法の確立等に役立て、生涯にわたった健康な脳の維持により、生活の質の向上・医療費の抑制に寄与できる。

※遺伝子（ＤＮＡ）やタンパク質等の情報及び解析手法

健やかな育ち健やかな育ち 元気な老い元気な老い活力ある暮らし活力ある暮らし

環
境
環
境

遺伝子
遺伝子

①①発生・発達に起因する、成人に至るまでの発生・発達に起因する、成人に至るまでの

 
脳の健康逸脱のメカニズムを明らかにする。脳の健康逸脱のメカニズムを明らかにする。

③③健康な脳老化が病的な脳老化に至るメカニズ健康な脳老化が病的な脳老化に至るメカニズ

 
ムを明らかにする。ムを明らかにする。 遺伝子

遺伝子

環
境
環
境

遺伝子
遺伝子

環
境
環
境

②②脳による心身の恒常性維持及びその破綻脳による心身の恒常性維持及びその破綻

 
のメカニズムを明らかにする。のメカニズムを明らかにする。
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公募対象とする３領域公募対象とする３領域（想定される研究開発領域）（想定される研究開発領域）

【公募要領Ｐ．７

 

「４．公募対象（１）１）事業内容」のつづき】

１．１．「健やかな育ち；脳神経発生・発達における健康逸脱メカニズムの解明」「健やかな育ち；脳神経発生・発達における健康逸脱メカニズムの解明」
・精神・神経機能の発達における遺伝的背景と環境要因の相互関係を包括的に解析
・様々な脳神経系の疾患について、発生・発達段階での微細な異常の関与を明らか

 にし、脳神経系の発生・発達及び異常等に起因する、小児期・青年期・成人に至

 るまでの脳の健康逸脱メカニズムを解明

２．２．「活力ある暮らし；脳による心と体の恒常性維持メカニズムの解明」「活力ある暮らし；脳による心と体の恒常性維持メカニズムの解明」
・体の恒常性維持及び破綻機構（健康と病気の境界及び移行）を、「睡眠・リズ

 ム」「摂食・代謝」「ストレス」等について解明
・心の恒常性維持及び破綻機構（うつ等）を、環境要因と分子基盤との相関を考慮

 し、生物学的に解明

３３．．「元気な老い；健康な脳老化が病的な脳老化に至るメカニズムの解明」「元気な老い；健康な脳老化が病的な脳老化に至るメカニズムの解明」
・脳の加齢に大きな個人差を引き起こす環境因子やライフスタイルの作用メカニズ

 ムを解明
・健康な脳老化と病的な脳老化の境界や、脳老化を促進する因子を探索し、脳・神

 経機能不全に至るメカニズムを解明
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平成２２年度公募内容平成２２年度公募内容
【公募要領Ｐ．８

 

「４．公募対象

 

３）～５）」】

１．課題名：
「心身の健康を維持する脳の分子基盤と環境因子（生涯健康脳）」
（課題Ｅ）

２．平成２２年度支援額：
約２～５億円程度（間接経費３０％を含む）／１研究開発拠点

３．採択予定件数：
１件程度

４．実施期間：
原則として５年間（平成２２年度～平成２６年度）
ただし、ＰＤ・ＰＯの指導・助言や３年度目に実施する評価等の結果等に

 よっては、計画の見直し、中止もあり得るものとする。
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研究実施にあたっての留意事項研究実施にあたっての留意事項
【公募要領Ｐ．７

 

「４．公募対象（１）１）事業内容」のつづき】

本課題については、社会への影響が大きいことも予想されることから、倫理的
側面など社会との調和に配慮しつつ研究を推進していくこと。

ヒトを対象とする研究については、世界医師会「ヘルシンキ宣言」（ヒトを対
象とする医学研究の倫理的原則）や関係法令・指針等に加え、機関内規定や学
会の指針等を遵守して行うとともに、動物を対象とする研究については、動物
愛護の精神に則り、関係法令・指針等や機関内規定等を遵守して行うこと。

研究開発拠点の代表機関においては、研究成果を積極的に社会に発信する活動
を実施すること。
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申請・審査に関する事項申請・審査に関する事項
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申請にあたっての必要要件申請にあたっての必要要件（１）（１）
【公募要領Ｐ．８

