
ナノテクノロジープラットフォームの公募に関する Q&A 
平成 24 年 4 月 18 日 

 
【事業の目的に関すること】 
Q: e-Rad での申請に際して、「研究目的」の覧には何を記入すればよいか。 
A: e-Rad の「研究目的」には、公募要領 p. 1 の「1. 事業の目的」を基に以下の内容を記載

ください。 
（参考）「1.事業の目的」より 

本事業は、ナノテクノロジーに関わる最先端の研究設備とその活用のノウハウを有する

機関が、緊密に連携して全国的なナノテクノロジーの研究基盤（プラットフォーム）を

構築することにより、産学官の多様な利用者による共同利用を促進し、個々の利用者に

対して問題解決への最短アプローチを提供するとともに、産学官連携や異分野融合を  

推進するものである。 
ナノテクノロジープラットフォーム全体の目標は以下のとおりとする。 
・産学官の利用者に対して、利用機会が平等に開かれ、高い利用満足度を得るため

の研究支援機能を有する共用システムを構築する。 
・最先端研究設備及び研究支援能力を分野横断的にかつ最適な組合せで提供できる

体制を構築して、産業界の技術課題の解決に貢献する。 
・利用者や技術支援者等の国内での相互交流や海外の先端共用施設ネットワーク 

との交流等を継続的に実施することを通じて、利用者の研究能力や技術支援者の

専門能力を向上させる。 
これらの目標を達成するためには、本事業を実施することが、産学官の多様な人材の

交流や共用施設を中核とした知の集約等を通じて、実施する機関にとって研究機能、 

産学官連携機能の強化をもたらすことになるという仕組みが実施する機関の内部に 

構築されることが肝要である。これにより、長期的にはプラットフォームが持続的に 

発展していく枠組みが確立され、我が国のナノテクノロジー研究のさらなる発展に寄与

することが可能となる。 
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【事業概要に関すること】 
Q:公募要領 p. 2 の「2. 事業概要」に「なお、共用設備運用組織は、各機関内において、    

国等の研究プロジェクトで購入された設備であって、当該プロジェクトの遂行に支障の 

ない範囲で他の試験研究に用いることが可能な設備を積極的に把握し、活用することに 

よって、本事業を実施することが期待される。」とあるが、既存の設備を活用する際、   

その設備の所有者から共用設備運用組織へその所有権を移す必要があるのか。 
A:本事業の実施に当たって、国等の研究プロジェクトで購入された設備の所有権を、当該

設備の所有者から共用設備運用組織へ移す必要はありません。 
 
Q:公募要領 p. 2 の「2.2. 実施予定額及び採択件数」に「ただし、審査結果（実施機関数、

採択の条件、留意事項等）等により、各プラットフォーム及びセンター機関の申請された

事業計画は変更されることがありえる。」とあるが、プラットフォームは複数機関の共同

提案であり、個々の機関の提案内容によっては、機関の取捨選択や個々の機関の提案内容に

対しての修正要求が生じるのか、あるいは、複数機関によって共同で提案されたプラット

フォームへの修正要求が生じるのか。 
A:本事業では、３つの技術領域に対応するプラットフォームの採択を予定しており、採択

に当たっては、必要に応じて、代表機関と全国に分布する機関から構成される、それぞれの

プラットフォームに対して採択条件を提示することになります。 
 

2 



【実施体制と運営に関すること】 
Q:公募要領 p. 6 の「4. 実施体制と運営」に「各技術領域のプラットフォームは、概ね全国

7 ブロック(北海道、東北、関東、中信越・北陸、近畿、中国・四国、九州)に分布する機関が

有するナノテクノロジー関連の最先端設備とその利用支援システムから構成される。」と

あるが、プラットフォームの申請に当たって、全てのブロックから機関が参画する必要が

あるのか。 
A:本事業は、「ナノテクノロジーに関わる最先端の研究設備とその活用のノウハウを有する

機関が、緊密に連携して全国的なナノテクノロジー研究基盤（プラットフォーム）を構築

する」ことを目指しているため、全国的な共用設備のプラットフォームを共同で構築し、

産学官の研究者に利用機会を提供していただくことが期待されます。 
 
Q:公募要領 p. 8 の「4.3. 実施機関の業務」で「（２）共用設備の登録、設備ごとの外部共用

率及び外部共用のうち民間企業が占める割合に関する目標の設定」と記載があるが、何を

基準に設定すればよいのか。 
A:「外部共用率」の目標については、公募要領 p. 12 の「5.2. 外部共用率の目標設定」に目安

となる基準を記載しておりますが、「外部共用のうち民間企業が占める割合に関する目標」

については、特段の記載はございません。外部共用に係る目標については、公募要領 p. 12
の「4.2. 代表機関の業務」に記載しているとおり、各プラットフォームの「外部共用業

