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「技術革新を加速化する最先端分析技術の応用研究支援事業」公募要領

農林水産省農林水産技術会議事務局（以下「事務局」という。）では、平成２６年度第

１次補正予算で措置された「技術革新を加速化する最先端分析技術の応用研究支援

事業」を実施するに当たり、本事業への参加を希望する企業、研究機関等を広く一般に

募ることにいたしました。

つきましては、本事業の実施を希望される方は、次の要領に従って申請書類を提出し

てください。

なお、本公募は平成２６年度第１次補正予算政府案に基づき公募を行っているため、

今後の予算成立の過程で事業内容等に変更があり得ることをあらかじめ御承知おきくだ

さい。

１ 事業概要

我が国においては、「農林水産業・地域の活力創造プラン」に基づき、生産性向上や

特色ある農林水産物づくりにより、農業・農村全体の所得倍増を目指すには、技術革

新が必要とされています。特に、国民の健康志向の高まりによる新たな食品需要への

高まりなど、社会経済情勢の変化に緊急に対応するため、最先端分析技術の農林水産

・食品分野への応用による技術革新を推進する必要があります。

メタボローム解析は、生命現象に関係する低分子化合物を網羅的に解析する最先端

の研究手法であり、バイオマーカーの発見など医薬・工学分野における活用例が多く

なっております。農林水産・食品分野においても、食味や香りなど品質に関わる低分

子化合物に対してメタボローム解析は応用可能な技術となっております。

このため、最新の解析機器の導入、分析データのデータベース化及びバイオインフ

ォマティクスの人材育成など、メタボローム解析を農林水産・食品分野や応用するた

めの研究開発を支援するための補助を行います。

メタボローム解析による技術革新の加速化を通じて、農林水産・食品分野の競争力

強化を目指します。

２ 公募する研究機関及び研究課題

本事業を推進するにあたり、農林水産省では、「メタボローム解析を活用した農林水

産・食品分野における産学官連携検討会」を開催し、平成27年1月14日付けでメタボロ

ーム解析を活用した産学官連携研究の課題を踏まえた研究の推進方向を明らかにした

推進方針（以下「推進方針」という。）を策定し公表しました。

当該推進方針に基づき、本事業では、農林水産・食品分野におけるメタボローム解

析研究を推進するため、当該研究の効率的体制として、研究プラットフォームと個々

の研究を実施する研究機関が密接に連携する研究ネットワークの構築を支援します。

このため、研究ネットワークの中核として研究全体をコーディネートする研究プラ

ットフォームの構成研究機関を公募します。

また、研究プラットフォームと連携し、個別研究を実施する研究機関（以下、「個別

研究機関（又は個別研究グループ）」という。）を公募します。
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（１）研究プラットフォーム構成の要件

① 研究プラットフォームの中核となる拠点研究機関を配置すること。

② 拠点研究機関については以下の機能を持たせること。

・メタボローム解析研究の基盤となる最新の分析装置の整備

・研究成果情報として、機能性成分のメタボロームデータ等の情報を効率的に収

集、整理、提供するデータベースの構築

・バイオインフォマティクスの人材育成

・新たな解析手法の開発やソフトウェアの開発

・国際的なネットワークハブとの連携体制の構築 等

③ 上記機能を有するするために、必要に応じて、当該技術を有する研究機関と共

同研究体制を構築すること。

（２）個別研究機関（又は個別研究グループ）の要件

メタボローム解析技術を有する大学等やメタボローム解析を活用した商品開発を

志向する大学、民間企業等は、推進方針の「研究の内容」に示す研究課題を実施し、

拠点研究機関と研究者等の派遣や技術移転等において連携すること。

なお、（１）の研究プラットフォームが（２）の個別研究機関とコンソーシアムを組ん

で共同提案することも可能です。

３ 個別研究にて実施する研究課題

２（２）の個別研究にて実施する研究課題は、「推進方針」に示す以下の①～④のい

ずれかに基づく研究課題を実施していただきます。

① 機能性食品開発の加速化

・機能性成分の同定

・機能性食品における機能性成分の定性と定量

② 発酵食品の高品質化

・メタボリックプロファイリングによる発酵食品の高品質化を図る技術開発

③ 原材料に応じた加工条件の適正化

・メタボリックプロファイリングによる食品の呈味成分の解析技術の開発

・食品製造原料の判別技術の開発

・新しい高度殺菌方法の判別技術の開発

④ 食品原材料加工・保存・流通技術の高度化

・メタボリックプロファイリングによる農林水産物・食品の同等性評価技術の開

発

４ 研究目標

（１）研究計画を策定する際は、農林水産業・食品産業の現場ニーズを把握し、これに
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応える研究計画となるよう努めていただきます。

