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Ⅰ．事業概要 

 
 

１．はじめに 

「国家基幹研究開発推進事業」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、優れた提案を採択し、研究開発活動のより一層の活性化を図る

ため、平成 23年度より、複数の競争的資金を統合し一体として推進するものであり、この中に

「脳科学研究戦略推進プログラム」も位置づけられます。 

 

２．脳科学研究戦略推進プログラムについて 

（１）事業の目的 

文部科学省では、『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するため、平成２０年度より「脳科学研究戦略推進プログラム」を実施し

ています。 

本プログラムは、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（競争的資金制度の運用に

ついて総括する責任者。以下、「ＰＤ」という。）及びプログラムオフィサー（競争的資金制度

の運用についてＰＤをサポートし実務を行う者。以下、「ＰＯ」という。）の指導・助言の下、「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）、「心身の健康を維持する脳の分子

基盤と環境因子」（課題Ｅ）、「精神・神経疾患の克服を目指す脳科学研究」（課題Ｆ）、「脳科学

研究を支える集約的・体系的な情報基盤の構築」(課題Ｇ)の四つの研究開発課題と生命倫理等

に関する課題の解決に関する研究（生命倫理課題）を実施しています。本プログラムでは課題

を円滑に取り進めるため、ＰＤ、ＰＯや関係機関との連絡調整等を行うとともに本プログラム

の実施に必要な業務の補助を遂行する事務局を設置しています。 

 

（２）実施方法 

本プログラムは、「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２４年１２月改正）」の定めにより、本事業を実施する機関に対して委託契約を行い

ます。 

 

３．公募課題の内容 

（１）公募対象課題 

 今回の公募では、本プログラムのうち、以下の課題について公募を行います。 

  ・脳科学研究戦略推進プログラムの運営事務 
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（２）公募課題の内容 

本課題では、本プログラムを円滑に取り進めるための運営事務を行うことを目的として、事

務局を設置し、以下の内容を実施します。 

○ ＰＤ及びＰＯが実施する業務の補助 

○ 啓発活動及び広報活動（アウトリーチ活動のためのシンポジウム、ワークショップ等の

イベントの企画・開催、報告書・パンフレットの作成・発行、ウェブサイトの運営等） 

○ 知的財産権取得に関するサポート 

○ 動物実験の倫理面におけるサポート 

○ 研究に対するＥＬＳＩ（倫理的・法的・社会的課題）に関するサポート 

 

（３）実施体制の要件及び実施にあたっての留意事項 

本課題を実施するに当たり、体制等の要件は以下のとおりです。 

○ 本プログラム専従の事務局員を配置できること。 

○ 神経科学分野において研究経験を有し、博士号を取得した者を２名以上要すること。 

○ 啓発活動及び広報活動（アウトリーチ活動のためのシンポジウム、ワークショップ等

のイベントの企画・開催、報告書・パンフレットの作成・発行、ウェブサイトの運営

等）の経験を有し、これらを円滑に実施できること。 

○ 本プログラム参画機関が実施する研究の知的財産権取得に関し、業務経験を有した者

によるサポートを適切に実施できること。 

○ 本プログラム参画機関が実施する研究の動物実験に関する倫理面におけるサポートを

適切に実施できること。 

○ 本プログラム参画機関が実施する研究に対するＥＬＳＩ（倫理的・法的・社会的課題）

に関するサポートを適切に実施できること。 

 

（４）申請者等の要件 

本課題は、機関を対象として公募します。そのため、課題の申請は機関長名で行うものとし、

以下の条件を満たす機関であることが必要です。 

①申請機関は、以下に示す国内の大学、研究開発機関、企業等とします。 

・ 大学及び大学共同利用機関法人 

・ 国公立試験研究機関 

・ 独立行政法人、特殊法人及び認可法人 

・ 特例民法法人又は一般社団・財団法人若しくは公益社団・財団法人 

・ 民間企業（法人格を有する者） 

・ 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 

 

なお、委託契約の履行能力を確認するため、審査時に、機関の営む主な事業内容、資産
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及び負債等財務に関する資料等の提出を求めることがあります。 

 