 

「４．（１）２）必要要件」】

課題Ｅの実施に当たっては、中核となる代
表機関（代表研究者が常勤職員として所属
する機関）に必要 小限の範囲で参画機関
を加えた「研究開発拠点」を構成すること。

先述した３領域について、各々研究開発班
を独立して構成し、さらに、これら３つの
班を統括する「統括班」を構成すること。

「統括するチーム」は、３つの班を俯瞰し
て、人の一生の時間軸を考慮し、分子基盤
と環境因子の相互作用の観点から、有機的
に研究を統括する役目を担うこと。

代表研究者は、上記４つの班のいずれかに
所属していること（統括班に所属している
研究者である必要はないものとする）。

１機関が複数の班を担うことも可能とする。

 
統括班 

分担

機関 

分担

機関

代表研究者が当該機関に

所属していた場合、この

機関が中核となる代表機

関 

分担

機関

分担

機関

「健やかな育ち」

の拠点機関 

班 

「活力ある暮らし」

の拠点機関 

分担

機関

分担

機関 

「元気な老い」 

の拠点機関 
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申請にあたっての必要要件申請にあたっての必要要件（２）（２）
【公募要領Ｐ．８

 

「４．（１）２）必要要件」】

代表機関は、優れた研究実績や他機関を支援する能力を有していること。

代表機関は、参画機関の研究課題を統括し、当該拠点内における事業の実施に係る
責任を負うとともに、課題Ａ、Ｃ、Ｄの研究開発拠点及び課題Ｂの個別研究課題と
の連携を密に図ること。

代表機関及び参画機関は、既に当該分野で顕著な業績を挙げていること。

我が国の多数の研究者の総力を結集した大規模な研究ネットワーク・チームで構成
され、組織化・体系化されていること。

代表機関及び参画機関は、事業の実施に必要となる計測機器等の大型設備をあらか
じめ所有していること。

動物実験を実施する機関は、そのために必要となる施設及び設備をあらかじめ所有
し、本プログラム終了後も引き続き維持することができること。
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申請にあたっての留意事項申請にあたっての留意事項
【公募要領Ｐ．８

 

「４．（１）２）必要要件」、

 

Ｐ．１０～

 

「５．（３）不合理な重複・過度の重複に対する措置」

 

】

同一の機関が、代表機関として２件以上の提案を申請することはできない。

既に実施している課題Ａ、Ｃ及びＤの代表研究者が、課題Ｅの代表研究者とし
て申請することはできない。

上記に該当する場合は、審査の対象から除外する。また、採択後に上記の事実
が明らかになった場合は、採択の決定を取り消す。

研究開発拠点を構成する参画機関の数は、効率的・効果的な事業の実施等に留
意して必要 小限に抑えて申請すること。
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課題の審査・選定方法課題の審査・選定方法（１）（１）
【公募要領Ｐ．９～

 

「５．選定」】

本プログラムに関する審査は、文部科学省に設置した課題選考委員会において行う。

課題選考委員会は、代表研究者から提出された申請書の内容について、次頁「２．
選定の観点（審査項目）」に基づき、書面審査及びヒアリング審査（代表機関の代
表研究者のみならず、全参画機関の代表研究者からも個々の研究内容の構想につい
て説明していただく予定）を行い、合議審査により採択課題を選定する。

書面審査及びヒアリング審査の結果、提案内容の一部が採択に値しないとの評価結
果となった場合、再公募の実施又は提案内容の修正、不足部分の追加を求めヒアリ
ング審査を別途実施することがある。

審査は非公開とし、すべての審査終了後、事務連絡担当者を通じて採択の可否を通
知する。なお、選考の途中経過についての問い合わせには一切応じられない。

文部科学省における採択課題の決定後、文部科学省ホームページへの掲載等により、
採択課題及び審査委員等についての情報を公開する。

１１．．審査・選定方法等審査・選定方法等
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課題の審査・選定方法課題の審査・選定方法（２）（２）
【公募要領Ｐ．９～

 