（２）研究計画書に記載される「研究開発の達成目標」については、新規性・先導性や

これまでの実績に基づく優位性や研究成果の波及効果を踏まえた上で、具体的な目

標値について定量的な手法を用いるなど、可能な限り明確に示していただきます。

また、研究が終了する時点や研究の実施途中においても必要に応じて、上記に示

した目標値について検証を行っていただきます。

（３）研究成果の取りまとめにあたっては、農林水産業・食品産業の現場に活用する際

に、分かりやすい成果として提示できるよう留意してください。

５ 応募要件等

（１）資格要件

応募者（研究プラットフォームに応募する場合は拠点研究機関、個別研究課題に

単独で応募する場合はその機関、個別研究課題に研究グループとして応募する場合

は代表機関）は、次の①～③の全ての要件を満たす必要があります。

① 民間企業、技術研究組合、公益又は一般法人、独立行政法人、大学、地方公共

団体、NPO法人、協同組合等の法人格を有する研究機関等（※）であること。

※ 研究機関等とは、法人格を有する者であって、以下の２つの条件を満たす機

関を指します。

ア 研究を行うための研究体制、研究員等を有すること。

イ 知的財産等に係る事務管理等を行う能力・体制を有すること。

② 原則として、日本国内の研究開発拠点において研究を実施すること。

③ 応募者は、研究の企画・立案及び進行管理を行う能力・体制を有するとともに、

研究代表者及び経理責任者を設置していること。

（２）複数の研究機関等が研究グループを構成して研究を行う場合の要件

複数の研究機関等が共同で応募しようとする場合には、研究グループ（コンソー

シアム）を構成し、次の要件を満たすとともに、参画する研究機関等それぞれの分

担関係を明確にした上で、応募は拠点研究機関から行っていただく必要があります。

なお、応募者が採択された後、補助金の交付決定までの間に、当該研究グループ

を構成する研究機関の変更等重大な変更等があった場合には、採択の取り消しを行

うことがあります。

① 研究グループを組織して共同研究を行うことについて、グループに参加する全

ての機関が同意していること。

② 応募者が採択された後、補助金の交付申請を行うまでの間に、研究グループと

して、実施予定の試験研究計画に関する規約を策定すること（規約方式）、研究グ

ループ参加機関が相互に実施予定の試験研究計画に関する協定書を交わすこと（協

定書方式）又は共同研究契約を締結すること（共同研究方式）が確実であること。
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（３）研究管理運営機関の特例措置