また、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に記入し、所属機関長による署名（自署に限る。公

印不要。）のうえ、郵送または e-Radにて提出してください。誓約書を提出せず、又は虚偽

の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の契約を無効とします。

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） 

 

②機関及び機関の長が次のア）～ウ）の全ての要件を満たすことが求められます。 

 ア）「予算決算及び会計令」（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条（別添１）の規定に

該当しない者であること。なお、未成年者、被補佐人、又は被補助人であって、契約

の締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当す

る。 

 イ）「予算決算及び会計令」第７１条（別添１）の規定に該当しない者であること。 

 ウ）文部科学省から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 

 

③課題が採択された場合に、課題の実施に際し、所属機関の施設及び設備が使用できる機

関であることが必要です。 

 

④課題が採択された場合に、課題の契約手続き等の事務を行うことができる機関であること

が必要です。 

 

⑤課題が採択された場合に、本事業の遂行で発生する知的財産権（特許、著作権等を含む）

に対して、責任ある対処を行うことができる機関であることが必要です。 

 

（５）委託契約の締結等 

①実施予定額と採択予定数 

運営事務に要する経費は、課題に係る直接経費と一般管理費で構成され、平成２５年度

の予定額は、文部科学省が指定するイベント件数、人員数の積算によるものとします。

平成２３年度の実績は約６千５百万円（直接経費のみ）であり、平成２５年度もほぼ同

額を見込んでいます。 

採択件数は、１件です。 

 

※ 平成２６年度以降の額については、採択後、文部科学省との協議によります。 
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②実施期間 

原則として平成２５年度末までです。 

ただし、平成２９年度末まで延長する場合もあります。 
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Ⅱ．選考実施方法 

 
１．募集から契約までのスケジュール 

本課題における募集から契約までのスケジュールの概略を以下に示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（＊１） ヒアリング審査対象機関に対しては、業務主任者又は事務連絡担当者へヒアリング

審査の実施前に予め連絡します。 

（＊２） 申請機関に対して採択の可否の通知書の送付を行います。 

 

２．応募書類の受付等 

募集期間及び応募書類の提出先等は以下のとおりです。応募書類の提出は、原則として府省

共通研究開発管理システム（以下、「e-Rad」という）による方法とし、応募書類は提出期限内

に提出してください。 

（１）応募書類様式の入手方法 

応募書類の様式等、応募に必要な資料の入手については、e-Radポータルサイト※あるい

は独立行政法人科学技術振興機構（以下「ＪＳＴ」という）のホームページ

（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh25-1.html）からダウンロードしてください。 

応募受付 

（平成２５年４月２３日（火）～５月１４日（火）１３：００） 

事業開始予定 

（６月１日） 

書面審査 

（５月中旪） 

採択機関決定及び契約締結 

（５月下旪） 

ヒアリング審査 

平成２５年５月１７日（金）（予定） 

（＊1） 

（＊2） 
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※ e-Radとは、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

システムです。 

e-Radポータルサイト  http://www.e-rad.go.jp/ 

 

（２）応募書類受付期間 

平成２５年４月２３日（火）～ 平成２５年５月１４日（火）１３：００（厳守） 

（以下（３）②の郵送が必要な応募書類は期日までに必着） 

 

（３）応募書類の提出方法及び提出先 

①e-Radを用いた応募書類の作成・提出等 

応募は、e-Rad を通じて行っていただきます（但し、以下②の書類については、郵送に

よる提出も必要です）。 

なお、申請機関の e-Rad への登録申請が困難であるなど、e-Rad による応募が困難な場

合には、あらかじめ余裕を持って e-Rad ヘルプデスクまでお問い合わせください。（参考

１：「府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について」を参照のこと） 

   

②郵送が必要な応募書類の提出方法 

・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 

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 

 

③留意事項 

・郵送中の事故等については、当方は一切の責任を負いません。 

・郵送が必要な応募書類を持参した場合には、一切受理しません。  

・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ません。 

また、応募書類に不備がある場合は、審査対象とはなりません。 

・応募書類を受領した後の修正（差し替え含む）は、一切受け付けません。 

・応募書類は返却しません。 

・応募書類については、実施機関等の課題選考のためにのみ利用します。応募内容に関す

る秘密は厳守します。 

・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します。 

・ＪＳＴにて受領した際には、電子メールにて受領通知を送付しますので、審査が終了す

るまで申請者にて保存してください。 



7 

 

