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第１ 次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラムの概要 
 

次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラムは、次世代のがん医療の確立に向けて、基礎研究の有

望な成果を厳選し、日本発の革新的な診断・治療薬に資する新規化合物等の「有望シーズ」の開発を

戦略的に推進するため、平成23年度から文部科学省が実施している委託研究事業です。 
また、本研究事業は、平成 26 年度から内閣総理大臣を本部長とする健康・医療戦略推進本部の下、

「ジャパン・キャンサーリサーチ・プロジェクト」1の中に位置付けられ、厚生労働省が所管する「革

新的がん医療実用化研究事業」2や、独立行政法人医薬基盤研究所を中心とする「創薬支援ネットワー

ク」3との有機的連携のもと、一体的に推進されることとなりました。本研究事業実施の結果、一定の

成果が認められた研究課題については、革新的がん医療事業化研究事業において採択にあたり配慮さ

れることとなっています。 
本事業は、医療分野における一元的な研究管理の実務を担う独立行政法人日本医療研究開発機構の

設立後、実施の主体等が同法人に移管される予定です。 
 
 

第２ 事業の構成 
 

別添１「プログラムの実施体制」も御参照ください。 
 

１ ヘッドクォーター部門 
本プログラムでは、「革新的がん医療シーズ育成領域」及び「がん臨床シーズ育成領域」の２研

究領域が連携し、更に各研究領域に対して専門的な開発技術を提供する「研究支援基盤」を置き、

研究開発を強力に推進する体制をとっています。平成 26 年度からは、新たに「創薬基盤融合技術育

成領域」を置き、「研究支援基盤」を強化して、研究開発をより一層強力に推進します。 
この体制を機動的かつ円滑に運営するため、「次世代がん医療創生研究ヘッドクォーター（Ｈ

Ｑ）部門」が、プログラム全体をマネジメントしています。更にＨＱ部門には、研究成果の実用化

に向けた「知的財産」と臨床検体利用に対応する「研究倫理」の専門チームを配置し、社会への還

元とコンセンサスを確保する活動も行っています。 
 
 
２ 研究支援基盤 

共通の研究支援基盤を設置し、各研究領域の推進に必要な技術支援を行います。 
「革新的がん医療シーズ育成領域」では、薬剤のスクリーニング支援、合成展開支援、分子標的

の妥当性検証や薬効評価の支援など薬剤開発研究のための支援を行います。また、「がん臨床シー

ズ育成領域」では、次世代シーケンサーを用い、全エクソン配列を中心に、臨床検体を用いたゲノ

ム・エピゲノム解析の支援を行います。さらに、平成 26 年度に強化する研究支援基盤では、核酸医

                                                 
1 ジャパン・キャンサーリサーチ・プロジェクト：がん対策推進基本計画（平成24年 6月閣議決定）に基づき策定された「がん研究10か

年戦略」（平成26年 3月関係大臣確認）を踏まえ、関係省庁の所管する研究関連事業の連携のもと、がんの本態解明に係る基礎研究か

ら実用化に向けた研究まで一体的に推進する。 
2 革新的がん医療実用化研究事業：研究成果を確実に医療現場に届けるため、応用研究後半から臨床研究にて、革新的な診断・治療等、が

ん医療の実用化を目指した研究を強力に推進する。 
3 創薬支援ネットワーク：アカデミア等の優れた基礎研究の成果を確実に医薬品としての実用化につなげるため、医薬基盤研究所に設置し

た創薬支援戦略室が本部機能を担い、「死の谷」と呼ばれる応用研究（とくに最適化研究～非臨床試験まで）の段階を中心に、切れ目の

ない実用化支援を行う。 
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薬等のドラッグデリバリー（ＤＤＳ）技術の提供やＰＥＴ等のイメージング技術の提供といった技

術支援を行います。 

 

 

３ 革新的がん医療シーズ育成領域 
 

がんの基礎研究の成果が素早く分子標的治療や診断、予後判定に応用される欧米のすう勢と比べ

て、我が国では研究成果の医療への応用を加速する仕組みが十分に機能していないことが指摘され

てきました。その原因の一つとして、基礎研究から創薬研究への展開を支援する仕組みがないこと

が挙げられます。本研究領域では、独創的ながん研究の成果に基づいてイノベーティブな治療法開

発を推進することを目指しており、研究期間内に分野ごとに設定された数のリード化合物や抗体等

を得ることを目標としています。 
本研究領域は、がん研究の多様性に基づき、既存の５研究分野に新規２研究分野を追加した７研

究分野を設定して開発研究を推進し、各研究分野はチームリーダーが統括しています。 
 

【各研究分野の概要】 
① がん幹細胞を標的とした根治療法の実現 

近年、がん組織の不均一性に関する説明として、一部の細胞のみが腫瘍形成能を持つことが

報告され、この腫瘍起源細胞(tumor-initiating cell)（以下「がん幹細胞」という。）が再

発、転移、治療抵抗性・耐性等のがん悪性進展現象を理解する上で重要な鍵となると考えられ

るようになった。本研究分野では、がん幹細胞の特性の解明や抗がん剤や分子標的薬剤の治療

耐性・抵抗性のメカニズムの解明と、そこに関わる機能分子を特定するという一連の研究成果

を医薬品開発へとつなぐ開発研究を推進する。また、研究期間中に新規抗がん剤のリード化合

物又はリード抗体を４種取得することを目標とする。 
 

② がん微小環境を標的とした革新的治療法の実現 
近年のがん研究は、がん細胞自体の特性だけでなく、がんを組織として大局的に捉え、「が

ん細胞とそれを取り巻く局所環境（微小環境）との相互関係」という概念を取り入れることで

新たな進展を遂げている。がん微小環境は、線維芽細胞・炎症細胞・免疫細胞・血管・リンパ

管等で構成されているが、がん細胞はこれらの正常細胞群との相互作用に依存して、自己の生

存・増殖に有利な微小環境を形成させている。また、がん細胞が浸潤・転移する際にも、原発

巣及び転移先の微小環境細胞群が産生するシグナル因子が大きく寄与している。本研究分野で

は、このようながん微小環境の特性を規定する分子群に着目し、創薬に向けた開発研究を推進

する。また、研究期間中に新規抗がん剤のリード化合物又はリード抗体を５種取得することを

目標とする。 
 

③ がん染色体･分裂期チェックポイントを標的とした治療法の確立 
ＤＮＡ複製阻害剤、分裂期微小管阻害剤等、細胞が増殖するために必要な細胞周期関連因子

は、古くより抗がん剤の作用点として利用され、多くの薬剤が開発されてきた。しかし、それ

らは再生組織等、増殖すべき正常細胞や静止期細胞微小管等に対しても薬効を示し、種々の重

篤な副作用を引き起こす。したがって、より特異的にがん細胞増殖を抑制する抗がん剤の開発

が必要である。本研究分野では、細胞周期ネットワークに関連した分子メカニズムや合成致死
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性・遺伝学的相互作用を利用して、副作用が少ない、個々の患者に応じたテーラーメード治療

に応用可能な新規シーズ薬剤を開発することを目的としている。また、研究期間中に新規抗が

ん剤のリード化合物を４種取得することを目標とする。 
 

④ がんエピゲノム異常を標的とした治療･診断法の開発 
がん細胞のエピゲノム異常は、がんの発生初期から進展に至るまで、個々のがんの特性に大

きく影響を与える。ほぼ全てのがん細胞でエピゲノム異常が蓄積しており、その検出と制御は

がん医療の喫緊の課題となっている。エピジェネティック機構には、安定したＤＮＡメチル化

修飾、可逆性のあるヒストン修飾、さらにはマイクロＲＮＡなどの非翻訳ＲＮＡ等があり、個

々の機序が相互に関連しながら遺伝子発現を調整している。安定的なＤＮＡメチル化修飾は、

前がん状態におけるリスク診断、がんの存在及び病態診断マーカーとして臨床応用が期待され

る。また、ＤＮＡメチル化やヒストン修飾はがん治療薬開発の標的となる。本研究分野では、

エピゲノム研究によるがんの診断・治療に関わるシーズを企業に受け渡すレベルまでに育成す

る開発型研究を展開する。また、研究期間中に発がんリスク及び早期がん診断用バイオマーカ

ー３種を開発し、さらに、新規抗がん剤のリード化合物を２種取得することを目標とする。 
 

⑤ がん関連遺伝子産物の転写後発現調節を標的とした治療法の開発 
がん関連遺伝子産物に関する研究は、現在に至るまで常にがん研究の中心であり、がんに関

する分子生物学的な理解に対して大きなけん引力であった。さらに、これら遺伝子産物の量的

・質的な制御機構は現在のがん治療に関する基本的なドグマ形成に大きく寄与している。加え

て、更に多くの分子ががんの形成に多面的に貢献をしていることが明らかとなり、これらを

「がん関連遺伝子産物」と呼称する。本研究分野では、これらがん関連遺伝子産物の発現制御

に関わる主な機構を「転写調節」「転写産物安定性」「翻訳制御」「翻訳後修飾」の４つのカ

テゴリーに分類し、とくに後半の３つのカテゴリーを中心として、有力なシーズから医薬品開

発を明確に指向した研究を推進する。また、研究期間中に新規抗がん剤のリード化合物を４種

取得することを目標とする。 
 

⑥ 免疫機構をターゲットとした創薬（新規研究分野） 
ヒトがん抗原の発見以来、がん免疫療法開発に向けて様々な研究が進行しているが、がん抗

原の多くが正常自己抗原であるため免疫原性が弱く、加えて自己抗原に対する免疫応答(自己免

疫)を抑制する免疫制御機構が、がん抗原に対する免疫応答をも抑制している。このような制御

機構に対して、免疫チェックポイントと呼ばれる抗腫瘍免疫（自己免疫）応答を負に制御して

いる分子を標的としたがん免疫療法や、人工的にがん細胞への攻撃能を強化したＴ細胞による

免疫療法が最近臨床応用されている。しかしながら、一定の臨床効果が得られてはいるものの、

いまだ満足すべき結果ではない。本研究分野では、制御性Ｔ細胞など、がん免疫の負の調節機

構そのものを標的とした創薬、あるいは、遺伝子導入によるがん細胞攻撃性Ｔ細胞の作製によ

る治療法開発など、負の制御機構を克服し、有効ながん免疫応答を惹起（じゃっき）できるよ

うな創薬の開発を目指す。また、研究期間中に、このような目的にかなう抗体、小分子を取得

することが可能な研究課題を推進する。 
 

⑦ 転写機能をターゲットとした創薬（新規研究分野） 
転座等により生じる変異型転写因子が造血器腫瘍や肉腫をはじめとする様々な腫瘍の発がん
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要因となっている。その他にも転写因子にはがん遺伝子やがん抑制遺伝子として知られるもの

も多い。また、転写因子活性の恒常的な異常はがん細胞の増殖、浸潤・転移、幹細胞性、薬剤

耐性などのがん細胞の形質を規定する。従来、転写因子及びその周辺分子は創薬標的にはなり

にくいとされてきたが、創薬技術の進歩とともに可能性が開かれつつある。本研究分野では、

がん細胞の増殖及び生存が依存する転写機能を標的化して、研究期間中に新規抗がん剤のリー

ド化合物を取得することが可能な研究課題を推進する。 
 
 

４ がん臨床シーズ育成領域 
 
我が国のがん研究において、これまで培養細胞・実験動物を用いた様々な解析がなされ、がん細

胞の増殖機構に関する独創的な知見が数多く報告されてきました。また、がん研究の成果を元に新

たな分子標的治療薬が開発され、それらの最適な使用法策定に向けて臨床試験も行われているとこ

ろです。本研究領域は、これまでのがん研究を更に発展させ、直接患者試料を最新の技術を用いて

解析することで、がんの診断・治療を大きく加速することを目指すものであり、既存の５研究分野

に新規２研究分野を追加した以下の７研究分野を設定して推進しています。とくに「創薬コンセプ

トに基づく戦略的治療デザインの確立」、「分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難

治がん治療法開発」及び「チロシンキナーゼ（ＴＫ）阻害剤による有効ながん治療の実用化」の３

研究分野並びに新規研究分野の「家族性がん」及び「希少がん・小児がん」の２研究分野は、共通

して臨床上重要な命題（例えば、一定のプロトコールによるがん治療を受けた際の有効性を規定す

るゲノム・エピゲノム変異）に対して解を与えるべく、網羅的なゲノミクス・エピゲノミクス解析

を行うアプローチを取っています。また他の「早期診断マルチバイオマーカー開発」及び「効果的

な複合免疫療法の開発」の２研究分野についても同様に患者試料を独自の視点で解析することを目

指しています。なお、実際のゲノミクス・エピゲノミクス解析の遂行については研究支援基盤がサ

ポートし、各研究分野はチームリーダーが統括しています。 
 

【各研究分野の概要】 
① 創薬コンセプトに基づく戦略的治療デザインの確立 

本研究分野では、多施設共同研究グループが行った前向き臨床研究等に登録され、同一の化

学療法あるいは分子標的治療を受けたがん患者群を対象とし、そのがん検体における網羅的な

ゲノム・トランスクリプトーム・メチローム解析を行うことで、予後に関わる分子群の同定、

治療反応性バイオマーカー、分子標的薬耐性、副作用関連遺伝子の同定を行うことを目的とす

る。さらに、初診時、寛解時、再発時等、経時的な検体でのゲノム縦断比較から、がんの進展

・再発・耐性化に関わる遺伝子群についての情報を得るとともに、これらに焦点を当てた機能

解析や標的実証の研究も推進する。本研究分野では、研究期間中に３種以上のがんに対して効

果的な治療デザインを確立することを目標とする。 
 
② 分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法開発 

本研究分野では、難治性がんを対象に分子プロファイリングを行い、得られた情報を基に有

効な治療法開発に役立つ分子標的の同定、あるいは患者層別化のためのゲノム・エピゲノムマ

ーカーの同定を目的とする。解析対象として、難治性がんのア）同一症例に生じた原発巣と再

発／転移巣、イ）進行がん早期再発例と根治例、ウ）治療抵抗性がんと有効例、等を比較する
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こと、に重点を置いて研究を推進する。本研究分野では、研究期間中に新規分子標的（標的薬