「５．選定」】

（（１）課題全体の評価１）課題全体の評価

①

 
本プログラムにおける政策的必要性、適合性

・目的が明確であるか

・本プログラム及び公募内容に適合しているか

・成果の社会還元への可能性（『社会に貢献する脳科学』の実現を目指し、

社会への応用を見据えた研究成果が得られる見込みがあるか）

・得られる見込みの成果及び基盤は、次の研究段階につなげることが期待できるか。

②

 
計画の科学的妥当性・実現可能性

・独創性・新規性を持つ提案であるか

・現実的な提案であり、実施期間内に実現可能であるか

・計画に対する代表研究者及び分担研究者の研究遂行能力は妥当か（研究業績や研

 究者の構成の観点等から遂行可能な提案であるか）

・研究の実施に必要となる計測機器等の設備の整備が整っているか

・生命倫理・安全対策等の配慮の観点等から遂行可能な提案であるか

・所要経費の年次配分は目的を達成するために適切なものとなっているか。また、

 有効に使用されることが見込まれるか

２．２．選定の観点（審査項目）選定の観点（審査項目）
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課題の審査・選定方法課題の審査・選定方法（３）（３）
【公募要領Ｐ．９～

 

「５．選定」】

③

 
組織、協力・連携体制

・我が国の多数の研究者の総力を結集した大規模な研究ネットワーク・チーム構成

 であるか
・研究機関内・機関間が組織化・体系化され、有機的な協力・連携が図られ、効率

 的・効果的な実施が見込まれるか

（（２）各班の評価２）各班の評価
上記

 
（１）の観点に基づき、班ごとの研究内容についても評価する。
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その他の事項についてその他の事項について
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不合理な重複・過度の重複に対する措置不合理な重複・過度の重複に対する措置
【公募要領Ｐ．１０～

 

「５．（３）不合理な重複・過度の重複に対する措置」（項目一部抜粋）】

本プログラムに申請する研究者（分担研究者を含む。）が「 先端・次世代研究開
発支援プログラム」に申請している場合、応募様式に必ずその旨を記載すること。

本プログラムに採択され、さらに「 先端・次世代研究開発支援プログラム」に採
択された際に、本プログラムに参加する研究者（分担研究者を含む。）がどのよう
な対応を行うか（採択された場合にどちらの研究課題を選択するか、又は 先端・
次世代研究開発支援プログラムの資金を用いて脳科学研究戦略推進プログラム（課
題Ｅ）と連携し課題を行うか等）についても記載すること。

本プログラムの契約期間中に、参加する研究者（分担研究者を含む。）が交替、又
は辞退することにより、採択時の研究計画の継続、又は目標の達成等が不可能だと
判断される場合においては、採択された研究課題（全体）を中止することもあり得
る。

先端・次世代研究開発支援プログラムに採択された場合の対応先端・次世代研究開発支援プログラムに採択された場合の対応



22

課題採択後の本プログラムの運営体制課題採択後の本プログラムの運営体制
【公募要領Ｐ．１２～

 

「６．本プログラムの実施」】

本プログラムの円滑な実施を図るため、ＰＤ及びＰＯを配置。

ＰＤ及びＰＯが、本プログラム全体の進捗状況を把握し、課題間や研究機関間の連
携強化に資するとともに、必要な指導・助言等を行う。また、ＰＤは研究開発拠点
（課題Ａ、Ｃ、Ｄ及びＥ）及び個別研究課題（課題Ｂ）の代表研究者等を含むプロ
グラム運営委員会を主催し、本プログラムの進捗管理、総括等を行う。各研究機関
は、円滑な事業の推進のため、ＰＤ及びＰＯに協力する義務を負う。

課題Ａ、Ｃ、Ｄ及びＥにおいては、代表機関の代表研究者が全参画機関の進捗を把
握し、事業の進捗状況の確認、成果の取りまとめ、成果の発信及び事業の運営管理
に必要な連絡調整等を行うとともに、参画機関の代表研究者は代表機関の代表研究
者に対し、これらについて協力するものとする。また、これらの一環として、課題
ごとに運営委員会を設置する必要がある。運営委員会は、代表研究者の中から運営
委員長を選出し、各研究機関の研究責任者、外部の有識者等で構成し、ＰＤないし
ＰＯの参画を得て、適宜開催するものとする。