（４）応募に当たっての注意事項 

・応募に対する機関の承認 

採択後に契約行為を伴いますので、応募しようとする業務主任者は、所属する申請機

関（文部科学省と直接委託契約を締結する機関）の長の了承を取った上で応募書類を提

出してください。 

なお、所属機関の事務担当者は e-Radにより応募内容を閲覧することができます。 

・課題実施内容の調整 

課題の選考、実施に当たっては、予算の制約等の理由から、計画の修正を求めること

があります。また、今後、課題の実施に割り当てられる経費・実施期間は、予算の成立

（国会承認）を前提とし、予算状況により変わる場合がありますので、あらかじめご了

承ください。 

 

３．審査及び採択 

課題の採択に当たっては、外部有識者による委員から構成される課題選考委員会の審査で採

択課題候補案を選び、これを基に文部科学省が採択課題を決定します。 

 

（１）審査・選考方法等 

・ 本事業に関する審査は、文部科学省に設置した課題選考委員会において行います。 

・ 課題選考委員会は、業務主任者から提出された申請書の内容について、下述（２）選考

の観点（審査項目）に基づき、書面審査及びヒアリング審査を行い、合議審査により採

択課題を選考します。 

・ ヒアリング審査は、書面審査で選考された課題のみ実施します。また、ヒアリング審査

までの間に、追加資料の提出を求める場合があります。 

・ 書面審査及びヒアリング審査の結果、応募内容の修正、不足部分の追加を求め再審査、

又は、再公募を実施し、ヒアリング審査を別途実施する場合があります。 

・ 審査は非公開とし、課題選考に携わる委員が、応募機関と関係している場合又は利害関

係にある場合は審査（評点の採点を含む）を行わないものとします。 

・ 課題選考委員には審査の過程で取得した一切の情報を、委員の職にある期間だけではな

く、その職を退いた後でも第三者に漏洩しないこと、情報を善良な管理者の注意義務を

もって管理すること等の秘密保持を遵守することを義務づけています。 

・ 課題選考委員会は、必要に応じて、申請書に記載のあった計画内容や、機関・組織体制

等について、文部科学省が採択課題を選考するに当たっての意見を述べることがありま

す。 

・ 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します。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ません。 

・ 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、課



8 

 

題選考委員等についての情報を公開します。 

（２）選考の観点（審査項目） 

課題実施機関は、様式２に記載された選考の観点に基づき総合的に審査を行い採択します。 

 

（３）選考結果の通知 

ＪＳＴまたは文部科学省から、ヒアリング審査対象課題の業務主任者又は事務連絡担当

者に対して、ヒアリング実施の連絡をします。また、採択課題決定後、審査結果（採択の

可否）の通知書の送付を行います。 

また、採択にあたっては、課題選考委員会が課題の内容、実施期間、課題の実施等に関

し、条件を付すことがあります。 

 

４．公表等 

（１）採択された課題に関する情報の取扱い 

   採択された課題に関する情報（事業名、課題名、実施機関名、業務主任者名、予算額及び

実施期間）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」であるものとしま

す。これらの情報については、採択後適宜本制度のホームページにおいて公開します。 

 

（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ります。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ご協力いただくことがあります。 

※「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、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ます。 

 

５．問合せ先 

本事業に関する問合せは、文部科学省研究振興局ライフサイエンス課及びＪＳＴにて受け付

けます。 

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合せは、e-Radヘルプデスク

にて受け付けます。e-Rad のポータルサイト（以下、「ポータルサイト」という。）をよく確

認の上、問合せてください。 

なお、審査状況、採否に関する問い合わせには一切回答できません。 
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制度・事業に関する問合せ