の新たな種類のがんへの適応拡大を含む）を３種以上取得することを目標とする。 
 
③ チロシンキナーゼ（ＴＫ）阻害剤による有効ながん治療の実用化 

本研究分野では、臨床に供されるＴＫ阻害剤を組み入れた臨床試験と連動させ、治療開始前

の試料と再発後の試料をペアで収集するとともに、臨床データをセットにした解析を実施する

ことで、ＴＫ阻害剤の自然耐性あるいは獲得耐性の分子機序を解明することを目指す。具体的

には、ア）ＴＫ阻害剤に対する薬剤耐性機序を解明し、その克服薬開発のための基盤知見を得

る、イ）有効性予測を可能にするゲノムプロファイルを同定することを目指す。また、ウ）Ｔ

Ｋ阻害剤治療における新たな治療標的の同定を目的とした研究も推進する。本研究分野では、

研究期間中に３種以上のがんに対してＴＫ阻害剤の適応を拡大し、更に新規ＴＫ阻害剤を２種

以上開発するための基盤知見を得ることを目標とする。 
 
④ 早期診断マルチバイオマーカー開発 

近年の遺伝子・タンパク・糖鎖等の網羅的解析技術の革新と、バイオインフォマティクス解

析手法の進歩によって、複数バイオマーカーの発現シグネチャーに基づくマルチバイオマーカ

ーがん診断法を確立することが可能な状況となった。本研究分野においては、臨床医との密接

な連携の下に収集された詳細な臨床情報が附帯した血液、唾液、尿、便あるいは組織等の多様

な患者試料に対して、最先端の解析技術を駆使した研究開発を進め、革新的ながんのマルチバ

イオマーカー診断法を開発する研究を推進する。本研究分野では、研究期間中に３種以上のが

んに対して新規診断システムを開発することを目標とする。 
 
⑤ 効果的な複合免疫療法の開発 

本研究分野では、多数の免疫療法実施症例の臨床検体を用いて、各種免疫調節細胞や機能分

子を経時的に測定し、抗腫瘍特異的Ｔ細胞の誘導効果や抗腫瘍効果との相関解析により、免疫

療法における適切な症例選択・免疫誘導効果・抗腫瘍効果の予測に有用なバイオマーカーの同

定及び免疫評価法の開発を行う。さらに、開発した方法を用いて、内在性腫瘍抗原に対する免

疫誘導作用や免疫調節作用を持つ化学療法剤や分子標的薬などの要素技術の評価を行い、最終

的に、効果的な複合免疫療法の基盤構築を目指す。本研究分野では、研究期間中に症例選択や

免疫誘導・抗腫瘍効果を治療前や早期に予測できるバイオマーカーを開発し、複合免疫療法の

ための免疫制御技術の評価法確立を目標とする。 
 

⑥ 家族性がん（新規研究分野） 
家系内にがんが集積する家族性がんは、発がんの高危険度群でありその診断・治療・予防は

重要課題である。家族性乳がんや遺伝性非腺腫性大腸がんでは、家族歴や既往歴から「家族

性」又は「遺伝性」を疑われても、既知の原因遺伝子の変異は約 50％の症例に検出されるにと

どまり、これらの疾患をはじめとする家族性がんの多くの症例はいまだ原因不明である。本研

究分野では、このような家族性がんを対象に、遺伝診療における倫理的対応が十分に可能な医

療施設から構成される研究班を形成し、そこで得られる家族性がんを疑われる家系よりゲノム

ＤＮＡを抽出し、次世代塩基配列解析及びＳＮＰ解析等により胚（はい）細胞系列変異・体細

胞変異及びり患性関連多型を解析する。そして、得られた情報に対して遺伝情報学的解析を駆

使し新たな原因遺伝子の探索から診断・治療法を開発することを目標とする。 
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⑦ 希少がん・小児がん（新規研究分野） 

希少がん・小児がんは、その症例数が少ないため、治療薬開発が遅れている。本研究分野で

は、一定のプロトコールに基づく化学療法を受けた希少がん・小児がん患者群に対して網羅的

なゲノム・トランスクリプトーム・メチローム解析を行い、予後関連遺伝子変異・治療標的の

同定を目指す。また、治療に基づく患者層別化が困難であり症例数が極めて少ない希少がんに

おいても、同様な解析をコホート全体に行うことで疾患の発症メカニズムの解明を試みる。本

研究分野では、研究期間中に新規分子標的・予後関連遺伝子変異を取得することが可能な研究

課題を推進する。 
 

 
５ 創薬基盤融合技術育成領域（新規研究領域） 

 
がんの基礎研究の成果を治療や診断に素早く応用するためには、革新的かつ広く応用可能な創薬

基盤融合技術が大変重要な役割を果たすと考えられています。本研究領域では、がん医療への応用

が期待され、創薬シーズの臨床応用を加速できる革新的技術の育成を行うことを目的としていま

す。具体的には、生体内で腫瘍選択的な薬剤の送達を可能にする革新的なＤＤＳの研究開発、創薬

プロセスの迅速化や低コスト化を可能にする革新的な分子イメージング技術の研究開発、また、ｉ

ＰＳや再生医療技術などの先端技術を融合した研究開発など、革新的な技術の育成に焦点を当てた

研究を行い、企業等への導出、あるいは臨床研究としてヒトへの応用の開始といった迅速な応用展

開を目指します。 
本研究領域は、技術基盤の特性に基づき、３研究分野を設定して開発研究を推進し、各研究分野

はチームリーダーが統括することとしています。 
 

【各研究分野の概要】 
① ＤＤＳ技術 

ＤＤＳは生体内における薬物動態を制御することにより、薬効を増強し副作用を軽減する製

剤技術である。リポソームや高分子ミセルなどナノ粒子を用いたＤＤＳでは、粒子中に薬剤を

封じ込めて生体に投与することにより、薬剤の標的場所への到達と集積性を制御できる。本研

究分野では、実装する薬剤（核酸等も含む）、標的とする臓器・細胞・分子の特性に合わせて、

ナノ粒子を構成する分子を精密設計する革新的技術の開発を行う。このことにより、本研究分

野では、多様な治療薬の生体内での bioavailability を向上させ、臨床応用性を格段に高めて導出

することを目標とする。 
 

② 分子イメージング技術 
生体内分子の量の変化や働きを可視化する分子イメージング技術は、がん治療薬開発に大き

く寄与するマイクロドーズ臨床試験への活用や、がんの早期発見手法の開発や有効な治療薬に

よる治療効果の評価など、創薬研究からがん臨床研究まで様々な局面において有用性の高いも

のとして期待されている。また、分子イメージング技術の中でも、とくにＰＥＴの感度は高く、

生体への負担が少なく、高感度かつ高精度で観察することが可能で、医薬品の組織分布を経時

的に可視化・定量化することができる。本研究分野では、ＰＥＴを用いた分子イメージング技

術を中心に据え、がんを特異的に検出できる新しいＰＥＴプローブの開発や核酸・抗体・ペプ



7 

チド等のバイオ医薬品のＤＤＳを合理的に開発する技術といった、がんに対する医薬品の研究

開発にも活用できる、革新的な分子イメージング技術の開発を目指す。本研究分野では、研究

期間内に、臨床研究としてヒトへの応用の開始が見込まれるフェーズまで技術開発を行うこと

が可能な研究課題を推進する。 
 

 
③ ｉＰＳ／アニマルモデル分野 

本研究分野では、我が国発のｉＰＳ細胞作製技術や再生医療技術などの異分野の先端技術を、

がんの創薬研究や治療研究へ応用することにより、先端技術とがん研究との融合を図り、画期

的な新しいがん医療の創出を目指す。中でもｉＰＳ細胞作製技術を中心に据え、がん細胞の初

期化や分化転換を介した、がん細胞の分化状態制御による治療法の開発や初期化抵抗性機構を

標的とする抗がん剤創薬等の独創性が高く画期的ながん先端医療の開発を行う。また、ヒト臨

床検体より採取したがん細胞を直接免疫不全マウス等への移植や、ヒトがんの原因となるヒト

遺伝子を用いたヒト化発がんモデルマウスの樹立等によって、ヒトがんの特性を維持したアニ

マルモデルを作製し、従来にはなかった革新的な創薬評価システムや種々の治療薬の臨床効果

予測システムを構築するなど、従来のものとは全く異なる希少がんをはじめとするヒトがんの

臨床に直結する画期的なアニマルモデルの開発を行うことが可能な研究課題を推進する。 
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第３ 公募内容 
 

平成 26 年度は、別添１「プログラムの実施体制」を拡充し、以下のとおり新規課題の公募を実施し

ます。 

 
１ 公募の対象及び要件 

 
（１）公募の対象 
本事業は、機関を対象として公募します。そのため、課題の応募は代表機関の長が行うものとし、

応募機関は、国内の企業、大学あるいは独立行政法人等の研究業務を行っている法人を対象としま

す。国からの円滑な委託事務業務処理が困難な研究者個人は対象となりません。 
また、応募に際しては、研究の実施者の中から、研究代表者を定めてください。なお、応募から

研究終了に至るまでの間に資格の喪失、長期外国出張その他の理由により、研究の実施者とし

ての責任を果たせなくなることが見込まれる者は、研究の実施者となることを避けてください。

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。 
公募に参加を希望する者は、応募書類等の提出時に、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の上、郵送してください。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） 
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。 
なお、複数の機関からなる実施体制を組んで応募することもできますが、その場合は代表機

関を定めてください。代表機関の研究代表者は、研究参画者の研究進捗管理、文部科学省との

連絡調整など研究の総合的推進の責任を負います。なお、原則として、提案後の分担機関及び

研究参画者の追加はできません（選考に係る審査において指摘があった場合を除く）ので、提

案には共同研究者等、想定している全研究者を記載してください。 
また、参画機関の承諾書の原本（公印が押印されたもの）についても、研究代表者が所属す

る機関が取りまとめて郵送してください。 
 

（２）公募の要件 
機関及び機関の長が次のア～ウの全ての要件を満たしている必要があります。 

ア「予算決算及び会計令」（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条（別添３）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３）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。 

課題が採択された場合に、「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 19 年２月制定、平成 26 年２月改正）」<http://www.jst.go.jp/keytech/jimu/jimush

ori/H26jimushori.pdf>に基づいた委託契約を締結することができる機関であることが要件となりま

す。 



9 

また、若手研究者の育成を鑑み、研究実施担当者に 39 歳以下（平成 26 年４月１日現在）の若手

研究者を含めてください。なお、若手研究者の育成に係る取組を明らかにしてください。 

 
 

２ 公募研究領域等並びに分野及び研究内容 
 

（１）研究支援基盤 
公募の対象とする各研究支援基盤における支援内容については、以下のとおりです。 
なお、研究支援基盤は、既に臨床導入された、あるいは臨床開発が進んでいる技術・手法

を有し、本プログラムで推進中の有望なシーズの育成を直ちに支援することができる機関で

あり、研究開発途上にある技術は含まれません。 
また、様々な分野のがん研究を俯瞰（ふかん）的に統括することができる能力を有し、分

野横断的に支援を行うことができる機関である必要があります。 
【公募対象】 

研究支援基盤の名称 求められる支援内容 

①ゲノム支援基盤 ・本プログラムで得られる検体コホートのゲノム・トラン

スクリプトーム・メチローム解析を行うことで、治療標

的・予後関連遺伝子変異の同定を加速させるための支援

を行う。 
②有望な創薬シーズの効果的な導出に

向けたＤＤＳ技術支援 
・高い選択性があっても bioavailability が低く、本プロ

グラムの実用化への障害となっているｓｉＲＮＡ、ｍｉ

ＲＮＡ、及びアンチセンス核酸医薬シーズ等に対して、i
n vivo で効率よく送達するためのナノＤＤＳ技術を用い

て、核酸医薬シーズ等の臨床応用と導出を加速させるた

めの支援を行う。 
③効率的がん治療薬の薬物動態・ＤＤ

Ｓ開発支援プラットフォーム 
・ＰＥＴ等を用い、本プログラムで推進中の各種創薬シー

ズ（低分子、抗体、核酸医薬）のヒト・動物における動

態・ＤＤＳデータを提供し、前臨床試験と臨床試験のギ

ャップを埋め、ＤＤＳの最適化やヒトでの動態が悪いた

めに早期に脱落するものを見極める等により、臨床開発

の成功率を上昇させるための支援を行う。 
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以下（２）～（４）の研究領域については、研究分野により、公募課題Ａ（重点課題）及び公募