研究の計画や研究の進捗状況、得られた成果等について、ＰＤ及びＰＯのほか、文
部科学省担当官が確認することがある。
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課題採択後の評価及び知的財産の取扱い課題採択後の評価及び知的財産の取扱い
【公募要領Ｐ．１３

 

「６．（２）評価、（３）知的財産の取扱い」】

事業開始から３年度目を目途に中間評価を実施するとともに、継続することが妥
当であると判断された実施機関についてのみ事業の継続を決定し、 終年度であ
る５年度目に事後評価を実施する。
すべての機関は、毎事業年度終了後に、文部科学省に対して成果報告書を提出す
ること。

公募要領に記載している知的財産権については、我が国の産業活力の再生を速や

 かに実現する事を目的とする「産業技術力強化法」（平成１２年法律第４４号）を

 適用すれば、委託契約書に基づき必要な確認書を提出することで、受託機関・組織

 に権利はすべて帰属。

１１．．評価評価

２．２．知的財産の取扱い知的財産の取扱い
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その他の留意事項、生命倫理及び安全対策等に係る留意事項その他の留意事項、生命倫理及び安全対策等に係る留意事項
【公募要領Ｐ．１７

 

「１１．留意事項」、

 

Ｐ３０

 

「別添３

 

動物実験、生命倫理・安全に関する取組みに関わる法令・指針等」】

本課題選考に関する審査過程又は採択の決定後において、公正な審査を妨げる行為（事

 実と異なる審査に関する内容を公の場（インターネットを利用したもの等を含む）にて流

 布する行為等）をしたことが判明した場合には、審査対象からの除外又は採択の決定の取

 消しを行うことがある。

＜その他の項目は、公募要領を参照のこと＞

ライフサイエンスに関する研究については、生命倫理・安全対策の観点から以下の法令

 又は指針等により必要な手続等が定められているため、当該手続等（今後、新たに指針等

 が定められる場合には、その指針等の手続等を含む。）を遵守し、適切に研究を実施する

 こと。
なお、指針等の詳細については文部科学省ホームページ「生命倫理・安全に対する取

 組」（http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/seimei/main.htm）を参照のこと。

＜詳細については、公募要領を参照のこと＞

１１．．課題の採択に関する不正行為等が認められた場合の措置課題の採択に関する不正行為等が認められた場合の措置

２．２．生命倫理及び安全対策等に係る留意生命倫理及び安全対策等に係る留意事項事項
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公募から本プログラム開始までのスケジュール（一部予定）公募から本プログラム開始までのスケジュール（一部予定）
【公募要領Ｐ．１６

 

「９．公募から本プログラム開始までのスケジュール」】

公募開始 平成２２年５月１４日（金）

公募締切り公募締切り 平成２２年６月１４日（月）１２時（正午）（必着）平成２２年６月１４日（月）１２時（正午）（必着）

書面審査 平成２２年６月中旬～７月上旬（予定）

ヒアリングヒアリング※ 平成２２年７月１２日（月）（予定）平成２２年７月１２日（月）（予定）

審査結果通知 平成２２年７月下旬（予定）

本プログラム開始 平成２２年９月頃（予定）

（※）ヒアリングについては、代表機関の代表研究者のみならず、参画機関の代表研

 究者に対しても実施する場合があることに注意すること。なお、ヒアリング対象者

 には、７月６日（火）をめどに連絡する。
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申請方法について申請方法について
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申請書類等の作成・提出方法申請書類等の作成・提出方法
 

（１）
【公募要領Ｐ．１４～

 

「８．申請書類等の作成・提出方法」】

• 申請に当たっては、以下が必要。
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（以下、「e-Rad」という。）を用いた申請書類
（電子媒体）のアップロード、

③

 

e-Radを用いたWeb上での入力
• ①～③のすべての提出等がない場合、申請を受理しない。
• 必要な様式と部数は以下の通り。

様式名

提 出 方 法

郵送による提出 e-Radによる提出

紙媒体 電子媒体 電子媒体

様式１～８
正・副本

１部ずつ

PDF ・Wordファイル

 それぞれ１部ずつ

PDFもしくはWord

ファイル

 

いずれか１部

別紙

 