及び応募書類の作成・提出

に関する手続き等に関す

る問合せ 

文部科学省研究振興

局 ライフサイエン

ス課 

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） 

担当者：横井、村田、志岐 

応募書類の作成・提出に関

する手続き等に関する問

合せ 

独立行政法人科学技

術振興機構（ＪＳＴ）

研究振興支援業務室 

TEL:03-5214-7990（代表） 

E-mail：noukagaku@keytech.jst.go.jp 

担当者：石野、藤巻、東 

府省共通研究開発管理シ

ステム（e-Rad）の操作方

法に関する問合せ 

府省共通研究開発管

理システム（e-Rad） 

ヘルプデスク 

0120-066-877 

午前 9:00～午後 6:00※土曜日、日曜日、

祝祭日を除く 

   ○ ポータルサイト：http://www.e-rad.go.jp/ 

 

 

http://www.e-rad.go.jp/
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Ⅲ．委託契約の締結等 

 

１．委託契約の締結 

（１）契約条件等 

採択された課題については、予算の成立を前提に、文部科学省と業務主任者の所属する機

関（受託者）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

ことになります。契約を締結するにあたっては、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、採択された課題であっても取り消しとなることがあります。 

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また、年度途

中での計画の見直し等による契約変更を行うことがあります。 

 

（２）契約の準備について 

課題の採択後、速やかに契約作業が進められるよう、受託者は、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

あります。 

 

（３）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」に基づき、

必要となる事務処理を行ってください。 

 

（４）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していただく委託業務実績報

告書を受けて行う委託費の額の確定等において、課題の実施に要する経費の不正使用又は当

該委託業務として認められない経費の執行等が判明した場合は、経費の一部又は全部が支払

われないことがあります。 

 

２．委託費の範囲及び積算等 

（ｌ）委託費の範囲 

委託費の範囲は、課題の実施に係る直接経費と一般管理費とします。各項目の内容は、

別添２「大項目・中項目一覧表」を参照してください。 

なお、本課題については、以下のとおり大項目構成を設定しています。 
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大項目 中項目  

設備備品費   

試作品費   

人件費  業務担当職員、補助者、社会保険料等事業

主負担分、派遣職員  

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  

一般管理費   

 

（２）委託費の積算 

課題の実施に必要な経費を項目ごとに算出し、総額を計上してください。その内容は様式

２及び様式３に記載してください。なお、様式２については、実施機関が分かるように記載

してください。 

 

（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ものとします。

ただし、文部科学省が必要と認める場合には、委託費の全部又は一部を概算払いすることが

できます。 

 

３．課題の管理と評価 

（１）課題の管理 

毎年度、委託業務成果報告書等の提出を求めます。また、ＰＤ・ＰＯによる進捗状況の確

認を行う場合があり、そのために必要な関連する報告を求めるとともに、実施場所において

実際の実施状況の確認を行うことがあります。 

その結果、進捗状況に応じて、計画の変更、課題の中止等を求めることがあります。 

 

（２）課題の評価 

 平成２９年度末まで延長する場合は、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場合のみ事業の継続を決定し、最終年

度である５年度目に事後評価を実施します。 

 なお、中間・事後評価における評価結果については、原則として公開することとします。 
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４．成果の取扱い 

（１）委託業務成果報告書の提出 

受託者は、毎年度の成果をとりまとめた委託業務成果報告書（要約版を含む。）を、電子媒

体（Windows版のコンパクトディスク（CD-R））で提出していただきます。電子媒体は、ファ

イル形式を PDF 形式とします。委託業務成果報告書は、文部科学省の図書館等で公開されま

す。 

なお、執行管理事務委託先が主催する成果報告会で発表を求めることがあります。 

 

（２）成果の帰属 

課題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

の下で受託者に帰属させることができます。その詳細については契約時に定める契約条項に

よることとします。 

 

（３）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、受託者に所属する職員であり、国内外に係わらず請負先は利用できません。 

 

 （４）成果のオープンアクセスの確保 

   受託者は、可能な限り成果のオープンアクセスを確保するよう努めてください。 

 

５．取得資産の取扱い 

（ｌ）所有権 

委託費により取得した資産の所有権は、「額の確定」後、文部科学省に移転していただきま

す。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ります。 

なお、設備備品等については、受託者が文部科学省との契約条項に従って善良な管理を行

ってください。 

 

（２）課題終了後の設備備品等の取扱い 

課題終了後における設備備品等の資産の取扱いについては、別途文部科学省との協議とな

ります。 
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Ⅳ．応募書類の作成と注意 

 