課題Ｂ（一般課題）があります。詳細は、p.18～p.20を御参照ください。 

 
（２）革新的がん医療シーズ育成領域 

各研究分野における公募研究内容については、以下のとおりです。 
なお、各研究分野の（公募課題Ｂ）においては、「第２ 事業の構成」で示す【各研究分

野の概要】に合致するものであれば、当該公募研究内容以外でも応募することが可能です。

その場合、必ず該当する研究分野を指定して応募してください。 
また、複数の研究分野にまたがると思われる場合は、メインとなる研究分野名を指定して

応募してください。 
 

研究分野 公募研究内容 

①がん幹細胞を標的とした根治療法

の実現 
（公募課題Ａ） 
・ヒト急性骨髄性白血病の幹細胞を標的とした低分子

化合物の開発 
（公募課題Ｂ） 
・がん幹細胞特性維持や治療抵抗性の新たな制御分子

に対する薬剤や治療法の開発 
・がん幹細胞を標的とした抗体療法・免疫療法等の開

発 
・ニッチシグナル阻害剤の開発 

②がん微小環境を標的とした革新的

治療法の実現 
（公募課題Ｂ） 
・がん細胞と間質との新たな相互作用因子を標的とし

た薬剤や治療法の開発 
・がん細胞とリンパ管新生との関連を制御する新たな

薬剤や治療法の開発 
③がん染色体・分裂期チェックポイ

ントを標的とした治療法の確立 
（公募課題Ｂ） 
・動原体を始めとするＭ期の標的分子・経路に対する

新たな制御薬剤や治療法の開発 
・ＤＮＡ複製装置の標的分子・経路に対する新たな制

御薬剤や治療法の開発 
・チェックポイント、細胞老化、アポトーシスの標的

分子・経路に対する新たな制御薬剤や治療法の開発 
④がんエピゲノム異常を標的とした

治療･診断法の開発 
（公募課題Ａ） 
・ヒストン脱メチル化酵素を標的としたアイソフォー

ム選択的阻害剤の開発 

（公募課題Ｂ） 
・新たなエピゲノム診断マーカーの開発 
・エピゲノムの人為的制御を目指した新たな薬剤や治

療法の開発 
・エピゲノム分野において今後臨床への応用が高く期

待される新たな標的に対する治療法、診断法の開発 
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⑤がん関連遺伝子産物の転写後発現

調節を標的とした治療法の開発 
（公募課題Ｂ） 
・がん遺伝子関連産物の不活化又は分解促進を目指し

た新たな薬剤や治療法の開発 
・がん抑制遺伝子関連産物の安定性増加を目指した新

たな薬剤や治療法の開発 
⑥免疫機構をターゲットとした創薬

（新規研究分野） 
（公募課題Ａ） 
・制御性Ｔ細胞を標的とした新規がん免疫療法の開発 
・次世代型遺伝子改変Ｔ細胞による新規がん免疫療法

の開発 
（公募課題Ｂ） 
・様々な免疫抑制分子を標的とする抗体、小分子の開

発 
・がん組織に浸潤する様々なＴ細胞群を解析する技術

の開発とそれを標的とする創薬 
⑦転写機能をターゲットとした創薬

（新規研究分野） 
（公募課題Ａ） 
・転写を標的とした革新的抗がん化合物シーズの開発 
・細胞内ストレス応答機構を標的とした分子標的薬の

開発 
（公募課題Ｂ） 
・転写因子活性を制御する新規抗がん剤の開発 
・新たな転写制御手法の開発とがん治療への応用 

 
【革新的がん医療シーズ育成領域に応募する際の条件】 

研究支援基盤、研究者ネットワークを活用することで、シーズの研究開発が飛躍的に加速さ

れる課題であり、また、プログラムリーダー、グループリーダー、チームリーダー等によるマ

ネージメント（助言、進捗管理）を随時受ける体制を有する提案で、以下の条件のいずれかに

合致しているものとする。 
なお、分子標的の探索段階にある研究は対象としない。 
 がんの基礎研究から得られた独創的かつ優位性の高い分子標的を有し、革新的な創薬を

目指す課題 
 独創的なハイスループットの機能評価系の確立に焦点を当てた課題 
 知的財産の観点から見て価値及び優位性の明らかな課題 
 既に企業との共同契約に基づいて行われている研究については、本事業による支援との

関係が明確に仕分けできる課題 
 

【利用可能な研究支援基盤】 
以下に示す各種技術支援を行い、その解析情報を研究機関に提供するとともにその後の研究

進捗の助言・サポートを行う。また、これらの技術支援に加え、当該シーズの産業化に必須の

知的所有権の確保や、導出を目指した企業との話合いに関する支援も行う。 
 

① 分子標的候補のＰＯＣ取得のための技術支援 
ヒトがん細胞での発現情報の検索に基づいて、当該分子標的候補をノックダウンした際の培養
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がん細胞レベルでの細胞増殖解析、さらには、培養がん細胞をマウスへ移植したゼノグラフト・

モデルを用いた動物レベルでの細胞増殖解析を行う。 
② 創薬シーズ化合物探索のためのハイスループットスクリーニング（ＨＴＳ）技術支援 

スクリーニング系構築のための助言・サポートを行い、化合物ライブラリーや天然物ライブラ

リー等を用いた阻害剤候補のスクリーニングを行う。また、構造解析情報に基づくインシリコ解

析やケミカルマイクロアレイによるスクリーニング支援も予定している。 
③ 創薬シーズ化合物の薬効評価 

ヒトがん細胞を用い、当該シーズ化合物に対する感受性情報を取得し、薬効評価を行う。また、

有望な創薬シーズ化合物については、ヒトがん細胞をマウスへ移植したゼノグラフト・モデルを

用いた動物レベルでの薬効評価を行う。 
④ 抗体作製支援 

分子標的候補の特性に基づき、抗体作製のための支援を行う。なお、治療用抗体の取得を目指

すものに限る。 
⑤ 合成展開支援基盤 

有望な創薬シーズ化合物については、治療薬候補への育成に向けたメディシナルケミストリー

等のリード化合物の最適化支援を行い、シーズの臨床への導出を加速させる。 
⑥ 有望な創薬シーズの効果的な導出に向けたＤＤＳ技術支援 

高い選択性・安全性とは逆に bioavailability が低く、実用化への障害となっているｓｉＲＮ

Ａ、ｍｉＲＮＡ及びアンチセンス核酸医薬シーズを中心に、in vivo で効率よく送達するためのナ

ノＤＤＳを提供し、核酸医薬シーズ等の臨床への導出を加速させる。 
⑦ 効率的がん治療薬の薬物動態・ＤＤＳ開発支援プラットフォーム 

ＰＥＴ等を用い、育成中の各種の創薬シーズ（低分子、抗体、核酸医薬）のヒト・動物におけ

る動態・ＤＤＳデータを提供し、前臨床試験と臨床試験のギャップを埋め、ＤＤＳの最適化やヒ

トでの動態が悪いために早期に脱落するものを見極める等により、臨床開発の成功率を上昇させ

る。 
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（３）がん臨床シーズ育成領域 
各研究分野における公募研究内容については、以下のとおりです。 
なお、各研究分野の（公募課題Ｂ）においては、「第２ 事業の構成」で示す【研究分野

の概要】に合致するものであれば、当該公募研究内容以外でも応募することが可能です。そ

の場合、必ず該当する研究分野を指定して応募してください。 
また、複数の研究分野にまたがると思われる場合は、メインとなる研究分野名を指定して

応募してください。 
 

研究分野 公募研究内容 

①創薬コンセプトに基づく戦略的治

療デザインの確立 
（公募課題Ｂ） 
・一定のプロトコールに基づく治療を受けたがん患者

検体コホートのゲノム解析により、臨床上の疑問を

解明することを目指す研究 
・希少がんであっても初診時、寛解時、再発時等、経

時的ながん検体及び正常対象検体を多数有してお

り、ゲノム解析による縦断・横断比較が可能な研究 
・我が国に多く有効な治療法が極めて少ないがん（胃

がん、成人Ｔ細胞白血病リンパ腫等）に対する創薬

を目指した研究 
②分子プロファイリングによる新規

標的同定を通じた難治がん治療法

開発 

（公募課題Ａ） 

・大規模コホートを用いた triple-negative 骨髄増殖

性腫瘍のドライバー変異の探索研究 
（公募課題Ｂ） 
・難治がん及びがんの難治病態を対象とした解析によ

るゲノム変異マーカーの探索研究 
・難治がん及びがんの難治病態と関連するゲノム変異

マーカーの検体コホートによる検証研究 
③チロシンキナーゼ（ＴＫ）阻害剤

による有効ながん治療の実用化 
（公募課題Ｂ） 
・治療標的となる新たながん関連ＴＫの同定を目指す

研究 
・ＴＫ阻害剤治療抵抗性の克服を目指す研究 
・既存ＴＫ阻害剤の適応拡大を目指す研究 
・ＴＫ阻害剤の有効性を検証する生物統計学的研究 

④早期診断マルチバイオマーカー開

発 
（公募課題Ａ） 
・臨床検体の網羅的ライブ酵素活性解析による新がん診

断技術の創成 

（公募課題Ｂ） 
・血中を循環するがん細胞の捕捉と解析によるがん診断

法の研究 
・血中あるいは尿等の体液におけるメチル化ＤＮＡの検

出によるがん診断法の開発研究 
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⑤効果的な複合免疫療法の開発 （公募課題Ａ） 
・抗ＰＤ－１抗体免疫療法における有効性・非有効性の

原因解明とその克服に向けた手法の開発 
（公募課題Ｂ） 
・末梢（まっしょう）血・がん組織における抗腫瘍抗原

特異的Ｔ細胞の状態を簡便かつ正確に評価する新規測

定法の開発研究 

・新たな早期抗腫瘍効果評価法の研究 

・抗腫瘍免疫療法における免疫細胞（Treg 細胞など）の

制御法に関する研究 
・免疫療法の反応性を予測するバイオマーカーの開発研

究 
⑥家族性がん（新規研究分野） （公募課題 A） 

・次世代シークエンス解析技術を駆使した家族性乳が

んの原因探索 
（公募課題Ｂ） 
・比較的発生頻度が高い家族性がんの中で、既知原因

遺伝子に変異が検出されない症例の割合が比較的高

く、かつ難治性を示す家族性がんの原因探索 
・発生頻度は高くないが、日本又は世界でもこれまで

集中的に解析されておらず、かつ難治性を示す家族

性がんの原因探索 
⑦希少がん・小児がん（新規研究分

野） 
（公募課題 A） 
・十分な数のコホートを有する小児がんにおけるゲノ

ム解析を通じた予後・治療感受性予測に関する研究 
（公募課題Ｂ） 
・十分な数のコホートを用いた小児がん・希少がんにお

ける治療反応性を規定する分子マーカーの同定研究 
・十分な数のコホートを用いた小児がん・希少がんの

新規治療標的探索研究 

 
【がん臨床シーズ育成領域に応募する際の条件】 

公募課題については、研究支援基盤、研究者ネットワークを活用することで、シーズの研究

開発が飛躍的に加速される課題であり、また、プログラムリーダー、グループリーダー、チー

ムリーダー等によるマネージメント（助言、進捗管理）を随時受ける体制を有する提案で、以

下の条件に合致しているものとする。 
 薬剤感受性等の臨床上の疑問に解を与えることのできる、ゲノム解析可能な検体コホー

トを入手可能な機関による課題 
 解析対象のがんの種類としては、難治がん（肺がん、すい臓がん、肝がん）及び日本に

特徴的ながん（胃がん、胆道がん等）を対象とする課題を優先 
 
 



15 

【利用可能な研究支援基盤】 
以下に示す各種技術支援を行い、各研究課題において必要とされるゲノミクス解析・エピゲ

ノミクス解析をサポートする。具体的には、次世代シーケンサーを用いた検体コホートの全エ

クソン配列決定を主たる解析として行い、必要と認められる場合には、網羅的エピゲノム解析

等の解析を行う。そして、解析情報を大規模コンピュータで処理して遺伝子変異などを探索し、

研究機関に提供するとともにその後の研究進捗の助言・サポートを行う。なお、各研究機関の

有する検体の性状によっては、上述のゲノミクス解析・エピゲノミクス解析を行うための、試

料調製の支援も行う。 
 

① 試料調整、ゲノム・エピゲノム解析基盤 
各種臨床検体の病理診断や試料調製などを行う検体処理支援、並びに、次世代型シークエンサ

ーによるゲノム解析の支援を行う。 
② 情報解析基盤 

ゲノム・エピゲノムデータを共通のバイオインフォマティクスプラットフォームにて解析し、

発がんに寄与するゲノム変異・エピゲノム変異に関するデータをフィードバックする。 
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（４）創薬基盤融合技術育成領域（新規研究領域） 