務実施方針」において定められる「設備ごとの外部共用率及び外部共用のうち民間企業が

占める割合に関する目標設定の方針」に基づき、各実施機関において設定してください。 
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【事業実施の細目に関すること】 
Q:企業による成果非公開の利用を、本事業における外部共用率の算出の際に計上すること

は認められるのか。 
A: 公募要領 p. 12 の「5.1. 外部共用」にあるとおり、本事業における「外部共用」とは、

「①大学の場合は、共用設備の運用主体の組織以外の他部局及び学外の利用者による利用、

②大学以外の機関の場合は、機関外の利用者による利用であって、その成果を公開するもの」

を指します。そのため、企業による成果非公開の利用を、本事業における外部共用率の  

算出の際に計上することは認められません。ただし、公募要領の「5.2. 外部共用率の  

目標設定」にあるとおり、「企業による成果非公開の利用については、本事業の支援対象

とはならないが、企業連携の進展した結果と考えられることから、本事業の支援対象課題

が成果非公開利用に移行することを促す努力が実施機関に求められる。また、このような

努力をプラットフォームの活動実績の評価において考慮することとする。」としています。 
 
Q:本事業において、共用設備の利用者への技術指導を行う技術講習会等による設備利用を

「外部共用」とみなすことは可能か。 
A:本事業における「外部共用」は、公募要領 p. 12 の「5.1. 外部共用」において定義して   

おり、これに該当するものであれば「外部共用」とみなされます。なお、技術講習等に   

よる成果の公開の仕方についても、公募要領 p. 13 の「5.4. 研究成果の公開」にあるように

「各プラットフォーム内で成果公開に係る基準の共通化を図る」ことが求められます。 
（参考）公募要領 p. 12 より該当箇所抜粋 

5.1. 外部共用 
外部共用とは、①大学の場合は、共用設備の運用主体の組織以外の他部局及び学外の

利用者による利用、②大学以外の機関の場合は、機関外の利用者による利用であって、

その成果を公開するものを言う。 
 
Q:各プラットフォームの毎年度の評価はどのように行われるのか。 
A:本事業においては、中間評価、事後評価に加え、毎年度、プラットフォーム運営統括   

会議が、各プラットフォームの活動計画、活動状況及び実績等を審議し、文部科学省は、

その評価結果に基づいて、年度ごとに各プラットフォーム、センター機関への予算配分を

決定することとしております。 
（参考）公募要領 p. 6 より該当箇所抜粋 

文部科学省は、３つの技術領域別のプラットフォームやセンター機関を含めたナノ

テクノロジープラットフォーム全体の運営に関して評価、指導及び助言を行うため、

プラットフォーム運営統括会議を設置する。 
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Q:「共用設備運用組織」を、大学内において、独立した全学的な組織として構築した場合、

学内他部局からの利用は外部共用とみなされるのか。また、海外の機関からの利用は外部

共用とみなされるのか。 
A:公募要領 p. 12 の「5.1. 外部共用」に記載されているとおり、共用設備の運用主体の組織

以外の他部局の利用者による利用については、学内からの利用であっても、その成果を 

適切に公開することにより、外部共用とみなされます。同様に、海外の機関であっても、

学外の利用者による利用であり、その成果を公開すれば、外部共用とみなされます。 
（参考）公募要領 p. 12 より該当箇所抜粋 

5.1. 外部共用 
外部共用とは、①大学の場合は、共用設備の運用主体の組織以外の他部局及び学外の

利用者による利用、②大学以外の機関の場合は、機関外の利用者による利用であって、

その成果を公開するものを言う。 
 
Q:公募要領 p. 12 の「5.2. 外部共用率の目標設定」において、「機能面で共通性を有する  

などの理由により、複数の設備を一体のものとして管理することが適切な場合には、それ

らの設備を一つの設備群として登録し、外部共用率の目標を設定することも可能とする。」

とあるが、設備群としての外部共用率はどのように算出するのか。 
A:「外部共用率」の目標については、公募要領 p. 12 の「5.2. 外部共用率の目標設定」に目安