(チェック

 シート) 
１部 － －

１．１．申請に必要な書類申請に必要な書類



28

申請書類等の作成・提出方法申請書類等の作成・提出方法（２）（２）
【公募要領Ｐ．１４～

 

「８．申請書類等の作成・提出方法」】

• 申請書類の様式は、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

 （http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh22-2.html）からダウンロードすることがで

 きる。

• 申請に際しては、様式１～８及び別紙に従って、日本語で記載漏れのないよう申請書類を作

 成すること。

• 用紙サイズはすべて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、

 ２部（正本１部、副本１部）提出すること。

• 正本はカラー・片面印刷、副本は白黒・両面コピーに限る。

• 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。

２．２．郵送による申請書類（紙媒体及び電子媒体）の提出郵送による申請書類（紙媒体及び電子媒体）の提出

①①

 

申請書類の作成方法申請書類の作成方法
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申請書類等の作成・提出方法申請書類等の作成・提出方法（３）（３）
【公募要領Ｐ．１４～

 

「８．申請書類等の作成・提出方法」】

・以下の紙媒体と電子媒体を提出すること。

ア）申請書類の紙媒体を２部（正本１部、副本１部）

イ）申請書類のPDF とWord（Microsoft Word2003 以下を推奨）ファイルを

フロッピーディスク又はCD-R 等に記録したものを１部

・簡易書留または、宅配便で期限内に③の提出先に送付すること（持参、ＦＡＸ、電子メールに

よる提出は受け付けない）。

②②

 

申請書類の提出方法申請書類の提出方法

・提出先

〒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

独立行政法人

 

科学技術振興機構

 

研究振興支援業務室

「脳科学研究戦略推進プログラム」係

・提出締切り

平成２２年６月１４日（月）（１２時（正午）必着）

期限を過ぎた場合には受理できないので注意すること。

③③

 

申請書類の提出先及び提出締切り申請書類の提出先及び提出締切り
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申請書類等の作成・提出方法申請書類等の作成・提出方法（４）（４）
【公募要領Ｐ．１４～

 

「８．申請書類等の作成・提出方法」】

・郵送中の事故等については、当方は一切の責任を負わない。

・提出期間内に到着しなかった応募書類は、いかなる理由があろうとも受理しない。また、申請

 書類に不備がある場合は、審査対象とはならない。

・申請書類を受領した後の修正（差し替え含む）は、一切受け付けない。

・申請書類は返却しない。

・申請書類については、実施機関等の課題選考のためにのみ利用する。応募内容に関する秘密は

 厳守する。

・個人情報については、本公募に関することにのみ適切に使用する。

・申請は代表機関もしくは、代表研究者が所属する機関の長が行うこととし、参加するすべての

 機関・組織の承諾を取った上で提出すること。

・独立行政法人

 

科学技術振興機構に受領した際には、電子メールにて受領通知を送付するので、

 審査が終了するまで申請者にて保存すること。

公募要領（別添２）を参照し、e-Radを用いた電子媒体の申請書類のアップロード及び、Web

 上での入力を行うこと。不明な点は公募要領（別添２）に記載されているヘルプデスクへ。なお、

 研究機関の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

 行うこと。

④④

 

留意事項留意事項

３．３．

 
ee--RadRadを用いた電子媒体の様式のアップロード、を用いた電子媒体の様式のアップロード、webweb上での入力上での入力
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問い合わせ先問い合わせ先
【公募要領Ｐ．１６～

 

「１０．問い合わせ先」】

１１．．書類作成・提出に関する問い合わせ先書類作成・提出に関する問い合わせ先
独立行政法人

 
科学技術振興機構（ＪＳＴ）

研究振興支援業務室（担当：菅、石野）
ＴＥＬ：03-5214-7990（代表）
E-mail：noukagaku@keytech.jst.go.jp

２２．．ee--RadRadに関する問い合わせ先に関する問い合わせ先
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）

３３．．事業内容に関する問い合わせ先事業内容に関する問い合わせ先
文部科学省研究振興局

 
ライフサイエンス課

（担当：藤井、田中、山中、馬淵）
ＴＥＬ：03-5253-4111（代表）（内線4104）

03-6734-4104（直通）
E-mail：life@mext.go.jp

 
（注：始めの文字はＬの小文字です）
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