各研究分野における公募研究内容については、以下のとおりです。 
なお、各研究分野の（公募課題Ｂ）においては、「第２ 事業の構成」で示す【各研究分

野の概要】に合致するものであれば、当該公募研究内容以外でも応募することが可能です。

その場合、必ず該当する研究分野を指定して応募してください。 
また、複数の研究分野にまたがると思われる場合は、メインとなる研究分野名を指定して

応募してください。 
 

研究分野 公募研究内容 

①ＤＤＳ技術 （公募課題Ａ） 
・治療抵抗性がんの標的治療を実現する先進的ＤＤＳ

技術開発 
（公募課題Ｂ） 

・標的とする臓器・細胞・分子に対して優れた指向性

を示す新規ＤＤＳ技術の開発 

・bioavailability の画期的な改善を通じた核酸医薬・

抗体医薬の実用化研究 

②分子イメージング技術 （公募課題Ａ） 

・炎症と差別化可能ながん特異的イメージング法の開

発 

・新しいがん生物学に基づくＰＥＴイメージング診断

薬の開発 

（公募課題 B） 
・がんの生物学的特徴を利用した革新的ＰＥＴプロー

ブの開発に関する研究 
・がん種別・細胞別特異的分子をヒトでもイメージン

グできる技術の開発研究 
・バイオ医薬品のＤＤＳ開発をヒトで安全に最適化する技

術に関する研究 
③ｉＰＳ／アニマルモデル （公募課題Ａ） 

・細胞初期化技術を応用した革新的治療戦略の確立 
（公募課題Ｂ） 
・ｉＰＳ細胞作製技術を利用した抗がん剤創薬プラッ

トフォーム開発に資する研究 
・  アニマルモデルを用いた革新的な高精度の臨床効果

評価技術の開発 
・希少がんを中心とするヒトがんの特性を反映したアニ

マルモデルを用いた画期的な創薬プロセス加速技術の

開発 
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【創薬基盤融合技術育成領域に応募する際の条件】 
公募課題については、研究支援基盤、研究者ネットワークを活用することで、シーズの研究

開発が飛躍的に加速される課題であり、また、プログラムリーダー、グループリーダー、チー

ムリーダー等によるマネージメント（助言、進捗管理）を随時受ける体制を有する提案で、以

下の条件のいずれかに合致しているものとする。 
 抗がん剤創薬を加速する基盤的な技術の開発を目指す課題 
 先端的技術をがんの創薬・治療研究へ応用し、融合技術の実用化を目指す課題 

 
【利用可能な研究支援基盤】 

以下に示すＨＴＳや次世代シーケンサーを用いたゲノム解析についての技術支援を行い、そ

の解析情報をシーズ研究者に提供するとともにその後の研究進捗の助言・サポートを行う。 
 

① 創薬シーズ化合物探索のためのＨＴＳ技術支援 
スクリーニング系構築のための助言・サポートを行い、化合物ライブラリーや天然物ライブラ

リー等を用いた阻害剤候補のスクリーニングを行う。 
② 次世代シーケンサーを用いたゲノム解析支援 

次世代シーケンサーを用いた全エクソン配列決定等のゲノム解析の支援を行う。必要と認めら

れる場合には、網羅的エピゲノム解析等の解析の支援を行う。 
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３ 研究実施期間 
 

平成 26 年度（委託契約締結日）から平成 27 年度までの２年度間とします。 
 
 

４ 採択予定数 
 

採択予定数は以下のとおりです。なお、選考の結果、研究分野間のバランス等の調整を行い

ますが、採択を行わない研究分野等がある場合もあります。 
 

（１）研究支援基盤 
ア～ウ 各１課題程度 

ア ゲノム支援基盤 
イ 有望な創薬シーズの効果的な導出に向けたＤＤＳ技術支援 
ウ 効率的がん治療薬の薬物動態・ＤＤＳ開発支援プラットフォーム 

 
（２）革新的がん医療シーズ育成領域 

（公募課題Ａ） ア～カ 各１課題程度 
①がん幹細胞を標的とした根治療法の実現 

ア ヒト急性骨髄性白血病の幹細胞を標的とした低分子化合物の開発 
④がんエピゲノム異常を標的とした治療･診断法の開発 

イ ヒストン脱メチル化酵素を標的としたアイソフォーム選択的阻害剤の開発 
⑥免疫機構をターゲットとした創薬 

ウ 制御性Ｔ細胞を標的とした新規がん免疫療法の開発 
エ 次世代型遺伝子改変Ｔ細胞による新規がん免疫療法の開発 

⑦転写機能をターゲットとした創薬 
オ 転写を標的とした革新的抗がん化合物シーズの開発 
カ 細胞内ストレス応答機構を標的とした分子標的薬の開発 

 
（公募課題Ｂ） ①～⑦の７研究分野において、全 20 課題程度 

①がん幹細胞を標的とした根治療法の実現 
②がん微小環境を標的とした革新的治療法の実現 
③がん染色体・分裂期チェックポイントを標的とした治療法の確立 
④がんエピゲノム異常を標的とした治療･診断法の開発 
⑤がん関連遺伝子産物の転写後発現調節を標的とした治療法の開発 
⑥免疫機構をターゲットとした創薬 
⑦転写機能をターゲットとした創薬 

 
（３）がん臨床シーズ育成領域 

（公募課題Ａ） ア～オ 各１課題程度 
②分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法開発 

ア 大規模コホートを用いた triple-negative 骨髄増殖性腫瘍のドライバー変異の探
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索研究 
④早期診断マルチバイオマーカー開発 

イ 臨床検体の網羅的ライブ酵素活性解析による新がん診断技術の創成 
⑤効果的な複合免疫療法の開発 

ウ 抗ＰＤ－１抗体免疫療法における有効性・非有効性の原因解明とその克服に向け

た手法の開発 
⑥家族性がん 

エ 次世代シークエンス解析技術を駆使した家族性乳がんの原因探索 
⑦希少がん・小児がん 

オ 十分な数のコホートを有する小児がんにおけるゲノム解析を通じた予後・治療感

受性予測に関する研究 
 

（公募課題Ｂ） ①～⑦の７研究分野において、全 25 課題程度 
①創薬コンセプトに基づく戦略的治療デザインの確立 
②分子プロファイリングによる新規標的同定を通じた難治がん治療法開発 
③チロシンキナーゼ（ＴＫ）阻害剤による有効ながん治療の実用化 
④早期診断マルチバイオマーカー開発 
⑤効果的な複合免疫療法の開発 
⑥家族性がん 
⑦希少がん・小児がん 

 
（４）創薬基盤融合技術育成領域 

（公募課題Ａ） ア～エ 各１課題程度 
①ＤＤＳ技術 

ア 治療抵抗性がんの標的治療を実現する先進的ＤＤＳ技術開発 
②分子イメージング技術 

イ 炎症と差別化可能ながん特異的イメージング法の開発 
ウ 新しいがん生物学に基づくＰＥＴイメージング診断薬の開発 

③ｉＰＳ／アニマルモデル 
エ 細胞初期化技術を応用した革新的治療戦略の確立 

 
（公募課題Ｂ） ①～③の３研究分野において、全５課題程度 

①ＤＤＳ技術 
②分子イメージング技術 
③ｉＰＳ／アニマルモデル 

 
５ 実施予定額 

 
（１）研究支援基盤 

上限 60,000千円 
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（２）革新的がん医療シーズ育成領域 

（公募課題Ａ） 上限 60,000 千円 

（公募課題Ｂ） 上限 20,000 千円 

 

（３）がん臨床シーズ育成領域 

（公募課題Ａ） 上限 60,000 千円 

（公募課題Ｂ） 上限 20,000 千円 

 

（４）創薬基盤融合技術育成領域 

（公募課題Ａ） 上限 50,000 千円 

（公募課題Ｂ） 上限 20,000 千円 

 

実施予定額は、審査の結果、額が査定されることがあります。 

また、いずれも一般管理費を含みます。詳細は契約締結時に調整させていただきます。 

平成 26 年度については、７か月（平成 26 年９月～平成 27 年３月）間に使用することを念

頭において、年間予算額を記載してください。 
なお、２年度目についての額は未定ですが、上記予定額を前提に研究計画を立ててください。 
必要に応じて、選考の段階で事務局（文部科学省）から積算内容について意見聴取を行うこ

とがあります。 
 
 

６ 対象経費 
 
対象経費については、別添２を御確認ください。ただし、設備備品費、試作品費、人件費及び業務

実施費については、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。 
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第４ 事業の実施等 
 

１ 契約形態 
 

文部科学省と実施機関との間において、毎年度委託契約を締結します。実施機関（代表機関）が

研究課題を実施するに当たって、参画機関に本委託契約の一部を委託する場合は、実施機関（代表

機関）と参画機関との間において再委託契約を締結していただくとともに、再委託先における研究

の進捗状況及び研究に要する経費について管理していただきます。なお、原則として、事業の途中

で参画機関を追加することはできません（審査・評価等において指摘があった場合を除く）。 
※単純に試験物の製造等の依頼を行うような定型的な役務は提案されていない機関に外注すること

ができますが、探索的な製造で将来学会発表を伴うような研究的要素を伴う役務は提案されてい

ない機関に外注できないことがあります。 
 
 

２ 研究の推進方法 
 

プログラムディレクター（ＰＤ）を置くとともに、有識者で構成するアドバイザリーボードを設

置し、ＰＤが主査を兼務しています。アドバイザリーボードは、プログラムの推進に当たって、プ

ログラムの体制、実施方針及び進捗状況並びに研究領域・分野の設定等に対して助言・提言を行い、

ＰＤはその意見を踏まえ本プログラムの総括を行います。 
また、研究の円滑な推進を図るため、アドバイザリーボードが指名するプログラムリーダー、グ

ループリーダー及びチームリーダーを置き、当該研究者が属する研究分野のチームリーダーが召集

する研究分野別会議、各グループリーダーが開催する研究領域会議等に出席し、必要に応じて、プ

ログラムリーダー、グループリーダー、チームリーダー等からマネージメント（助言、進捗管理）

を随時受けることとなります。また、必要に応じて、プログラムリーダーが主宰する拡大運営委員

会への出席を求められることがあります。 
さらに、研究の進捗に応じて、知的財産権の確保、市場調査、企業へのシーズの導出に関する話

合いなどについて、ヘッドクォーター部門に設置される運営委員会等の助言・指示を受けるととも

に、研究遂行における倫理面への対応についても、プログラム全体での統一した倫理面への対応と

いう観点から、運営委員会等による助言・指示を受ける必要があり、これらの助言・指示に従って

研究を進めることが求められます。 
加えて、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委託（平成 26 年度は、独立行政法人科学技術振興機構（以下「ＪＳＴ」

という。））しています。 
 
 

３ 評価 
 

参画する全ての研究者・機関は、毎事業年度終了後に、研究の進捗状況を文部科学省に報告する

とともに、事業終了後に成果報告書を提出するものとします。 
また、文部科学省は、事業終了時を目途に事後評価を実施します。なお、これらの評価結果につ

いては、原則として公開することとします。 
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４ 若手の博士研究員の多様なキャリアパスの支援について 

 
「文部科学省の公的研究費により雇用される若手博士研究員の多様なキャリアパス支援に関する

基本方針」【平成 23 年度 12 月 20 日科学技術・学術審議会人材委員会】（http://www.mext.go.

jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu10/toushin/1317945.htm）を踏まえ、本公募に採択さ

れ、公的研究費（競争的資金その他のプロジェクト研究資金や、大学向けの公募型教育研究資金）

により、若手の博士研究員を雇用する場合には、当該研究員の多様なキャリアパスの確保に向けた

支援への積極的な取り組みをお願いいたします。 
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第５ 応募に当たっての留意点 
 
本事業への応募については、「研究支援基盤」、「革新的がん医療シーズ育成領域」、「がん臨床

シーズ育成領域」又は「創薬基盤融合技術育成領域」の各研究分野等を通じて、代表機関又は分担

機関による研究組織に所属する研究者として参画できるのは、研究代表者、分担研究者を問わず、

１研究課題です。また、応募に当たっては、以下の留意事項を十分に確認してください。 
 

１ 不合理な重複・過度の集中に対する措置 
 

（１）不合理な重複に対する措置 
研究者が、同一の研究者による同一の研究課題（競争的資金が配分される研究の名称及び

その内容をいう。）に対して、国又は独立行政法人の複数の競争的資金が不必要に重ねて配

分される状態であって次のいずれかに該当する場合、本事業において、審査対象からの除外、

採択の決定の取消し、又は経費の減額（以下「採択の決定の取消し等」という。）を行うこ

とがあります。 
 実質に同一（相当程度重なる場合を含む。以下同じ）の研究課題について、複数の競争

的資金に対して同時に応募があり、重複して採択された場合 
 既に採択され、配分済みの競争的資金と実質的に同一の研究課題について、重ねて応募

があった場合 
 複数の研究課題の間で、研究費の用途について重複がある場合 
 その他これに準ずる場合 
なお、本事業への応募段階において、他の競争的資金制度等への応募を制限するものでは

ありませんが、他の競争的資金制度等に採択された場合には速やかに本事業の事務担当に報

告してください。この報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消し等を

行う可能性があります。 
 
（２）過度の集中に対する措置 

本事業に提案された研究内容と、他の競争的資金制度等を活用して実施している研究内容

が異なる場合においても、当該研究者又は研究グループ（以下「研究者等」という。）に当

該年度に配分される研究費全体が効果的・効率的に使用できる限度を超え、その研究期間内

で使い切れない程の状態であって、次のいずれかに該当する場合には、本事業において、採

択の決定の取消し等を行うことがあります。 
 研究者等の能力や研究方法等に照らして、過大な研究費が配分されている場合 
 当該研究課題に配分されるエフォート（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（％））に比べ過大な研究費が配分されている場合 
 不必要に高額な研究設備の購入等を行う場合 
 その他これらに準ずる場合 
このため、本事業への応募書類の提出後に、他の競争的資金制度等に応募し採択された場