１．応募書類の取扱い 

応募書類は、応募者の利益の維持、「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」

等の観点から、審査以外の目的には使用しません。応募内容に関する秘密は厳守します。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）

をご参照ください。 

この法律を厳守した上で、応募内容のうち、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（又は採択課題・事業）内容の一部に関する情報を、e-Radなどを通じて、

他府省等を含む他の競争的資金の担当部門に情報提供する場合があります。（また、他の競争

的資金制度におけるこれらの重複応募等の確認を求められた際に、同様に情報提供を行う場合

があります。） 

２．応募書類の作成 

既述の「Ⅱ.２.応募書類の受付等」のとおり、応募に当たっては e-Rad にて行います。応募

書類の作成に当たっては、以下に示す注意事項とともに、e-Radの操作マニュアルをよくご覧く

ださい。応募書類に不備がある場合、受理できないことがありますので注意してください。な

お、応募に際しては、「府省共通研究管理システム（e-Rad）」で使用する研究者番号及び所属研

究機関コードが必要となります。登録されているか確認の上、未登録の場合には参考１「府省

共通研究開発管理システム（e-Rad）について」をご覧の上、登録手続きを行い取得してくださ

い。登録には２週間程必要となりますので早めの申請をお願いします。 

 

（ｌ）応募書類の様式 

応募書類の様式は、様式１～様式４とします。 

全ての課題の実施者について、様式３および４に必ず記載してください。記載されていな

い場合は、課題の実施者として参画できないことがあります。様式４には、前述の研究者番

号及び所属研究機関コードを記載してください。 

応募書類の様式等、応募に必要な資料の入手については、e-Rad ポータルサイトあるいは

ＪＳＴのホームページ（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh25-1.html）からダウンロー

ドしてください。 

 

（２）応募書類の提出 

応募書類の提出は、e-Radにて行います。詳細は、Ⅱ．２．（３）をご参照ください。 

e-Radの使い方は、e-Radポータルサイトをよくご覧ください。 

 

http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh25-1.html
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（３）応募書類の作成及び提出上の注意 

① 応募書類の記載（入力）に際しては、本項目及び様式１～様式４に示した記載要領に従

って、必要な内容を誤りなく記載してください。 

② 応募書類は日本語で作成してください。 

③ 入力する文字のサイズは１０.５ポイントを用いてください。 

④ 数値は原則として半角で入力してください。（（例）郵便番号、電話番号、金額、人数等） 

⑤ 郵便番号は７桁で記入してください。 

⑥ 用紙の大きさは、全て日本工業規格Ａ４版とします。 

⑦ 様式の枚数等の制限を守ってください。枚数制限が無い場合でも、利用する e-Rad にお

いてアップロードできるファイルの容量に制限があることにご注意ください（Ⅱ．２．

（３））。 

⑧ 応募書類は、通し頁番号を中央下に必ず付けてください。 
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（別添１） 

 

予算決算及び会計令（抄） 

 

第７０条  

契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第２９条の３第１項の競争（以

下「一般競争」という。）に付するときは、特別な理由がある場合を除くほか、当該契約を

締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者を参加させることができない。  

 

第７１条  

契約担当官等は、次の各号の１に該当すると認められる者を、その事実があつた後２年間一

般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する

者についても、また同様とする。  

一 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数

量に関して不正の行為をした者  

二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るため

に連合した者  

三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者  

四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者  

五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつた者  

六 前各号の１に該当する事実があつた後２年を経過しない者を、契約の履行に当たり、

代理人、支配人、その他の使用人として使用した者  

 

２ 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参

加させないことができる。  
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（別添２） 

大項目・中項目 一覧表 

大項目 中項目  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、文部科学省の指示で資産

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  

派遣職員 

業務担当職員と補助者は必ず別の中項目とすること。さらに単価の違

いに応じて、「主任研究員」「研究員Ａ」「部長級」等と細分した中

項目を用いてもよい。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  

中項目欄は、上記の各大項目に含まれない、（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、間接経費を計上できない委託契約において、委託業務

を実施するうえで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。 

一般管理費率は、①委託先の規程、規程がない場合は②契約時の直近

３か年の損益計算書等により算出された一般管理費率と③１０％を

比較して、いずれか低い方とする。一般管理費の率は、一契約期間中

においては変動しない。 
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（参考１） 

 