① 本事業では、事務局が必要と認めた場合に限り、研究代表者が所属する研究機

関等（研究グループで応募する場合は代表機関）とは別に、交付申請業務等や経

理執行業務を担う機関（以下「研究管理運営機関」という。）を設置できるものと

します。研究管理運営機関を設置する場合は、提案様式に活用する理由等を記載

し、応募書類と一緒に事務局へ提出していただきます。

なお、研究管理運営機関を設置できる例としては以下のとおりです。

ア 地方公共団体において、研究の実施に当たって事前に予算措置を要する等の

特殊性を考慮し、地方公共団体に所属する研究者が研究代表者となる場合であ

って、かつ、地方公共団体に経理責任者を配置することが困難と認められる場

合

イ 研究代表者が中小企業等に所属し、又は研究グループに多数の中小企業等が

参画しており、国との間で交付申請業務等の実績がほとんどないため、事務手

続き等が著しく遅延すると認められる場合

② 研究管理運営機関となる場合は、次のア～ウの全ての要件を満たす必要がありま

す。

ア 国内に設置された機関であり、法人格を有すること

イ 事業を推進するに当たり、適切な管理運営を行う能力・体制を有しているこ

と。

ウ 研究代表者と一体となって事業を推進することができる範囲の地域に所在す

る機関であること。

（４）研究成果の活用に向けた研究体制づくり

研究期間終了後、研究によって確立された新たな技術の効果の検証や改良、シス

テムのメンテナンスや基本データの更新等をどのように行うのかなど、研究期間終

了後においても研究成果の活用が十分になされるような継続的な研究実施体制を整

備することが必要と考えています。

６ 補助対象経費及び研究課題の規模等

（１）補助対象経費

① 直接経費：研究開発に直接必要な経費

ア 人件費

研究員等（ポストドクターを含む）の人件費。ただし、国あるいは地方公共

団体からの交付金等で常勤職員の人件費を負担している法人（地方公共団体を

含む。）については、常勤職員の人件費は計上できません。

なお、計上に当たっては、研究者の勤務時間のうち本事業が占める割合（研

究専従率）を人件費単価に乗じた額とします。

イ 謝金

補助事業者以外の学識経験者等に対する謝金、原稿の執筆、研究協力等に対

する謝金。
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ウ 旅費

研究に係る国内外への調査旅費、学識経験者の審査会出席旅費等。

エ 試験研究費

ⅰ) 機械・設備・備品費

原型のまま比較的長期に反復使用できるもので、取得価格が５万円以上の

もの。

なお、借用（リース等）の方が経費を抑制できる場合には、経済性の観点

から可能な限り借用にしてください。

また、研究コンソーシアムに参画する民間企業等から調達する場合には、

利益排除による原価での取得としてください。

機械・設備・備品の購入時における付帯工事費は、研究機関の会計処理に

合わせ、備品費又は雑役務費に計上してください。

ⅱ) 借料及び損料

機械・設備・備品費の借用料等

ⅲ) 消耗品費

機械・設備・備品費に該当しない物品。

ⅳ) 印刷製本費

報告書、資料等の印刷費、製本にかかる経費。

ⅴ) 光熱水料、燃料費

研究開発に使用する施設の電気、ガス及び水道料等。

ⅵ) 賃金

研究開発に従事する研究補助者等の賃金。

ⅶ) 雑役務費

研究に必要な加工・試作、分析等の外注費。

ⅷ) その他費用

研究に直接必要な経費で農林水産技術会議事務局長が必要と認めたもの。

オ 研究成果普及費

研究成果の普及を図るための情報発信、技術指導等に係る経費

② 一般管理費： 研究の遂行に伴う研究機関の管理等の経費として、①の直接経

費のうち「エ 試験研究費」の１５％を上限として計上すること

ができます。事業に付随することが明確なものに限り、事務費、

光熱水料、燃料費、通信運搬費、租税公課、事務補助職員の賃金

等となります。

なお、光熱水料等の全体額の一部を一般管理費で負担する場合

には、事業に携わる人数比で按分するなどして合理的に算出し、

本事業に係る経費であることを明確に区分してください。

（２）補助対象経費として認められない経費

不動産取得に関する経費、汎用性のある事務用机・椅子など補助対象経費として

認められない経費がありますので、疑義がある場合はお問い合わせください。
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（３）研究課題の規模