合等、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに本事業の事務担当に報告してください。こ

の報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消し等を行う可能性がありま

す。 
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※研究者の全仕事時間とは、研究活動の時間のみを指すのではなく、教育活動や管理業務等を含

めた実質的な全仕事時間を指します。（参考２） 
 

（３）不合理な重複・過度の集中排除のための、応募内容に関する情報提供 
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、府省共通研究開発システム4（以下「e-Rad」という。）な

どを通じて、他府省を含む他の競争的資金制度等の担当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等におけるこれらの確認を行うため求められた際に、同様に情報提

供を行う場合があります。 
 
 

２ 他府省を含む他の競争的資金等の応募受入状況 
 

様式４の「他制度等による助成」の記入内容について、事実と異なる記載をした場合は、研究課

題の不採択、採択取消し又は減額配分とすることがあります。 
 

                                                 
4 府省共通研究開発システム（e-Rad）：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。 
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第６ 選考方法等 
 

課題の採択に当たっては、外部有識者からなる課題評価委員会及びアドバイザリーボードにおいて、

以下の審査項目等に基づき評価を行った上で採択課題候補案を選考します。さらに、これを基に文部

科学省が採択課題を決定します。 
 

１ 選考方法 
 

選考に係る審査は、外部有識者からなる課題評価委員会及びアドバイザリーボードにおいて、以

下の２段階審査を行った上で公募課題を採択します。 
審査は非公開とし、課題選考に携わる委員には、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えいしないこと、情報を善良な管理者

の注意義務をもって管理することなどの秘密保持を遵守することを義務づけています。 
 

①第１次審査（研究計画提案書評価） 
課題評価委員会において、提出された研究計画提案書等について評価を実施し、必要に応じ、研

究計画についてコメントします。 
②第２次審査（採択課題候補選考） 
第１次審査を踏まえ、「次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラムアドバイザリーボード」に

よる第２次審査を実施します。 
なお、審査を通じ、必要に応じて、研究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 
 

課題の選考に係る審査項目及び審査基準は、以下のとおりです。 
【研究内容等の整合性】 

 研究内容が公募要領に示された当該研究分野の概要と整合するか。 
 研究目的が当該研究分野の研究項目に関連し、研究分野の推進に十分な貢献が期待でき

るか。 
 本プログラムのフェーズに適合したシーズを有しているか。（標的が未特定など基礎研

究段階であるものは審査の対象とならないことがある） 
【研究組織等の適切性】  

 研究推進に十分貢献できる研究者により研究組織が構成されているか。 
 これまでに受けた研究費に対する成果等の状況を踏まえ、提案した研究計画においても

着実な研究遂行が期待できるか。 
 研究者の研究業績に鑑み、所期の成果を上げることが期待できるか。 

【研究計画等の実行性】 
 研究計画等が、研究目的達成のために実行あるものとなっているか。 

【研究経費の妥当性】 
 研究経費は、年次計画等に応じた妥当なものとなっているか。 
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３ 選考結果の通知 
 

すべての審査終了後、事務担当者を通じて、選考結果（採択の可否）を通知します。なお、選考の

途中過程の問合せには一切応じられません。 
また、採択に当たっては、課題評価委員会の評価を踏まえて、アドバイザリーボードが課題の内容、

実施期間、課題の実施等に関し、条件を付す又は修正を求めることがあります。 
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第７ 応募書類の作成・提出方法等 
 

１ 所属機関の同意 
 
研究代表者及び全研究参画者は、研究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この事業による研究を、当該所属機関の業務の一部として行うこと。 
②この事業による研究を実施する際、当該所属機関の施設及び設備を使用すること。 
③この事業による研究の実施に際し、当該所属機関が経理事務等を行うこと。 

なお、応募時には、研究代表者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。 
 

２ 応募書類 
 

研究課題の受付期間及び提案書類の提出先等は以下のとおりです。提案書類の提出は、郵送及び e-R

ad による方法とし、提案書類は、郵送及び e-Rad による提出ともに期限内に提出してください。（提

出期限内に一方のみが提出されていた場合は応募を受理しません） 

また、紙媒体及びe-Radは、同一のものを提出してください。 

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

熟読の上、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。 
 

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 

研究計画提案書 
（様式１）～（様式４） 

正・副本 １部ずつ ＰＤＦファイル 

承諾書（様式５）※ 正本 １部 ＰＤＦファイル 
誓約書（様式６）※ 正本 １部 ＰＤＦファイル 

自己点検・評価結果の 
写し（別添）※ 

正本 １部 ＰＤＦファイル 

注） このほか、e-Rad を用いたWeb上での入力が必要です。 
※ 該当機関のみ 

 
 
（１）提案書類の入手方法 

応募書類の様式は、e-Rad ポータルサイト（http://www.e-rad.go.jp/）あるいは独立行

政法人科学技術振興機構科学技術プログラム推進部研究振興事業グループのホームページ

（http://www.jst.go.jp/keytech/kouboh26-1.html）からダウンロードしてください。 
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（２）提案書類の受付期間 
平成 26 年６月 19 日（木）～７月 10 日（木）（12 時厳守） 

※上記期限を過ぎた場合は受理いたしません。 
 

３ 提案書類の提出方法及び提出先 
 

e-Rad 及び送達の証跡が残る送付方法（簡易書留又は宅配便）で、以下に記載する方法にて

送付してください（持参、ＦＡＸ、電子メールによる提出は受け付けません。）。 
 

（１）応募書類の作成方法 
 応募書類については、それぞれ左肩をクリップ止め（ステープラーでは止めないこと）

にして、２部（正本１部、副本１部）提出してください。なお、正本はカラー・片面印

刷、副本は白黒・両面コピーに限ります。 
 上記様式とは別に、「研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（平成 18

年文部科学省告示第 71 号）」に定められた動物種を用いて動物実験を実施する機関につ

いては、本基本指針に基づき、機関自らが実施した本基本指針への適合性に関する自己

点検・評価結果のうち、直近で実施したものの写しを添付してください。 
 

（２）留意事項 
 用紙サイズは全て日本工業規格Ａ４版、文字サイズは 10.5 ポイントとしてください。 

 審査は、郵送による提出の紙媒体（副本）の白黒コピーにて行います。 
 応募書類には必ず通し頁番号を中央下に打ってください。 
 制限文字数に留意し、できるだけ簡潔かつ明瞭に記載してください。 
 e-Rad にアップロードできる最大容量は 10ＭＢです。 
 送付中の事故等については、当方では一切の責任を負いません。 
 募集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。 
 応募書類に不備等がある場合は、審査対象としません。 
 一度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。 
 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。 

 
（３）提出締切り及び提出先 
平成 26 年７月 10 日（木曜日）（12 時必着） 

※上記期限を過ぎた場合は受理いたしません。 
 

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 科学技術プログラム推進部 研究振興事業グループ 
「次世代がん研究シーズ戦略的育成プログラム」担当 
 

 
 



29 

４ e-Rad による応募書類の作成・提出方法 

 
e-Rad を用いた電子媒体の応募書類のアップロード、及び Web 上での入力作業を行ってください。

不明な点は（参考１）に記載されているヘルプデスクへお問合せください。なお、研究機関の登録

手続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をしてください。ま

た、応募には機関の承認が必須です。 
 
 

５ 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（事業名、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。 
 
 

６ 応募内容に関する秘密の厳守 
 

提案書は、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」そ

の他の観点から、審査以外の目的に使用しません。応募内容に関する秘密事項は厳守いたします。 
 
 

７ 府省共通研究開発管理システムからの内閣府への情報提供等 
 

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

御協力いただくことがあります。 
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第８ 委託契約の締結等 
 

１ 委託契約の締結 
 

（１）契約条件等 
採択された研究課題については、予算の成立を前提に、文部科学省（委託者）と代表研究者

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。契約を締結するに当たっては、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、採択された研究課題であっても取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には、研究計

画の見直し又は中止を求めることがあります。 
研究進捗状況等に関する評価などを踏まえ、年度途中での研究計画の見直し等による契約変

更を行うことがあります。また、事業の最終年度には、事後評価を実施する予定です。評価結

果については、原則として公開します。 
なお、今後、委託者の方針等により、契約方法が変更になる可能性もあります。 

 
（２）再委託契約について 

受託者が研究課題を実施するに当たって、応募時に分担研究者の所属する機関（参画機関）

に本委託契約の一部を委託することを認められている場合は、参画機関との間において再委託

契約を締結していただくとともに、参画機関における研究の進捗状況及び研究に要する経費に

ついて管理していただきます。 
 

（３）契約の準備について 
研究課題の採択後、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。 

 

（４）契約に関する事務処理 

平成26年度は、「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19年２月制定 平成26年２月改正）」に基づき、必要となる事務処理を行ってくださ

い。 
 

（５）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、研究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。また、不正使用等を行った研究の実施者は、その内容の程度により一定期間新た

な応募及び参加が制限されます（第９ ３ 他の競争的資金制度で応募及び参加の制限が行わ

れた研究者に対する措置 参照）。 
 

（６）事業の継承等について 
独立行政法人日本医療研究開発機構が設立された後は、委託者は日本医療研究開発機構が指
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定する者になります。 
また、契約条件や契約に関する事務処理については、日本医療研究開発機構が別途定めるも

のに従ってください。 
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２ 委託費の範囲及び積算等 
 

（１）委託費の範囲 
委託費の範囲は、研究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。 
 

（２）委託費の積算 
研究に必要な経費を大項目・中項目ごとに算出し、（様式１）６．記載してください。な

お、記載に当たっては、全体及び機関別に計上してください。 
 

（３）委託費の支払 
委託費は、原則として当該年度の委託契約期間終了後に行われる額の確定後に委託者が支払

うものとします。ただし、委託者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 研究成果の取扱い 
 

（１）委託業務成果報告書の提出 
受託者は、委託契約書に基づいて毎年度の研究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））及び公文書で提

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、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 

研究を実施することで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、可能な限り研究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）「国民との科学・技術対話」の推進について 

「「国民との科学・技術対話」の推進について（基本的取組方針）（平成22年６月19日科学

技術政策担当大臣、総合科学技術会議有識者議員）」（別添５）を踏まえ、本公募に採択さ

れ、１件当たり年間3,000万円以上の公的研究費（競争的資金又はプロジェクト研究資金）の

配分を受ける場合には、「国民との科学・技術対話」への積極的な取り組みをお願いします。 
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４ 取得資産の取扱い 
 

（１）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、委託者の指示により移転していた

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、所有権を持つ者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、受託者が所有権の持つ者との契約条項に従って善良な管理を

行ってください。 
 
（２）研究終了後の設備備品費等の取扱い 

研究終了後における設備備品等の資産の取扱いについては、別途所有権を持つ者との協議に

よります。 
 
（３）放射性廃棄物等の処分 

汚染資産等及び委託業務の実施により発生した放射性廃棄物は、受託者の責任において処分

してください。 
 
 

５ 一般管理費の適正な執行について 
 

一般管理費の配分を受ける研究機関においては、一般管理費の適切な管理を行ってください。 
 
 

６ 繰越について 
 

事業の進捗に伴い、試験研究に際しての事前の調査又は研究方式の決定の困難、計画又は設計に

関する諸条件、気象の関係、資材の入手難その他のやむを得ない事由により、年度内に支出を完了

することが期し難い場合には、財務大臣の承認を経て、最長翌年度末までの繰越を認める場合があ

ります。 
 
 

７ バイオサイエンスデータベースセンターへの協力 
 
バイオサイエンスデータベースセンター（ＮＢＤＣ）（http://biosciencedbc.jp/）は、様々な

研究機関等によって作成されたライフサイエンス分野データベースの統合的な利用を推進するため

に、平成 23 年 4 月に独立行政法人科学技術振興機構に設置されたものです。同センターでは、関連

機関に積極的な参加を働きかけるとともに、戦略の立案、ポータルサイトの構築・運用、データベ

ース統合化基盤技術の研究開発、バイオ関連データベース統合化の推進を 4 つの柱として、ライフ

サイエンス分野データベースの統合化に向けて事業を推進しています。 

これによって、我が国におけるライフサイエンス研究の成果が、広く研究者コミュニティに共有

かつ活用されることにより、基礎研究や産業応用研究につながる研究開発を含むライフサイエンス

研究全体が活性化されることを目指しています。 
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ついては、ライフサイエンス分野に関する論文発表等で公表された成果に関わる生データの複製

物、又は構築した公開用データベースの複製物について、同センターへの提供に御協力をお願いし

ます。 

なお、提供された複製物については、非独占的に複製・改変その他必要な形で利用できるものと

します。また、複製物の提供を受けた機関の求めに応じ、複製物を利用するに当たって必要となる

情報の提供にも御協力をお願いすることがありますので、あらかじめ御承知おき願います。 

また、ＮＢＤＣでは、ヒトに関するデータについて、個人情報の保護に配慮しつつ、ライフサイ

エンス研究に係るデータの共有や利用を推進するために NBDC ヒトデータ共有ガイドラインを策定

（参考ＵＲＬ：http://humandbs.biosciencedbc.jp/guidelines/）しております。 
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第９ 留意事項 
 