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について 

 

１．府省共通研究開発管理システム（e-Rad）について 

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です。 

※「e-Rad」とは、府省共通研究開発管理システムの略称で、Research and Development（科

学技術のための研究開発）の頭文字に、Electric（電子）の頭文字を冠したものです。 

   

２．e-Radを利用した応募方法 

応募は府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を通じて行っていただきます。その他、本事

業への応募に当たっては、別途、郵送等で送付が必要になる書類がありますので十分ご注意く

ださい。 

 応募の流れについては、参考を参照してください。 

 また、応募の際は、特に以下の点に注意してください。 

 

（１）e-Rad使用にあたる事前登録 

e-Radの使用にあたっては、研究機関及び研究者の事前登録が必要となります。 

 

①研究機関の登録 

応募にあたっては、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り

ます。 

研究機関で１名、e-Rad に関する事務代表者を決めていただき、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、登録申請を行ってください。登録手続

きに日数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕をもって登録手続きをしてくだ

さい。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

録する必要はありません。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ありません。 

 

②研究者情報の登録 

本制度に応募する際の実施担当者を研究者と称します。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ります。 

ポータルサイトに掲載されている研究機関向け操作マニュアルを参照してください。 
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（２）e-Radへの応募情報入力 

システムへの応募情報入力にあたっては、ポータルサイトに掲載されている研究者用マニ

ュアルを参照してください。 

＜注意事項＞ 

①電子媒体に貼り付ける画像ファイルの種類は「GIF」「BMP」「PNG」形式のみとしてく

ださい。それ以外の画像データを貼り付けた場合、正しく PDF形式に変換されません。

画像データの貼り付け方については、研究者向け操作マニュアルを参照してください。 

②アップロードできる電子媒体は１ファイルで最大容量は 10MBです。 

③電子媒体の様式は、アップロードを行う前に PDF 変換を行う必要があります。PDF 変

換はログイン後のメニューから行って下さい。また、同じくメニューから変換ソフト

をダウンロードし、お使いのパソコンへインストールしてお使いいただくことも出来

ます。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りますので、変換

された PDF ファイルの内容をシステムで必ず確認してください。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してください。 

④研究機関からの承認が必要な応募課題の情報は、「未処理一覧」画面から確認するこ

とができます。 

⑤提出締切日までにシステムの「応募課題管理」画面の「申請進行ステータス」が「配

分機関処理中」となっていない申請は無効となります。正しく操作しているにも関わ

らず、提出締切日までに「配分機関処理中」にならなかった場合は、ＪＳＴまで連絡

してください。 

 

（３）その他 

応募書類に不備等がある場合は、審査対象とはなりませんので、公募要領及び応募書類作

成要領を熟読のうえ、注意して記入してください。（応募書類のフォーマットは変更しない

でください。）応募書類の差し替えは固くお断りいたします。また、応募書類の返却は致し

ません。 

 

３．操作方法等 

（１）e-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きます。利用規約に同意の上、応募してください。 

 

（２）e-Radの利用可能時間帯 

（月～日）０：００～２４：００（２４時間３６５日稼働） 

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

ります。 

http://www.e-rad.go.jp/
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運用停止を行う場合は、ポータルサイトにて予めお知らせします。 

 

（３）問い合わせ先 

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は、e-Radヘルプ

デスクにて受け付けます。e-Rad のポータルサイト（以下、「ポータルサイト」という。）

をよく確認の上、問い合わせてください。 

なお、審査状況、採否に関する問い合わせには一切回答できません。 

 

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 

0120-066-877 

午前 9:00～午後 6:00※土曜日、日曜日、

祝祭日を除く 

   ○ ポータルサイト：http://www.e-rad.go.jp/ 

 

（２）e-Rad上の課題等の情報の取扱い 

採択された個々の課題に関する情報（制度名、研究課題名、所属研究機関名、研究代表者

名、予算額及び実施期間）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

るものとします。これらの情報については、採択後適宜本制度のホームページにおいて公開

します。 

 

４．システムを利用した応募の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所属研究機関が行います 

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、

登録申請を行います。登録手続きに日数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕をもっ

て登録手続きをしてください。 

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

所属研究機関が行います 

事務代表者のログイン 

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）

が届きます。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します。 

 