となる基準を記載しておりますが、「外部共用のうち民間企業が占める割合に関する目標」

については、特段の記載はございません。外部共用に係る目標については、個別の設備と

同様に、設備群についても、公募要領 p. 12 の「4.2. 代表機関の業務に記載しているとおり、

各プラットフォームの「外部共用業務実施方針」において定められる「設備ごとの外部共用率

及び外部共用のうち民間企業が占める割合に関する目標設定の方針」に基づき、プラット

フォーム内の共通の考え方により、各実施機関において算出、設定してください。 
 
Q:外部共用率の目標について、大学の場合、設定された外部共用のうちの学外利用の割合

の目標は自動的に２／３以上に決まるが、外部共用のうち民間企業が占める割合に関する

目標は、その学外利用の割合の中に含まれていると考えていいのか。 
A:公募要領 p. 12 の「5.1. 外部共用」に記載されているとおり、民間企業による利用は、  

その成果を適切に公開することにより、外部共用とみなされることから、学外利用の割合

に含まれることになります。 
（参考）公募要領 p. 12 より該当箇所抜粋 

5.1. 外部共用 
外部共用とは、①大学の場合は、共用設備の運用主体の組織以外の他部局及び学外の

利用者による利用、②大学以外の機関の場合は、機関外の利用者による利用であって、

その成果を公開するものを言う。 
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Q:事業開始後、支援課題の進展に伴い、企業による成果非公開の利用が増えた場合、事業

開始時に登録した外部共用率を変更することは可能か。 
A:本事業では、公募要領 p. 12 の「5.2 外部共用率の目標設定」にあるとおり、「企業による

成果非公開の利用については、本事業の支援対象とはならないが、企業連携の進展した結果と

考えられることから、本事業の支援対象課題が成果非公開利用に移行することを促す努力が

実施機関に求められる。また、このような努力をプラットフォームの活動実績の評価に 

おいて考慮する。なお、上記の成果非公開利用へ移行する課題数の増大など、装置の利用

形態に変化が生じた場合には、外部共用率を変更することを可とする。」こととしており、

成果非公開の利用が増えた場合、事業開始時に登録した外部共用率を変更することは可能

です。なお、変更に当たっての具体的な手続き等については、事業開始後、プラットフォーム

運営統括会議等において、今後検討します。 
 
Q:事業開始後に共用設備の追加や変更等は可能か。 
A:本事業においては、公募要領 p. 13 の「5.3. 共用設備の登録」にあるとおり、支援対象と

なる共用設備を外部供用率に関する目標等とともに事前に登録する必要があります。事業

開始後に共用設備の追加や変更等を行うことも想定しておりますが、具体的な手続き等に

ついては、事業開始後、プラットフォーム運営統括会議等において、今後検討します。 
 
Q:公募要領 p. 13 にある「5.4. 研究成果の公開」に例示されている「成果公開に係る基準」

について、成果報告書などの作成により成果を公表する際に、特許申請などの理由により

記述内容を制限する必要がある場合、どのように記載すればよいのか。 
A:「成果公開に係る基準」については、公募要領 p. 12 の「4.2. 代表機関の業務」に記載して

いるとおり、各プラットフォームの「外部共用業務実施方針」に基づき、第三者が利用内容

を理解できる形での成果公開を徹底した上で、プラットフォーム内で共通化を図ることが

期待されます。そのため、報告書などの作成にあたっては、プラットフォーム内の共通の

考え方に基づき、成果を公開する必要があります。なお、特許取得を意図しているなどの

理由により利用者が公開の延期を希望する場合、成果の公開を最大２年間延期できること

にもご留意ください。 
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Q:公募要領 p. 14 の「5.6 利用料の徴収」において、「実施機関は、利用者から利用料を   

徴収することとする。徴収した利用料は本事業の維持費（例えば、光熱水費や消耗品費）

や設備共用化に必要な経費（講習会費、共用設備の高度化・修繕費等）の一部として、   

委託費を充当する経費以外の経費に充てる。」とあるが、委託費で使用する費目に消耗品

費を挙げた場合、徴収した利用料からは消耗品費を使うことはできないのか。 
A:例えば、委託費に消耗品費を計上した場合であっても、本事業の維持費や設備共用化に 

必要な経費の一部として、徴収した利用料から消耗品費を支出することは可能です。ただし、

委託費と徴収した利用料で、明確に区分経理して消耗品を購入・使用する必要があります。 
 
Q:公募要領 p. 14 の「5.7. 事業の評価」で「文部科学省は事業開始から３年後、６年後に  

中間評価、事業実施期間終了後に事後評価を行う。」とあるが、具体的に何年度に中間評価を

実施する予定なのか。 
A:平成 26 年度及び平成 29 年度中に中間評価を実施する予定です。 
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【応募の要件に関すること】 
Q:公募要領 p. 15 の「6. 応募の要件」で「また、各実施機関は、プラットフォームの運営