１ 不正使用及び不正受給への対応 
 

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）契約の解除等の措置 
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。 
 
（２）応募及び参加5の制限等の措置 

本制度の研究費の不正使用等を行った研究者（共謀した研究者も含む。（以下「不正使

用等を行った研究者」という。））や、不正使用等に関与したとまでは認定されなかった

ものの善管注意義務に違反した研究者6に対し、不正の程度に応じて以下の表のとおり、

本制度への応募及び参加の制限措置、若しくは厳重注意措置をとります。 
また、他府省及び他府省所管の独立行政法人を含む他の競争的資金等の担当に当該不正

使用等の概要（不正使用等をした研究者名、制度名、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）を提供する場合があります。 
 

不正使用及び不正受給

に係る応募制限の対象

者 
不正使用の程度 

応募制限期間 ※

（補助金等を返還

した年度の翌年度

から） 

１．不正使用を行った

研究者及びそれに共謀

した研究者 

（１）個人の利益を得るための私的流用 １０年 

（２） 
（１）以外 

① 社会への影響が大きく、行為

の悪質性も高いと判断されるもの 
５年 

② ①及び③以外のもの ２～４年 

③ 社会への影響が小さく、行為

の悪質性も低いと判断されるもの 
１年 

２．偽りその他不正な

手段により競争的資金

を受給した研究者及び

それに共謀した研究者 

 ５年 

                                                 
5 応募及び参加：新規課題の提案、応募、申請を行うこと、共同研究者等として新たに研究に参加すること、進行中の研究課題（継続課

題）への研究代表者又は共同研究者等として参加することを指す。 
6

 善管注意義務に違反した研究者：不正使用又は不正受給に関与したとまでは認定されなかったものの、善良な管理者の注意をもって事業

を行うべき義務に違反した研究者のことを指す。 
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３．不正使用に直接関

与していないが善管注

意義務に違反して使用

を行った研究者 

 

不正使用を行った

研究者の応募制限

期間の半分（上限

２年、下限１年、

端数切り捨て） 
※ 以下の場合は申請及び参加を制限せず、厳重注意を通知する。 

・１．において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断され、かつ不正使用額が少

額な場合 
・３．において、社会への影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された研究者に対して、善

管注意義務を怠った場合 
 
（３）不正事案の公表について 

本制度において、研究費の不正使用等を行った研究者や、善管注意義務に違反した研究

者のうち、本制度への申請及び参加が制限された研究者については、当該不正事案の概要

（研究者氏名、制度名、所属機関、研究年度、不正の内容、講じられた措置の内容）につ

いて、原則公表することとします。 
 
 

２ 研究活動における不正行為に対する措置 
 

本公募は、『公正な研究活動の推進に向けた「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の

見直し・運用改善について（審議のまとめ）』（平成 26 年２月３日「研究活動の不正行為への対応

のガイドライン」の見直し・運用改善等に関する協力者会議決定）を踏まえて現在検討している、

「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決定。以下「ガイドライン」という。）の見直し内容

を前提として行うものです。 

研究機関は、本事業への応募及び研究活動の実施に当たり、見直し後のガイドラインを遵守する

ことが求められます。 
また、実施課題に関する研究活動における不正行為（捏造（ねつぞう）、改ざん及び盗用）への

措置については以下のとおりとします。 
 

（１）契約の解除等の措置 
研究活動の不正行為が認められた場合、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。 
 

（２）応募及び参加の制限等の措置 
本事業による研究論文・報告書等において、不正行為が認定された者や、不正行為に関

与したとまでは認定されなかったものの当該論文・報告書等の責任者としての注意義務を

怠ったこと等により、一定の責任があると認定された者に対し、不正行為の悪質性等や責

任の程度により、以下の表のとおり、本事業への応募及び参加の制限措置を講じます。 
また、他府省を含む他の競争的資金等の担当に当該不正行為等の概要（不正行為をした
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研究者名、所属機関、研究課題、予算額、研究年度、不正行為の内容、講じられた措置の

内容等）を提供する場合があります。 
 

不正行為に係る応募制限の対象者 不正行為の程度 

応募制限期間

（不正が認定

された年度の

翌年度から※

1） 

不正行為

に関与し

た者 

１．研究の当初から不正行為を

行うことを意図していた場合な

ど、特に悪質な者 
 １０年 

２．不正行為

があった研

究に係る論

文等の著者 

当該論文等の責

任を負う著者

（監修責任者、

代表執筆者又は

これらのものと

同等の責任を負

うと認定された

もの） 

当該分野の研究の進展への

影響や社会的影響が大き

く、又は行為の悪質性が高

いと判断されるもの 

５～７年 

当該分野の研究の進展への

影響や社会的影響が小さ

く、又は行為の悪質性が低

いと判断されるもの 

３～５年 

上記以外の著者  ２～３年 

３．１．及び２．を除く不正行

為に関与した者 
 ２～３年 

不正行為に関与していないものの、不正行為

のあった研究に係る論文等の責任を負う著者

（監修責任者、代表執筆者又はこれらの者と

同等の責任を負うと認定された者） 

当該分野の研究の進展への

影響や社会的影響が大き

く、又は行為の悪質性が高

いと判断されるもの 

２～３年 

当該分野の研究の進展への

影響や社会的影響が小さ

く、又は行為の悪質性が低

いと判断されるもの 

１～２年 

 
 

３ 他の競争的資金制度で応募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、本制度への応募及び参加を制限します。 
「他の競争的資金制度」について、平成 26 年度以降に新たに公募を開始する制度も含みます。な

お、平成25年度以前に終了した制度においても対象となります。 
※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御覧ください。 

http://www8.cao.go.jp/cstp/compefund/12ichiran.pdf 
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４ 生命倫理及び安全対策等に係る留意事項並びに関係法令等に違反した場合の措置 

 
ライフサイエンスに関する研究については、生命倫理・安全対策等の観点から別添４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、機関内倫理審査委員会における審査等を適切

に行った上で研究を実施してください。 
これらの関係法令・指針等（別添４に明示されていない関係法令・指針等を含む）に違反し、研

究を実施した場合には、違反した旨を公表するとともに、委託費の交付をしないことや委託費の交

付を取り消すことがあります。また、法令に違反した場合には、法令に基づく罰則がかかることも

あります。 

なお、機関内倫理審査委員会については、「機関内倫理審査委員会の在り方について」（平成 15

年３月 20 日科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会）を参照しつつ、法令又は指針等に基づき適

切に運営することとします。 
また、別添４の関係法令・指針等の詳細については、ライフサイエンスの広場「生命倫理・安全に

対する取組」（http://www.lifescience.mext.go.jp/bioethics/index.html）等を参照してください。 
 
 

５ 安全保障貿易について（海外への技術漏えいへの対処） 
 
研究機関では多くの最先端技術が研究されており、とくに大学では国際化によって留学生や外国

人研究者が増加する等、先端技術や研究用資材・機材等が流出し、大量破壊兵器等の開発・製造等

に悪用される危険性が高まってきています。そのため、研究機関が当該委託研究を含む各種研究活

動を行うに当たっては、軍事的転用されるおそれのある研究成果等が、大量破壊兵器の開発者やテ

ロリスト集団など、懸念活動を行うおそれのある者に渡らないよう、研究機関による組織的な対応

が求められます。 

日本では、外国為替及び外国貿易法（昭和 24 年法律第 228 号）（以下「外為法」という。）に基

づき輸出規制（※）が行われています。したがって、外為法で規制されている貨物や技術を輸出

（提供）しようとする場合は、原則として、経済産業大臣の許可を受ける必要があります。外為法

をはじめ、各府省が定める法令・省令・通達等を遵守してください。 

（※）現在、我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①炭素繊維や数値制

御工作機械などある一定以上のスペック・機能を持つ貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場

合に、原則として、経済産業大臣の許可が必要となる制度（リスト規制）と②リスト規制に該当し

ない貨物（技術）を輸出（提供）しようとする場合で、一定の要件（用途要件・需用者要件又はイ

ンフォーム要件）を満たした場合に、経済産業大臣の許可を必要とする制度（キャッチオール規

制）の２つから成り立っています。 
物の輸出だけではなく技術提供も外為法の規制対象となります。リスト規制技術を外国の者（非

居住者）に提供する場合等はその提供に際して事前の許可が必要です。技術提供には、設計図・仕

様書・マニュアル・試料・試作品などの技術情報を、紙・電子メール・ＣＤ・ＵＳＢメモリなどの

記憶媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた作業知識の提供やセ

ミナーでの技術支援なども含まれます。外国からの留学生の受入れや、共同研究等の活動の中にも、

外為法の規制対象となり得る技術のやりとりが多く含まれる場合があります。 
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６ 「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）」に基づく体制整

備について 

 

本事業の応募、研究実施等に当たり、研究機関は、「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 26 年２月 18 日改正）の内容について遵守する必要がありま

す。 
研究機関においては、標記ガイドラインに基づいて、研究費の管理・監査体制の整備を行い、研

究費の適切な執行に努めていただきますようお願いします。 
 
 

７ 「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「体制整

備等自己評価チェックリスト」の提出について 
 

本事業の契約に当たり、各研究機関では標記ガイドラインに基づく研究費の管理・監査体制を整

備すること、及びその状況等についての報告書である「体制整備等自己評価チェックリスト」（以

下「チェックリスト」という。）を提出することが必要です。（チェックリストの提出がない場合

及び内容に不備が認められる場合の研究実施は認められません。） 

このため、以下のホームページの様式に基づいて、平成 26 年７月 31 日（木曜日）までに、研究

機関から文部科学省研究振興局振興企画課競争的資金調整室に、e-Rad を利用して、チェックリス

トが提出してください。ただし、平成 25 年４月以降、別途の機会でチェックリストを提出している

場合は、今回新たに提出する必要はありません。 

チェックリストの提出方法の詳細については、以下文部科学省ホームページを御覧ください。 

【HP】http://www.mext.go.jp/a_menu/kansa/houkoku/1301688.htm 

※注意：なお、提出には、e-Rad の利用可能な環境が整っていることが必須となりますので、e

-Rad への研究機関の登録手続を行っていない機関にあっては、早急に手続をお願いし

ます。（登録には通常２週間程度を要しますので十分御注意ください。e-Rad 利用に係

る手続の詳細については、上記ホームページに示された提出方法の詳細とあわせ、以

下ホームページを御覧ください。） 

【ホームページアドレス】http://www.e-rad.go.jp/shozoku/system/index.html 

また、本チェックリストは、平成 26 年４月以降に新たな様式とすることとしており、再度、新様

式による提出を依頼させていただく予定ですので、文部科学省からの周知等に十分御留意ください。 

なお、平成 26 年２月 18 日に改正したガイドラインにおいて「情報発信・共有化の推進」の観点

を盛り込んでいるため、本チェックリストについても研究機関のホームページ等に掲載し、積極的

な情報発信を行っていただくようお願いいたします。 



40 

第１０ スケジュール 
 

平成26年 

・６月19日（木曜日） 公募開始 

・７月10日（木曜日） 公募締切り 

・７月中旬（予定） 第１次審査（研究計画提案書評価） 

・７月下旬（予定） 第２次審査（採択課題候補選考） 

・８月上旬（予定） 採択課題の決定、採択通知及び（必要に応じて）研究計画提案

書修正依頼、若しくは不採択通知 

・８月中旬（予定） （必要に応じて）研究計画提案書再提出 

・９月中（予定） 委託契約、事業開始 

※ 審査の状況によっては、変動する場合があります。また、採択後、委託契約の手続に際し、不

備等がある場合には、事業開始時期が遅れることがあります。 

 

第１１ 問合せ先 
 

本公募に関する御質問等については、以下に御連絡ください。 
 

・事業に関するお問合せ 

文部科学省 研究振興局 研究振興戦略官付（田中、高市） 

〒100-8959 東京都千代田区霞が関３－２－２ 

E-mail: senryaku@mext.go.jp 

 

・書類作成・提出に関するお問合せ 

独立行政法人 科学技術振興機構 科学技術プログラム推進部 研究振興事業グループ 

（松永、森田、橋本、青山、小松） 

〒102-8666 東京都千代田区四番町５－３サイエンスプラザ 

E-mail: ktkoubo@jst.go.jp 

 
・e-Rad に関する問合せ先 

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 9:00～午後6:00※土曜日、日曜日、祝祭日を除く 
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（別添１）プログラムの実施体制 

プログラムの実施体制 
 
○プログラムディレクター：上田 龍三（愛知医科大学） 
 
○プログラムリーダー：野田 哲生（がん研究会） 
 
○革新的がん医療シーズ育成領域 グループリーダー：清木 元治（高知大学） 
 

①がん幹細胞を標的とした根治療法の実現 ○平尾  敦（金沢大学） 
鯉沼 代造（東京大学） 
永野  修（慶應義塾大学） 
近藤  亨（北海道大学） 
保仙 直毅（大阪大学） 
佐藤 俊朗（慶應義塾大学） 
千葉  勉（京都大学） 
藤堂 具紀（東京大学） 