参照マニュアル：所属機関事務代表者用マニュアル「Ⅰ1.7ログイン」 

 

http://www.e-rad.go.jp/
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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してくださ

い。 

 

研究者が行います 

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

式をダウンロードします。もしくは、ＪＳＴホームページ

（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh25-1.html）から当該ファイルをダウンロードします。 

参照マニュアル：研究者用マニュアル「Ⅰ1.7ログイン」「Ⅱ1.1公開中の公募一覧」 

研究者が行います 

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します。 

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ります。 

 

参照マニュアル：研究者用マニュアル「Ⅱ1.1公開中の公募一覧」 

所属研究機関が行います 

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します。     

参照マニュアル：研究機関事務分担者用マニュアル「Ⅱ1.5未処理一覧」、 

研究機関事務代表者用マニュアル「Ⅱ1.6未処理一覧」  

 

文部科学省にて応募情報を受理 

所属研究機関が行います 

部局情報、事務分担者情報、職情報、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）、職情報、

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

を発行します。 

参照マニュアル：所属機関事務代表者用マニュアル「Ⅱ3.3部局情報管理」「Ⅱ3.4事務分担者

情報管理」「Ⅱ3.1(E)職情報の登録」「Ⅱ2.2新規登録/所属追加」 
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５．システムへの応募情報入力時の注意事項 

①システムへの応募情報入力に当たっては、 

ア）Webで直接入力が必要な内容 

イ）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、作成が必要です。 

 

ア）については、代表研究者が、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になります。 

【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】 

・ 課題区分のチェック 

【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】 

・ 代表研究者、分担研究者の直接経費・間接経費（一般管理費）のそれぞれの額、エフォ

ート 

・ 分担研究者の所属機関コード、部局名、職名 など 

【採択状況の入力】 

・ 代表研究者の他の応募の助成の有無、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 

 

ア）については、様式１～４及び別紙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、応募してください。「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してください。 

 

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」形式のみとしてく

ださい。それ以外の画像データを貼り付けた場合、正しく PDF形式に変換されません。

画像データの貼り付け方については、研究者向け操作マニュアルを参照してください。 

注２）アップロードできる電子媒体のファイルの最大容量は 10ＭＢです。 
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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ます。

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りますので、変換された

PDF ファイルの内容をシステムで必ず確認してください。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してください。 

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」

となっていない申請は無効となります。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してくだ

さい。 

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ます。 

注６） エフォートは、１００％を超えないように管理ください。１００％を超える場合に

は修正が必要になります。（研究者マニュアル Ⅱ1.6応募/採択状況（エフォート管理）

を参照ください。） 
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（参考２） 

 

エフォートの考え方 

 

 

エフォートの定義について 

○ 第３期科学技術基本計画によれば、エフォートは「研究に携わる個人が研究、教育、管理業

務等の各業務に従事する時間配分」と定義されています。 

○ 研究者の皆様が課題を申請する際には、当該研究者の「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」を記載していただくことになります。 

○ なお、この「全仕事時間」には、研究活動にかかる時間のみならず、教育活動や管理業務等

にかかる時間が含まれることに注意が必要です。 

 

○ したがって、エフォートの値は、研究計画の見直し・査定等に応じて、変更し得ることにな

ります。 

 

例：年度途中にプロジェクトαが打ち切られ、プロジェクトβに採択された場合の全仕事時

間の配分状況（この他、プロジェクトγを一年間にわたって実施） 

教育活動
20％

管理業務
10％

教育活動,
20％

管理業務
10％

0 20 40 60 80 100

４月～９月

10月～

プロジェクトα プロジェクトβ プロジェクトγ 教育活動 管理業務

 

○ このケースでは、９月末でプロジェクトαが終了（配分率４０％）するとともに、１０月か

ら新たにプロジェクトβが開始（配分率５０％）されたことにより、プロジェクトγのエフ

ォート値が３０％から２０％に変化することになります。 

 

 

プロジェクトα 

４０％ 

プロジェクトβ 

５０％ 

プロジェクトγ 

２０％ 

プロジェクトγ 

３０％ 