研究費の配分の上限は、以下のとおりです。

① 研究プラットフォーム ４５０，０００千円

② 個別研究機関（又は個別研究グループ） ３０，０００千円

ただし、①及び②を併せて応募する場合は、①の上限額＋②の上限額×＠で計上す

ることができます。

※ 審査の結果等によっては希望する額より減額して交付することがありますので、

御承知置きください。

（４）補助率

補助対象経費は定額補助です。

（５）採択件数

採択件数は、以下を想定しております。

① 研究プラットフォーム １件

② 個別研究機関（又は個別研究グループ） ５件

※ ②においては、採択となる研究課題の予算規模により、採択数は増減します。

７ 事業実施期間

交付決定日から平成２７年３月３１日までとします。

８ 応募手続きについて

（１）応募から研究着手までの流れ

平成２７年 １月１５日（木） 公募開始（公示）

１月１５日（木）～２３日（金） 公募説明会（全国１０箇所）

２月 ４日（水） 応募受付締切

２月上旬予定 応募のあった研究計画の審査（面接）

２月中旬予定 採択予定機関への内報

２月中旬予定 採択決定、事業計画の承認、補助金交付申請

交付決定、研究の着手

（２）応募方法

応募者が研究内容をとりまとめた上で、府省共通研究開発管理システム（以下「e

-Rad」という。http://www.e-rad.go.jp（別紙１参照））を使用して応募してくださ

い。

（郵送、持参、ＦＡＸ及びメールによる提出は受け付けることができませんのでご

注意ください。）

e-Radを利用するためには、研究機関及び研究者情報の登録が必要となります。

登録手続きには日数を要する場合がありますので、２週間以上の余裕を持って登

録手続きをしてください。なお、他省庁等が所管する制度・事業で登録済の場合は

再度登録する必要はありません。（詳しくは、e-Radヘルプデスク（※１）にお聞き

ください。）
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応募の際には、e-Rad上で所属研究機関の事務代表者による応募情報（※２）の承

認を受ける必要があります。応募期間内に事務代表者による承認がない場合には、

応募情報は農林水産省技術会議事務局に提出されませんのでご注意ください。

その他e-Radを使用するに当たり必要な手続きについては、e-Radのポータルサイ

トを参照してください。

（※１）e-Radヘルプデスク

TEL 0120-066-877 03-3455-8920

受付時間 9:00～18:00（土、日、祝日を除く）

（※２）応募情報

e-Radでは、研究代表者が入力した研究基本情報や研究組織情報、採択状況等

及び農林水産技術会議事務局が定めた応募様式に必要事項を記載した「応募内

容ファイル」に含まれる内容を総称して「応募情報」といいます。また、「応募

情報」をＰＤＦファイルに変換したものを「応募情報ファイル」、これを印刷し

たものを「応募内容研究計画書」といいます。

（３）応募受付期間

e-Radによる本事業への応募期間は、次のとおりとします。

平成２７年１月１５日（木）１４：００ ～ ２月４日（水）１７：００まで

また、e-Radシステムの利用可能時間帯は、次のとおりです。

（月～金曜日）午前6:00～翌日午前2:00

（土～日曜日）正午～翌日午前2:00

祝祭日であっても、上記の時間帯は利用可能です。

ただし、上記利用可能時間内であっても保守・点検を行う場合、システムの運用

停止を行うことがありますのでご注意ください。

（４）応募書類

研究計画書一式

研究計画書の作成に当たっては、本要領に従い、別紙２の「研究計画書様式」に

御記入ください。なお、研究計画書は日本語で作成してください。

（５）応募に当たっての注意事項

① 本事業の応募の締切に遅れた場合には、受け付けることができません。

② 締め切り後の応募情報ファイルの修正には応じられません。

③ 応募に要する一切の費用は、応募者において負担していただきます。

④ 次の場合には応募は無効となりますので、御注意ください。

ア 応募資格を有しない者が研究計画書を提出した場合

イ 研究計画書に不備があった場合は研究計画書の修正を依頼いたしますが、期

限までに修正できなかった場合

ウ 研究計画書に虚偽が認められた場合

９ 説明会の開催
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公募に係る内容、契約に係る手続、研究計画書等について説明するため、別紙３の