②がん微小環境を標的とした革新的治療法の実

現 
○秋山  徹（東京大学） 

坂本 毅治（東京大学） 
武藤  誠（京都大学） 
佐藤 靖史（東北大学） 
近藤 科江（東京工業大学） 
的崎  尚（神戸大学） 
江角 浩安（東京理科大学） 
西 英一郎（京都大学） 
松本 邦夫（金沢大学） 
角田 慎一（医薬基盤研究所） 
松島 綱治（東京大学） 
石井  優（大阪大学） 
片岡  徹（神戸大学） 

③がん染色体･分裂期チェックポイントを標的と

した治療法の確立 
○石川 冬木（京都大学） 

八尾 良司（がん研究会） 
清宮 啓之（がん研究会） 
杉浦 麗子（近畿大学） 
胡桃坂仁志（早稲田大学） 
中西  真（名古屋市立大学） 
田中 耕三（東北大学） 
鈴木  聡（九州大学） 

④がんエピゲノム異常を標的とした治療･診断法

の開発 
○近藤  豊（愛知県がんセンター） 

伊藤 昭博（理化学研究所） 
北林 一生（国立がん研究センター）  
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田原 栄俊（広島大学） 
鈴木  拓（札幌医科大学） 
松田  彰（北海道大学） 
井上  聡（東京大学） 

⑤がん関連遺伝子産物の転写後発現調節を標的

とした治療法の開発 
○中山 敬一（九州大学） 

谷川 千津（東京大学） 
大野 茂男（横浜市立大学） 
夏目  徹（産業技術総合研究所） 
畠山 鎮次（北海道大学） 
岩井 一宏（京都大学） 
片桐 豊雅（徳島大学） 
福井 宣規（九州大学） 
渡邉 信元（理化学研究所） 
松田 道行（京都大学） 

⑥免疫機構をターゲットとした創薬（新規研究

分野） 
－ 

⑦転写機能をターゲットとした創薬（新規研究

分野） 
－ 

○：チームリーダー 
 
○がん臨床シーズ育成領域 グループリーダー：間野 博行（東京大学） 
 

①創薬コンセプトに基づく戦略的治療デザイン

の確立 
○直江 知樹（国立病院機構名古屋医療セン

ター） 
小川 誠司（京都大学） 
石岡千加史（東北大学） 
中川原 章（千葉県がんセンター） 

②分子プロファイリングによる新規標的同定を

通じた難治がん治療法開発 
○三木 義男（東京医科歯科大学） 

山口 俊晴（がん研究会） 
矢野  哲（東京大学） 
矢野 聖二（金沢大学） 
後藤 功一（国立がん研究センター） 
田中 真二（東京医科歯科大学） 
滝田 順子（東京大学） 
斉藤 延人（東京大学） 
稲澤 譲治（東京医科歯科大学） 
中野 孝司（兵庫医科大学） 

③チロシンキナーゼ（TK）阻害剤による有効な

がん治療の実用化 
○中西 洋一（九州大学） 

山下 義博（東京大学） 
大家 基嗣（慶應義塾大学） 
竹内 賢吾（がん研究会） 
菊地 利明（東北大学） 
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④早期診断マルチバイオマーカー開発 ○高橋  隆（名古屋大学） 
曽我 朋義（慶應義塾大学） 
落谷 孝広（国立がん研究センター） 
三善 英知（大阪大学） 
植田 幸嗣（東京大学） 
戸井 雅和（京都大学） 
中里 雅光（宮崎大学） 

⑤効果的な複合免疫療法の開発 ○河上  裕（慶應義塾大学） 
硲  彰一（山口大学） 
伊東 恭吾（久留米大学） 
池田 裕明（三重大学） 
中山 睿一（川崎医療福祉大学） 

⑥家族性がん（新規研究分野） 
－ 

⑦小児がん（新規研究分野） 
－ 

○：チームリーダー 
 

○創薬基盤融合技術育成領域（新規研究領域） 
 

①ＤＤＳ技術 － 
②分子イメージング技術 － 
③ｉＰＳ／アニマルモデル － 
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（別添２）大項目・中項目一覧表 

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。 
※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、外国人招へい旅費、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（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（委託業務実施するうえ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（「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８％に相当す

る額等、消費税に関して非（不）課税取引となる経費）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。 
※公共交通機関を利用して移動する際の交通費について、切符購

入など又はＩＣカードによる乗車で二重運賃が発生する場合は、

その取扱いについて定めること。 
※消費税相当額の算出に当たり、一円未満の端数があるときは切

捨てること。 
一般管理費  一般管理費は、下記に述べる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。 
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
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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、一般管理費は「上記経費の○％」。 

一般管理費率は、委託先の規程と 10％を比較して、いずれか低い

方、又は規程がない場合は契約時の直近３ヶ年の損益計算書等に

より算出された一般管理費率と 10％を比較して、いずれか低い方

を適用する。 

※一般管理費の率は、１契約期間中においては変動しない。 

※国の機関については、「一般管理費」を「事業管理費」（５

％）と読み替える。 

※一般管理費の算出に当たり、一円未満の端数があるときは切捨

てること。 
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（別添３）予算決算及び会計令（抄） 

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、次の各号のいずれか

に該当する者を参加させることができない。 
一 当該契約を締結する能力を有しない者 
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成三年法律第七十七号）第三十二条第一

項各号に掲げる者 
 

第７１条 
契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められる

ときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を

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、製造その他の役務を粗雑に行い、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とき。 
二 公正な競争の執行を妨げたとき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

たとき。 
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とき。 
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とき。 
五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 
六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事

実に基づき過大な額で行つたとき。 
七 この項（この号を除く。）の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の

締結又は履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用したとき。 
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４）動物実験、生命倫理・安全に関する取組に関わる法令・指針等 

動物実験、生命倫理・安全に関する取組に関わる法令・指針等 
 
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、適切に研究を実施してください。これらに違反して研究が実施

されていることが確認された場合は、本補助金の交付を取り消すことがあります。 
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）及び厚生労働省と農林水産省のホームページを参照してくだ

さい。 
 

（１）ヒトゲノム・遺伝子解析研究を含む研究計画 

研究計画に、ヒトゲノム・遺伝子解析研究（提供者の個体を形成する細胞に共通して存在し、そ

の子孫に受け継がれ得るヒトゲノム及び遺伝子の構造又は機能を、試料・情報を用いて明らかにし

ようとする研究）を含む場合には、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」（平成 25 

年文部科学省・厚生労働省・経済産業省告示第1 号）に基づき、当該研究を実施してください。 

 

（２）疫学研究を含む研究計画 

研究計画に、疫学研究（明確に特定された人間集団の中で出現する健康に関する様々な事象の頻

度及び分布並びにそれらに影響を与える要因を明らかにする科学研究）を含む場合には、「疫学研

究に関する倫理指針」（平成 19 年文部科学省・厚生労働省告示第 1 号）に基づき、当該研究を実

施してください。前述の文部科学省ホームページ等に情報を掲示していますので、適宜留意願いま

す。 

 

（３）臨床研究を含む研究計画 

研究計画に、臨床研究（医療における疾病の予防方法、診断方法及び治療方法の改善、疾病原因

及び病態の理解並びに患者の生活の質の向上を目的として実施される医学系研究であって、人を対

象とする①医薬品又は医療機器を用いた予防、診断又は治療方法に関する介入を伴う研究、② ①に

該当するものを除く介入を伴う研究、③介入を伴わず、試料等を用いた研究であって、疫学研究を

含まないもの）を含む場合には、「臨床研究に関する倫理指針」（平成 20 年厚生労働省告示第 415

 号）に基づき、当該研究を実施してください。（ただし、他の法令及び指針の適用範囲に含まれる

研究は、当該指針の対象外になりますので御注意ください。） 

 

（４）特定胚の取扱いを含む研究計画 

研究計画に、人クローン胚又は動物性集合胚の取扱いを含む場合には、「ヒトに関するクローン

技術等の規制に関する法律」（平成 12 年法律第 146 号）及びこれに基づく省令及び指針に基づき、

当該研究を実施してください。とくに、研究の実施に先立ち、文部科学大臣への届出が必要となる

ことに留意してください。 

 

（５）ヒトＥＳ細胞の使用及び樹立・分配を含む研究計画 

研究計画に、ヒトＥＳ細胞（ヒト胚性幹細胞）の使用を含む場合には、「ヒトＥＳ細胞の使用に
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関する指針」（平成 22 年文部科学省告示第 87 号）に基づき、当該研究を実施してください。とく

に、研究の開始に先立ち、文部科学大臣への届出が必要となることに留意してください。 

ヒト ES 細胞の樹立、分配を行おうとする場合も同様に、「ヒト ES 細胞の樹立及び分配に関する

指針」（平成 22 年文部科学省告示第 86 号）に基づき、文部科学大臣の確認が必要です。前述の文

部科学省ホームページ等に関連情報を掲示していますので、適宜留意願います。 

 

（６）ヒトiPS 細胞等からの生殖細胞作成を含む研究計画 

研究計画に、ヒト iPS 細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を含む場合には、「ヒト iP

S 細胞又はヒト組織幹細胞からの生殖細胞の作成を行う研究に関する指針」（平成 22 年文部科学

省告示 88 号）に基づき、当該研究を実施してください。とくに、研究の開始に先立ち、文部科学

大臣への届出が必要となることに留意してください。 

前述の文部科学省ホームページ等に関連情報を掲示していますので、適宜留意願います。 

 

（７）遺伝子治療臨床研究を含む研究計画 

研究計画に、遺伝子治療臨床研究（疾病の治療を目的として遺伝子又は遺伝子を導入した細胞の

ヒトの体内への投与等に関する臨床研究）を含む場合には、「遺伝子治療臨床研究に関する指針」

（平成 20 年文部科学省・厚生労働省告示第 2 号）に基づき、当該研究を実施してください。とく

に、研究の実施に当たっては、事前に厚生労働大臣に意見を求めることや文部科学大臣にその意見

の求めの写しを提出すること等が必要となることに留意してください。 

 

（８）ヒト幹細胞を用いる臨床研究を含む研究計画 

研究計画に、ヒト幹細胞を用いる臨床研究（ヒト幹細胞を、疾病の治療のための研究を目的とし

て人の体内に移植又は投与する臨床研究）を含む場合には、「ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関す

る指針」（平成 18 年厚生労働省告示第 425 号）に基づき、当該研究を実施してください。とくに、

研究の実施に先立ち、厚生労働大臣の意見を求めること等が必要となることに留意してください。 

 

（９）遺伝子組換え生物等の使用等を含む研究計画 

研究計画に、遺伝子組換え生物等の使用等を含む場合には、平成 16 年 2 月 19 日に施行された

「遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律」（平成 15 年法律

第 97 号）及びこれに基づく省令、告示等に基づき、当該研究を実施してください。とくに、遺伝

子組換え生物等の第一種使用等（環境中への拡散を防止しないで行う使用等）を行う場合、あらか

じめ第一種使用規程を定め、主務大臣の承認を受ける義務があること、及び第二種使用等（環境中

への拡散を防止しつつ行う使用等）を行う場合、主務省令に定められた又はあらかじめ主務大臣の

確認を受けた拡散防止措置をとる義務等があることに留意してください。また、遺伝子組換え生物

等の譲渡・提供・委託を行おうとする者は、原則としてその都度、省令に定められた情報の提供を

行わなければならないことにも留意してください。 

これらのことを踏まえ、遺伝子組換え生物等の使用等を行う研究機関においては、機関内の法令

の理解及び遵守についての周知徹底を十分に図るとともに、事故時の対応をあらかじめ定める等の

機関内の体制を整備し、法令に基づき遺伝子組換え生物等の適切な使用等が徹底されるよう留意し

てください。遺伝子組換え生物等の使用等に係る各種情報については、前述の文部科学省ホームペ

ージ等に掲示していますので、適宜留意願います。 
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（１０）病原体等を使用する研究を含む研究計画 

研究計画に、病原体等を使用する研究を含む場合には、「感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律」（平成 18 年法律第 106 号）等の関係法令等に基づき、当該研究を実施して

ください。 

 

（１１）実験動物を使用する研究を含む研究計画 

研究計画に、実験動物を使用する研究を含む場合には、動物福祉の観点から適切な配慮を行うた

め、動物の愛護及び管理に関する法律（昭和 48 年法律第 105 号）、実験動物の飼養及び保管並び

に苦痛の軽減に関する基準（平成 18 年環境省告示第 88 号）、動物の殺処分方法に関する指針（平

成 19 年環境省告示第 105 号）及び研究機関等における動物実験等の実施に関する基本指針（平成

18 年文部科学省告示第71 号）等に基づき当該研究を実施してください。 

また、動物実験を行う際には、動物実験の指針を整備するとともに、動物実験委員会を設置し、

適切な動物実験を行ってください。動物実験の導入に際しては、「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に

関する法律」（平成 18 年法律第 67 号）に基づく飼養許可証の確認や特定動物の飼養又は保管の方

法の細目（平成 18 年環境省告示第 22 号）を遵守するなど、常に適切なものとなるように努めてく

ださい。 

 