を行うために必要な組織体制を構築する必要があることから、機関の長、共用設備運用組織

の長（又はその設置計画に責任を持つ者）及び実施責任者の連名による申請書を作成し、

代表機関を通じて、申請する。」とあるが、私立大学の場合、機関の長とは誰を指すのか。 
A:本事業においては、「6.1. 応募機関の要件」にもあるとおり、実施機関は大学（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。）等となるため、私立大学に

おける機関の長は、「大学の学長」となります。 
（参考）学校教育法（昭和二十二年法律第二十六号） 

第一条 この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、

特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。 
第九十二条第一項 大学には学長、教授、准教授、助教、助手及び事務職員を置かなけ

ればならない。ただし、教育研究上の組織編制として適切と認められる場合には、

准教授、助教又は助手を置かないことができる。 
 
Q:公募要領 p. 15 の「6.1. 応募機関の要件」に「機関内外の利用者が利用可能な共用設備の

運用を主たる目的とした組織体制（機関内の組織規程に明確に位置づけられ専従の職員と

共用の設備を有するもの）を機関内に設置していること、あるいは、２年以内に設置見込み

があること。」とあるが、大学に設置している既存の組織内に共用設備運用組織を設置す

ることは可能か。 
A:想定している組織が、公募要領 p. 15 にある「応募機関の要件」を満たせば、大学の実態

に合わせて、当該組織に共用設備運用組織を設置することは可能です。必ずしも、共用設備

運用組織として、新たに組織を創設する必要はなく、共用設備の運用を主たる目的として

いるのであれば、既存の組織がその役割を担うことは可能です。 
 
Q:事業開始後に参画機関を増やすことは可能か。 
A:事業開始後に参画機関を追加することについては、プラットフォーム運営統括会議や文部

科学省審議会等の議論を経て、その是非を判断することになります。具体的な手続き等に

ついては、事業開始後、プラットフォーム運営統括会議等において、今後検討します。 
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【応募方法に関すること】 
Q:公募要領 p. 17 の「7.2. 応募方法」で、「（３）上記①による実施機関の申請書類は代表  

機関を通じて提出するものとし、上記②、③による申請は、各機関が行うこと。」とあるが、

具体的に実施機関はどのように申請すればよいのか。 
A:応募にあたって、各機関は下記方法により、申請が必要になります。 

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 

実施機関においては、①については代表機関を通じて間接的に書類を提出し、②及び③に

ついては、それぞれの実施機関から直接申請していただくことになります。 
 
Q:実施機関の申請において、共用設備運用組織の長（又はその設置計画に責任を持つ者）

が府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の研究者番号を持っていない（事務職等の）

場合は、どのように申請すればよいのか。 
A:研究者番号を持つ実施責任者等が代理で申請してください。 
 
Q:公募要領 p. 17 の「7.2. 応募方法」に注書きに、「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

書様式Ａ）に記入」とあるが、公益財団法人や大学共同利用機関については、提出の必要

はあるか。 
A:「機関の代表者の選任・任命を国が行う機関」または「機関の代表者が国民の選挙に   

より選任される機関」に該当する機関は、当該書式を提出する必要はありません。その  

ため、公益財団法人については、通常、上記機関に該当しないため、提出していただく  

必要がありますが、一方、大学共同利用機関については、大学共同利用機関法人の長で  

ある機構長の任命を文部科学大臣が行っているため、提出は不要です。 
 
Q:公募要領 p. 20 の「7.9. 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」に「注２）アップロードできる電子媒体の最大容量は１ファイルで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。」とあるが、電子媒体の容量が１ファイルで３ＭＢを超える場合は  

どのようにアップロードすればよいのか。 
A:電子媒体の容量が１ファイルで３MB を超える場合は、図や画像を削除するなどして、 

容量を小さくしてアップロードしてください。 
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【応募の審査に関すること】 
Q:本事業では、プラットフォームは複数機関の共同提案であるが、個々の機関の内容に  