とおり全国１０箇所で説明会を開催します。説明会は農林水産省が所管する他の研究

資金制度の説明会と合同で開催します。説明会への出席は、義務ではありません。

御希望の方は、各会場の期限までに申込機関ごとにお申し込みください。（会場の都

合により、１申込機関当たりの参加者数を制限させていただく場合がありますのでご

了承ください。）

１０ 研究計画の選定

（１）選定方法

応募された研究計画の選定は、外部専門家（大学、企業などの研究者等）等で組

織する選考・評価委員会において、（２）の審査基準に基づいて、面接により行うこ

とを予定していますが、応募者が多数の場合は書類による審査で選定した上で面接

審査を実施し選定します。

審査に当たっては、必要に応じて、応募者に、研究計画書のほかに、別途追加資

料等の提出等を求める場合があります。

審査は非公開で行われ、審査の経過に関する問い合わせには応じられません。

また、応募された研究計画の利害関係者は、当該研究計画の審査から排除される

ことになっています。

選考・評価委員の所属、氏名等は、研究計画の選定後、ホームページで公表しま

す。

ただし、研究計画書に記載された個人情報、知的財産に係る情報等を保護する観

点から、審査内容については公表しません。

（２）審査基準

審査基準は以下のとおりです。

なお、研究計画書の提出から過去３年以内に、補助金等に係る予算の執行の適正

化に関する法律（昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。）第17条第1項又

は第２項に基づき交付決定の取消があった補助事業等において、当該取消の原因と

なる行為を行った応募者（研究グループとして応募する場合は、研究グループを構

成する各研究機関も含める。）については、本事業に係る事業実施主体の適格性の審

査において、その事実を考慮するものとします。

① 実施体制の適格性

② 提案内容が事業の趣旨及び２並びに３の内容に合致し、メタボローム解析を活

用し農林水産・食品分野の課題を解決できる内容となっているか。

③ 提案内容について、解決すべき技術的課題が明確化され、技術的に優れている

か。

④ 提案内容が４の（２）により応募者が掲げる「研究開発の達成目標」に向けて

十分かつ意欲的な内容となっているか。

⑤ 新たな技術や得られたデータの活用先が明確であるか。

⑥ 研究開発された成果の波及の可能性はあるか。

⑦ 提案内容に対して必要経費の積算が効率的かつ適正なものとなっているか。
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（３）採択決定

上記（２）の審査基準に基づき採点・審査を行い、予算の範囲で優良な研究計画

を採択します。

（４）面接審査の日程（予定）

面接審査は、２月上旬に行う予定です。

確定した日程を公募締切時に電子メールでお知らせします。

（５）選定結果等の公表・通知

選定結果については、応募したすべての者に通知するとともに、e-Radによる提案

時に付与される応募番号を農林水産省のウェブサイトに掲載することで速やかに公

表する予定です。

不採択となった課題については、不採択理由等をお知らせします。

なお、応募者の企業秘密、知的財産等に係る情報等を保護する観点から、審査内

容等に関する照会には応じません。

また、採択された応募者は、速やかに試験研究計画書、コンソーシアム設立規約、

補助金交付申請書等必要な書類を作成し、提出していただき、国からの交付決定を

受け研究開発に着手していただきます。

この他、審査の過程で、必要に応じて研究の実施に当たって見直しが必要とされ

た事項等（研究費補助額も含む）をお知らせします。見直しが必要とされた事項等

については、試験研究計画書に反映して提出していただきます。

１１ 本事業の運営管理及び評価について

（１）運営管理

事務局は、研究代表者と密接な関係を維持しつつ、事業の目的及び目標に照らし

た適切な運営管理を行います。補助事業の遂行状況によっては、研究計画の見直し、

研究費の削減、研究の中止を求めることがあります。

（２）評価

本事業の終了の際、ヒアリングによる事後評価を実施しますので、事業実績報告

書等の関係書類を提出していただきます。

（３）事業終了後のフォローアップ調査

実施された研究計画がもたらす波及効果等の把握のために、事業終了後にフォロ

ーアップ調査を実施します。

１２ 補助金の経理

交付を受けた補助金の経理（預金口座の管理、会計帳簿への記帳・整理保管、機器

整備等財産の取得及び管理等をいう。以下同じ。）を実施するに当たっては、次の点に

留意する必要があります。

（１）採択された応募者（研究グループで応募した応募者は、グループを構成する各研

究機関も含める。）は、交付を受けた補助金の経理に当たっては、適正化法、補助金
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等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和30年政令第255号）及び農林