（１２）ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究を含む研究計画 

研究計画に、ヒト受精胚の作成を行う生殖補助医療研究（受精、胚の発生及び発育並びに着床に

関する研究、配偶子及びヒト受精胚の保存技術の向上に関する研究その他の生殖補助医療 23 の向上

に資する研究のうちヒト受精胚の作成を行うもの）を含む場合には、「ヒト受精胚の作成を行う生

殖補助医療研究に関する倫理指針」（平成 22 年文部科学省・厚生労働省告示第 2 号）に基づき、

当該研究を実施してください。とくに、研究の実施に先立ち、文部科学大臣及び厚生労働大臣の確

認等を受ける必要があることに留意してください。 
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（別添５）「国民との科学・技術対話」の推進について 

「国民との科学・技術対話」の推進について 
（基本的取組方針） 

 
 

平 成 ２ ２ 年 ６ 月 １ ９ 日 
科 学 技 術 政 策 担 当 大 臣 
総合科学技術会議有識者議員 

 
１ 趣 旨 

科学・技術の優れた成果を絶え間なく創出し、我が国の科学・技術をより一層発展させるためには、

科学・技術の成果を国民に還元するとともに、国民の理解と支持を得て、共に科学技術を推進してい

く姿勢が不可欠である。また、例えば事業仕分けでの議論を踏まえれば、科学・技術関係施策の発展

・充実を図るためには、その成果・普及について国民全体の理解を一層深める必要がある。 
そのためには、研究者が社会と真摯に向き合い、次世代の人材を養成する活動はもちろん、倫理的

・法的・社会的課題と向き合う双方向コミュニケーションの取り組みが重要である。英国では、研究

者に自身の研究の目的や性質について、短く、簡明な要約の作成や、公衆参加に関わる活動計画の作

成を義務付けている例もある。 
国内においては、現在、一部の事業で研究内容等を報告・説明するための経費を措置している例も

あるが、必ずしも十分とはいえない状況にある。先般の大阪で開催した「科学・技術ミーティング

ｉｎ大阪」においても、参加者の間から研究内容やその成果の一般への周知の重要性が指摘され、研

究者と国民との対話の場を設けるような取り組みを求める声が寄せられている。 
このため、科学技術政策担当大臣及び有識者議員としては、研究活動の内容や成果を社会・国民に

対して分かりやすく説明する、未来への希望を抱かせる心の通った双方向コミュニケーション活動を

「国民との科学・技術対話」と位置付けることとした。その上で、これを積極的に推進する必要があ

るとの認識から、まず最先端研究開発支援プログラムにおいて「国民との科学・技術対話」に取り組

むこととする。 
関係府省、配分機関、大学や研究機関においても、公的研究費を受けた研究者が行う「国民との科

学・技術対話」について、以下に掲げるような組織的な取組を行うよう求めるものである。 
 
 

２ 関係府省・配分機関・大学・研究機関において今後取り組むべき事項 
（１）関係府省・配分機関 

①当面、１件当たり年間３千万円以上の公的研究費（競争的資金又はプロジェクト研究資金）の配

分を受ける研究者等に対して、「国民との科学・技術対話」に積極的に取り組むよう公募要項等

に記載する。 
②配分する直接経費の一部を、「国民との科学・技術対話」に充当できる仕組みの導入を進める。 
③「国民との科学・技術対話」については、中間評価、事後評価の対象とする。ただし、実施に当

たっては、満足度、難易度についてアンケート調査を行うことを記載し、質の高い活動を行うこ

とができたかについて確認する。また、３千万円以下の公的研究費の配分を受けた研究者等が

「国民との科学・技術対話」を実施した場合は、プラスの評価とする。 
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④上記①～③の内容は、今年度対応可能な公的研究費があれば速やかに検討・対応し、平成２３年

度においては一層「国民との科学・技術対話」が推進される方向で制度・施策の充実を図ること

とする。 
 
（２）大学・研究機関 

①大学・研究機関においては、研究者等の「国民との科学・技術対話」が適切に実施できるよう、

支援体制の整備、地域を中心とした連携・協力体制を整備する。例えば、双方向コミュニケーシ

ョンに関する専門的知識を持つ専任教員、専任研究員、科学コミュニケーターや事務職員を配置、

あるいは部署を設置することで支援体制を整備する。また、地域を中心とした連携・協力体制を

整備するほか、研究者に対しては必要に応じて、「国民との科学・技術対話」に参加するトレー

ニングを実施する。 
②研究者等に対して、積極的に「国民との科学・技術対話」を行うよう促すとともに、個人の評価

につながるよう配慮する。 
③大学・研究機関が実施する一般公開の機会において、研究者に「国民との科学・技術対話」を行

う場を提供する。 
④上記①～③の内容は、大学・研究機関の社会又は地域貢献の一つとして位置付け、当該研究費の

間接経費を活用して適切かつ効果的に実施するものとする。 
なお、大学・研究機関のこれらの取組は、２（１）③の評価対象の一つとする。 
 

（３）取組に際して留意すべき事項 
①本方針の「国民との科学・技術対話」は、公的研究費を受けた研究者自らが研究目的、研究内容、

研究成果を国民に対して分かりやすく説明する、いわゆる顔の見える活動が基本である。また、

国民からの意見や感想、期待に対して真摯に向き合う姿勢も大切である。 
②研究活動の妨げにならないよう、研究者は大学・研究機関の支援を受けて計画的に「国民との科

学・技術対話」を行うことが重要である。 
なお、「国民との科学・技術対話」は研究者及び研究チームを中心に、双方向コミュニケーショ

ンの専門知識を有する専任教員や実質的に活動できる科学コミュニケーターと協力体制で行うこ

とが好ましい。「国民との科学・技術対話」によって直接の評価を受けない学生などに過度の負

担がいかないように配慮する。 
③研究内容によっては、研究の進め方や新しく生まれる技術に関する倫理的・法的・社会的課題に

ついての検討や、国民の不安や懸念に対する対応などが必要となることが予想される。こうした

研究内容に関し「国民との科学・技術対話」を実施する際には、これらの課題に対する国民の理

解が深まるよう、創意工夫を凝らし分かりやすい説明を行うことが期待される。 
④地域との連携については、大学・研究機関において、自治体、教育委員会との適切な協力体制を

構築する。また、国や独立行政法人が実施している各種事業の活用を検討する。 
⑤本指針の趣旨、すなわち研究者等が社会と真剣に向き合い交流する意味を十分理解し、国民に広

く理解が得られるよう創意工夫を行うこと。 
受け手側の年齢や知識、興味、関心等を十分考慮・斟酌して創意工夫を凝らした分かりやすい説

明を行うとともに、「国民との科学・技術対話」がより有益なものとなるよう、参加者へのアン

ケート調査により活動の質を確認することも重要である。 
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３ 総合科学技術会議のフォローアップ 
平成２３年度のできるだけ早い時期に上記に掲げる関係府省・配分機関の取組状況を把握・検討し、

不適切な場合は関係府省に改善を求めるとともに、必要に応じて本方針の見直しを行う。 
 
４ 想定する「国民との科学・技術対話」の例 

以下に掲げる活動は例示であり、これ以外であっても顔の見える双方向コミュニケーション活動を

推進する本方針の趣旨に合致する活動に積極的に取り組むこと。 
①小・中・高等学校の理科授業での特別授業 

児童生徒の発達段階を考慮し、児童生徒が広く研究に興味関心を持つように、研究目的、研究

内容、実生活との関連を説明する。 
② 地域の科学講座・市民講座での研究成果の講演 

博物館、科学館、市町村、非営利団体（ＮＰＯ）が開催する地域の科学講座・市民講座で、研

究目的、研究内容、研究成果の講演や参加者との対話を行う。 
③ 大学・研究機関の一般公開での研究成果の講演 

大学や研究機関において実施する一般公開の機会に、研究目的、研究内容、研究成果の講演や

参加者との対話を行う。 
④ 一般市民を対象としたシンポジウム、博覧会、展示場での研究成果の講演・説明 

各種団体や研究会が開催する一般市民を対象としたシンポジウム、博覧会、展示場で、研究目

的、研究内容、研究成果の講演・説明や研究の意義・課題についての対話を行う。 
⑤ インターネット上での研究成果の継続的な発信 

掲示板、ブログ・ミニブログ、メールマガジンを用いた双方向性のあるインターネット上での

情報発信により、研究目的、研究内容、研究成果の発信を行う。 
なお、当面この活動は、研究活動の状況によりやむを得ず実施できない場合を想定している。 
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実際の活動事例 
 
 
①小・中・高等学校の理科授業での特別授業 
（事例１） 
北海道大学の自然史科学の研究者が、地域の小学校で、小学生を対象に、ＮＡＳＡで凍結乾燥させた

ウシガエルを用いて、両生類の秘密とヒトの体についての講義を実施した。 
（事例２） 
八戸工業大学電子知能システム学科の研究者が、地域の中学校や高等学校において、「知能ロボット

を作ろう」と題して、ロボットとプログラミングについての講義と実験を実施した。 
 
②地域の科学講座・市民講座での研究成果の講演 
（事例１） 
国立環境研究所の環境学の研究者が、日本科学未来館で一般市民を対象に、昨年開催されたＣＯＰ15

（国連気候変動枠組み条約第 15 回締約国会議)に関して、地球温暖化をめぐる国際交渉の最前線を紹介

するとともに、そこから見えてくる今後の課題を通してＣＯＰ15 の結果をどのように受け止め行動すべ

きなのかを共に考えるイベントを実施した。 

 
③大学・研究機関の一般公開での研究成果の講演 
（事例１） 
浜松医科大学の感染症の研究者が、大学において、地域の小学生とその保護者を対象に、身の回りに

存在する生物についての講義や実験を実施した。 
（事例２） 
東北大学大学院工学研究科が、市内の小学生を対象に、先端技術と関連したテーマ（「机の上で飛行

機雲を作ってみよう」等）で体験型の科学教室を行うとともに、オープンキャンパスでの公開実験や研

究室訪問を実施した。 
 
④一般市民を対象としたシンポジウム、博覧会、展示場での研究成果の講演・説明 
（事例１） 
国立感染症研究所の研究者が、科学について語り合うイベント（サイエンスアゴラ 2009）において、

広く一般を対象に、新型インフルエンザウィルスの研究やワクチン開発について、最新の知見を交えて

講演した。 
 
 
その他、①～④に限らない取組事例として、世界トップレベル研究拠点プログラム（ＷＰＩ）におい

ては、従来より、高校生向け実験教室やサマー・サイエンスキャンプ等を実施している。また、本年３

月より、各拠点にアウトリーチ担当者を設置するとともに、アウトリーチ活動について、協働で実施す

るイベント等の活動を戦略的に実施するための意見交換を定期的に行うこととしている。本年６月には、

科学・技術フェスタin京都－平成22年度産学官連携推進会議－へ参加・出展した。 
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◎ 日本の研究者数 約８３万９千人（2008 年度：総務省調） 

（内訳） 
大学等 約３０万６千人 
公的機関 約 ３万２千人 
企業等（NPO 含む） 約５０万１千人 

 
 
◎ 競争的資金（８府省） ５５，７１３件 

１ ５千万円以上 
・５千万円以上の件数 １，４６８件（約 ２．６％） 
・上記の研究者数（実数） １，３２９人（約 ２．４％） 

２ ３千万円以上 
・３千万円以上の件数  ２，４４７件（約 ４．４％） 
・上記の研究者数（実数）  ２，１８８人（約 ３．９％） 

３ １千万円以上 
・１千万円以上の件数  ７，２９１件（約１３．１％） 
・上記の研究者数（実数）  ６，１５９人（約１１．１％） 

 
 
◎プロジェクト研究資金（７府省） ３，７８０件 

１ １億円以上 ４６９件（約１２．４％） 
２ ５千万円以上 ８３２件（約２２．０％） 
３ ３千万円以上 １，３３４件（約３５．３％） 

 
※内閣府政府研究開発システム調(平成２０年度)
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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 

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愛称で、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御注意ください。 
応募の流れについては、p.52「３ その他（４）システムを利用した応募の流れ」を参照してく

ださい。 
また、応募の際は、とく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 の使用に当たっては、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 
応募に当たっては、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事務代表者及び事務分担者用マニュアルを参照してくださ

い。 
 

（２）e-Rad への応募情報入力 

システムへの応募情報入力に当たっては、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。 
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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ください。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できます。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、研究者用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 

（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

照又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）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、採否に関する問合せには一切回答できません。 
なお、事業そのものに関する問合せ等はp.39を御参照ください。 

 

・ポータルサイト  http://www.e-rad.go.jp/ 

・問合せ先 

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 9:00～午後6:00（土曜日、日曜日、祝祭日を除く） 

 

（３）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。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。 
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（４）システムを利用した応募の流れ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

続をしてください。 

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

 

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：研究機関事務代表者用マニュアル「Ⅰ1.7ログイン」 

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：研究機関事務代表者用マニュアル「Ⅱ3.2部局情報管理」

「Ⅱ3.3事務分担者情報管理」「Ⅱ3.1(E)職情報の登録」

「Ⅱ2研究者情報の登録」 

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。若しくは、ＪＳＴホームページ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」 
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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。 
※ 郵送が必要な書類は、簡易書留又は宅配便にて御提出いただきます。 

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）で添付す

る内容があります。詳しくはp.26を御覧ください。 

 

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」 

 

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 
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（参考２）エフォートの考え方 

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応募する際には、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％ 