関して別々に審査が行われるのか、あるいは、プラットフォーム全体に対して審査が行わ

れるのか。 
A.公募要領 p. 21 の「8.1. 審査方法」に「文部科学省は、外部有識者からなる審査検討会を

設置し、以下の２段階審査を非公開により行った上で、１つのセンター機関と３つの技術

領域に対応するプラットフォームを採択し、文部科学省から各機関への委託により研究  

支援事業を実施することとする。」とあり、また、「（２）第２次審査」に「技術領域ごと

のプラットフォームの審査では、基本的に代表機関のプラットフォーム運営責任者がプラット

フォーム全体の提案内容を説明することとし、質疑応答を行う。」とあるように、基本的に、

３つの技術領域に対応するそれぞれのプラットフォームに対して審査を行います。 
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【委託費の範囲及び積算等に関すること】 
Q:成果非公開の利用に係る共用業務に対して、本事業の経費から人件費を措置することは

可能か。 
A:公募要領 p. 23 の「10.1. 経費の使途」において「経費については、外部共用に係る費用を

負担することとする」としており、本事業において「外部共用」に該当しない成果非公開

の利用に係る共用業務に対して人件費を措置することは認められていません。なお、同項

にあるとおり、技術支援者に係る経費については、外部共用業務に従事した場合には、  

当該業務に係る人件費を委託費から支出することはでき、成果非公開の利用についても、

同一の技術支援者が従事することは可能です。ただし、勤務時間管理等によりエフォート

管理を確実に行うことが求められますので、ご留意ください。 
 
Q:公募要領の別表１において、人件費の費目内の種別に「補助者」とあるが、一般管理費

ではなく、直接経費の人件費で、事務職員（利用申込受付、経理、情報発信などの業務）

を雇用できるか。 
A:本事業に係る業務として業務計画書に書かれている業務に従事する事務職員であれば、

雇用することは可能です。なお、技術支援者と同様、勤務時間管理等によりエフォート  

管理を確実に行うことにより、同一の事務職員が他の業務を行うことも可能です。 
 
Q:公募要領の別表１において、「外国旅費」と記載があるが、本事業に従事する技術支援者

が学会発表等のために外国出張することは可能か。 
A:公募要領 p. 23 の「10.1.の経費の使途」にあるように、「経費については、外部共用に   

係る費用（人件費、業務実施費等。費目等は別表１参照。）を負担する」こととしており

ます。外国旅費については、センター機関における海外のネットワークとの連携に係る  

経費などを想定しており、単に学会発表等のために外国出張することであれば、基本的に

は「外部共用に係る費用」に該当しないと考えられます。 
 
Q:本事業の予算で大学本部から請求されるスペースチャージを支払うことは可能か。 
A:公募要領 p. 23 の「10.1.の経費の使途」にあるように、「経費については、外部共用に   

係る費用（人件費、業務実施費等。費目等は別表１参照。）を負担することとする。ただし、

設備改修等については、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する。」こととしております。業務実施費から光熱水料や借損料等を

支払うことは可能ですが、基本的には一般管理費から大学本部への経費を支出していただく

こととなります。なお、スペースチャージの位置付けが機関によって異なることが想定 

されるため、プラットフォーム内で経費の使途の考え方について、認識を共有している 

ことが期待されます。 
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【研究成果の取扱いに関すること】 
Q:公募要領 p. 23 の「11.2 の成果の利用」において、「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）できるのは受託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。」とあるが、成果は本事業の受託機関に所属

する職員しか利用できず、利用者は取得できないのか。 
A:本項目は、本事業の受託機関が印刷物の作成などの役務作業を外部へ発注した際、当該

請負先は本事業の成果の利用（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）を制限する趣旨であり、本事業の受託機関及び利用者に対して、成果の利用を制限  

するものではありません。 
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13 

【提案書に関すること】 
Q:応募様式の表紙において、それぞれ職印を求めているが、実施責任者やプラットフォーム

運営マネージャーなど、職印がない場合はどのように対応すればよいか。 
A:職印がない場合は、個人印など、代わるもので押印ください。 
 
Q:実施機関の提案書にある「共用設備運用組織の長又はその設置に責任を持つ者」と「実施

責任者」は同一人物でもよいか。 
A:実施機関における「共用設備運用組織の長又はその設置に責任を持つ者」と「実施責任者」

は、同一人物でも構いません。 
 