畜水産業関係補助金等交付規則（昭和31年農林省令第18号。以下「交付規則」とい

う。）に基づき、適正に執行すること。

（２）採択された応募者（研究グループで応募した応募者は、グループを構成する各研

究機関も含める。）は、補助金の経理を他の事業等と区分し、事業実施主体の会計部

署等において実施すること。

１３ 研究成果の管理等について

（１）研究成果の公表

本事業の研究成果については、農林水産技術会議事務局において公表します。

その際、研究代表者に協力を求めることがありますので御承知置きください。

また、研究代表者等において、新聞、図書、雑誌論文等による研究成果の発表を

行う場合には、本事業による研究成果であることを明記の上、適宜、農林水産技術

会議事務局長にご報告をお願いします。

（２）収益納付

補助事業終了後、本事業の成果による収益状況を報告していただき、相当の収益

が得られたと認められた場合は、交付した補助金の額を限度として、交付した補助

金の全部又は一部に相当する額を納付していただきます。

（３）事業で取得した財産の管理及び処分の制限

本事業により取得し又は効用の増加した機械等の財産については、補助事業完了

後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的

に従って、その効率的な活用を図らなければなりません。

また、本事業で取得した財産のうち１件当たりの取得価額が50万円以上のものに

ついては、農林畜水産業関係補助金等交付規則（昭和３１年４月３０日農林省令第

１８号）で定める処分制限期間中は処分（補助金交付の目的と異なる使用、譲渡、

交換、貸付、担保に供すること。以下同じ。）できないこととなっています。処分す

る場合は、事前に農林水産大臣に承認を受けなければなりません。なお、農林水産

大臣が承認した取得財産の処分によって得た収入については、交付を受けた補助金

の額を限度として、その収入の全部又は一部を国に納付していただくことがありま

す。

（４）研究成果の帰属

本事業を実施することにより特許権等が発生した場合、その特許権等は研究者側

に帰属しますが、特許権等の帰属に関し、次のアからオまでの条件を遵守すること

を約していただきますので、その旨を御了解いただいた上で応募して下さい。

なお、研究コンソーシアムの構成員の間での研究成果の取扱いについては、事業

開始前に協議、調整を行って下さい。

ア 本事業により成果が得られた場合には、特許権等の権利の出願を、遅滞なく国

に報告すること

イ 国が公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして当該特
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許権等を利用する権利を求める場合には、無償で当該特許権等を利用する権利を

国に許諾すること

ウ 当該特許権等を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該特許権等を相

当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、国

が当該特許権等の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らか

にして当該特許権等を利用する権利を求める場合には、当該特許権等を利用する

権利を第三者に許諾すること

エ 本事業の成果である特許権等について、国以外の第三者に譲渡し、又は利用を

許諾する場合には、あらかじめ国の承認を受けること

オ 当該特許権等について自ら又は許諾先が国外で実施する場合には、あらかじめ

国の承諾をえること

※ 特許権等とは、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受け

る権利、意匠権、意匠登録を受ける権利、プログラムの著作物の著作権、データ

ベースの著作物の著作権、回路配置利用権、回路配置利用権の設定の登録を受け

る権利、品種登録を受ける地位及び育成者権のことをいいます。

※ 本事業の研究成果によって得られた特許権等については、国以外の第三者に譲

渡又は利用を許諾する場合には、事前に農林水産省と協議して承諾を得る必要が

あります。

※ 本事業の研究成果によって得られた特許権等については、「大学等における政府

資金を原資とする研究開発から生じた知的財産権についての研究ライセンスに関

する指針」（平成１８年５月２３日総合科学技術会議）及び「ライフサイエンス分

野におけるリサーチツール特許の使用の円滑化に関する指針」（平成１９年３月１日

総合科学技術会議）に基づき、対応することとします。

１４ その他応募に当たっての注意事項

（１）重複申請等の制限

同一の研究計画の内容で他の事業（農林水産省又は他省庁等の補助事業等）への

申請を行っている場合、申請段階（補助金交付候補者として選定されていない段階）

で、本事業に応募することは差し支えありませんが、他の事業への申請内容、他の

事業の選定の結果によっては、この事業の審査の対象から除外され、又は事業実施

者としての決定もしくは補助金の交付決定が取り消される場合があります。

（２）繰越手続き

本事業がやむを得ない事由に基づき、年度内に完了しない見込みとなった場合に

は、農林水産大臣が財務大臣へ繰越承認要求を行い、財務大臣の承認を得た上で、

当該経費を翌年度に繰り越して使用することができます。

（３）研究費の不正使用等への対応

ア 不正使用等防止に向けた取組

研究費の不正使用防止への対応については、「公的研究費の不正使用等の防止に

関する取組について（共通的な指針）」（平成１８年８月３１日総合科学技術会議）
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に則り、農林水産省では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドラ

イン（実施基準）」（平成１９年１０月１日付け１９農会第７０６号農林水産技術

会議事務局長、林野庁長官及び水産庁長官通知）を策定しました。本事業で実施

する研究活動には、このガイドラインが適用されますので、各研究機関におきま

しては、このガイドラインに則り、研究費の管理・監査体制を整備していただく

必要があります。また、その実施状況の報告等をしていただくとともに、体制整

備等の状況に関する現地調査が行われる場合がありますので、御承知置き下さい。

イ 不正使用等が行われた場合の措置

当省の他の事業並びに他府省庁の事業において、研究費の不正使用又は不正受

給を行ったために、事業費の全部又は一部を返還した研究者及びこれに共謀した

研究者については、次のとおり、一定期間、本事業への参画を認めないこととし

ます。

① 研究費の不正使用を主導的に行った研究者

事業費を返還した年度の翌年度以降２年以上５年以内の間で、その不正使用

の内容等を勘案して相当と認められる期間

② 不正受給を主導的に行った研究者

事業費を返還した年度の翌年度以降５年間

③ 不正使用等を共謀して行った研究者

その不正使用又は不正受給を主導的に行った研究者と同一の期間

④ 他府省庁を含む他の事業費において不正使用等を主導的に行った研究者及び

共謀して行った研究者

当該事業費において応募、参加を制限されることとされた期間と同一の期間

なお、上記の措置につきましては、当該不正使用等の概要を他の事業を所管す

る国の機関へ提供することにより、他の事業等においても参画が制限される場合

があります。

（４）研究上の不正行為への対応

ア 不正行為防止に向けた取組

研究上の不正行為（発表された研究成果の中で示されたデータ、調査結果等の

捏造、改ざん及び盗用）に関し、「研究上の不正に関する適切な対応について」（平

成１８年２月２８日総合科学技術会議）に則り、農林水産省では、「農林水産省所

管の研究資金に係る研究活動の不正行為への対応ガイドライン」（平成１８年１２

月１５日付け１８農会第１１４７号農林水産技術会議事務局長、林野庁長官及び

水産庁長官通知）を策定しました。本事業で実施する研究活動には、このガイド

ラインが適用されますので、各研究機関におきましては、このガイドラインに則

り、研究活動の不正行為に関する告発等を受け付ける窓口の設置や、不正行為の

告発があった場合には調査委員会を設置し、調査を行う等、研究活動の不正行為

に対応する適切な体制を整備していただく必要があります。

イ 不正行為が行われた場合の措置

研究上の不正行為があったと認定された研究課題の研究開発責任者及び研究員
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等は、当該研究課題に係る経費について、その全部又は一部の返還を求める場合

があります。

また、次のとおり、一定期間、本事業への参画を制限する場合があります。

① 不正行為に関与した者につきましては、その不正行為の程度により不正があ

ったと認定された年度の翌年度以降２年から１０年以内の間。

② 不正行為に関与しなかったものの、責任者としての善良なる注意義務を怠っ

たなど、一定の責任があるとされた者につきましては、その責任の程度により

不正があったと認定された年度の翌年度以降１年から３年以内の間。

なお、上記の措置につきましては、当該不正行為の概要を他の事業を所管する

国の機関へ提供することにより、他の事業等においても参画が制限される場合が

あります。

※（３）及び（４）の記載事項については、今後の見直しにより変更があり得ます。

１５ 問合せ先

本件に関するお問合せは、応募の締切りまでの間、下記において受け付けます。

なお、審査経過、他の提案者に関する事項、応募に当たり特定の者にのみ有利と

なる事項等にはお答えできません。また、これら以外のお問合せについては、質問

者が特定される情報等を伏せた上で、質問及び回答の内容を技術会議事務局のホー

ムページにて公開させていただきますので、御了承ください。

記

【公募全般について】

農林水産技術会議事務局 研究推進課産学連携室（産学連携振興班）

担当者：山崎、林田、加藤、北谷

E-mail maff_sangakurenkei@nm.maff.go.jp

ＴＥＬ：０３－６７４４－７０４４

ＦＡＸ：０３－３５９３－２２０９

【経理事務について】

農林水産技術会議事務局 総務課（契約班）

担当者：遊佐(ユサ）

ＴＥＬ：０３－３５０２－７９６７

ＦＡＸ：０３－５５１１－８６２２

【e-Rad について】

e-Rad ヘルプデスク（http://www.e-rad.go.jp/contact/index.html）

ＴＥＬ：０１２０－０６６－８７７ 又は ０３－３４５５－８９２０

受付時間 9:00～18:00（土、日、祝日を除く）


