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Ⅰ はじめに 
 本実施要領の対象となる研究課題は、平成 29 年度までに農林水産省の農林水産業・食品産業科学技

術研究推進事業実施要領（平成 25 年４月１日付け 24 農会第 1027 号農林水産技術会議事務局長通知）

（以下「農食事業実施要領」という。）に基づき採択され、平成 30 年度に国立研究開発法人農業・食品

産業技術総合研究機構生物系特定産業技術研究支援センター（以下「生研支援センター」という。）に

移管された研究課題（ただし、平成 30年度にステージ移行した課題は除く。）とします。 

また、本事業の実施にあたっては、委託契約書のほか、本事業実施要領及び生研支援センターが実施

する研究支援事業における事務処理の共通事項を規定した委託業務研究実施要領（事務処理関係編）（平

成 29年９月 14日付け 29生セ第 0604004 号。以下「共通要領」という。）に定めるところによります。 

 

Ⅱ 事業の概要 
本事業は、農林水産業・食品産業の発展、新たなビジネス分野の創出につながる基礎・応用段階の研

究開発から実用化段階までの研究開発を対象とします。 

革新的なシーズを創出する独創的でチャレンジングな基礎段階の研究開発を「基礎研究ステー

ジ」、基礎研究で創出された研究シーズを基にした応用段階の研究開発を「応用研究ステージ」、応

用研究等の成果を社会実装するための実用化段階の研究開発を「開発研究ステージ」と設定します。 

農林水産業・食品産業科学技術研究推進事業の「シーズ創出ステージ」は「基礎研究ステージ」、

「発展融合ステージ」は「応用研究ステージ」、「実用技術開発ステージ」は「開発研究ステージ」と

なります。各ステージの事業内容等については、農食事業実施要領に基づくものとします。 

 

Ⅲ 事業実施関係 
１．事業の実施・推進 

（１）試験研究計画の構成と研究実施体制 

① 試験研究計画の構成 

試験研究計画の内容を研究項目（中課題及び小課題）毎に構成し、研究項目毎の目標を明

確にした試験研究計画を作成します。 

② 研究実施体制 

研究目標を達成するために必要な人員（研究実施者、研究補助者及び事務担当者等）の確保

を図り、研究実施体制を整備してください。 

コンソーシアムは、代表機関に試験研究計画の責任者である研究総括者及び経理総括責任者

を、構成員毎に責任者として研究実施責任者（研究実施者のうちの１名、普及担当機関では実

施責任者という。）及び経理責任者を配置してください。 

ア 研究実施者 

（ア）コンソーシアムに参画している構成員又は単独機関（以下「受託機関」という。）の研究

活動（研究の補助は除く）に実際に従事しており、研究目標達成に向けて研究上の明確

な役割とその実施に責任を有する者、すなわち、与えられた研究項目の遂行能力があり、

目標達成が期待できる等、自立した研究実施者としての能力を有する者です。 

（イ）当該研究の実施に必要なエフォートを有し、そのエフォートを本事業に投入できる常勤

の研究実施者やポストドクターを基本とします。 

（ウ）担当研究課題において研究又は経理の不正が発覚した場合、応募制限等の罰則を受ける

対象となります。 

イ 研究補助者 

（ア）研究実施者の指導に従って、研究実施者が担当する研究の補助的な作業（実験補助、研

究材料の維持・管理、データ整理等）を行う者です。 

（イ）当該研究の実施に必要なエフォートを有し、そのエフォートを本事業に投入できる者を

基本とします。 

ウ 事務担当者 

研究活動を支援する作業（消耗品の購入手続き、機器等の維持・管理、経理事務等）を行

う者です。 

※ エフォートの定義：研究実施者の年間の全仕事時間を 100％とした場合、そのうち当該

研究の実施に必要となる時間の配分率（％）。なお、「全仕事時間」とは研究活動の時間

のみを指すのではなく、教育活動等を含めた実質的な全仕事時間を指します。 
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【コンソーシアム方式の場合】 

試験研究計画 

構成員Ａ（代表機関） 

責任者：研究総括者ａ、経理総括責任者ｂ（事務担当者：ⅰ、ⅱ） 

 中課題１ 

  小課題１（研究実施者：c、d、研究補助者：ア） 

  小課題２（研究実施者：e、f） 

 

構成員Ｂ（共同研究機関） 責任者：研究実施責任者 g、経理責任者 h、（事務担当者：

ⅲ、ⅳ） 

 中課題１ 

  小課題１（研究実施者：i、j、研究補助者：イ） 

  小課題２（研究実施者：k、l） 

 

構成員Ｃ（共同研究機関） 責任者：研究実施責任者 m、経理責任者 n 

 中課題２（研究実施者：o） 

 

構成員Ｄ（普及担当機関） 責任者：実施責任者 p、経理責任者 g 

中課題３（実施者：r、s） 

 ・・・・・・・ 

 ・・・・・・・  

（注）１ 委託契約は、コンソーシアムの代表機関であるＡ機関と生研支援センターとの間

で締結します。 

   ２ 構成員には代表機関も含みます。 

 

【単独機関の場合】 

試験研究計画 

研究機関Ａ 

責任者：研究総括者ａ、経理総括責任者ｂ、（事務担当者：ⅰ、ⅱ） 

 

中課題１  

 小課題１（研究実施者：c、d、研究補助者：ア） 

小課題２（研究実施者：e） 

 

中課題２（研究実施者：f、g） 

  ・・・・・・・ 

  ・・・・・・・ 

（注）１ 単独機関の試験研究計画では研究実施責任者は設定しません。 

２ 委託契約は、Ａ機関と生研支援センターとの間で締結します。 

 

③ 農研機構に所属する研究所について 

ア 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（以下「農研機構」という。）に所

属する研究所等が、代表機関又は単独機関（以下「代表機関等」という。）である場合

は、契約方法が異なります。 

イ 農研機構に所属する研究所等が構成員としてコンソーシアムに参画する場合、当該研究

所等に対しては、別途予算措置がなされていることから、生研支援センターから当該研究

所等には、原則として、本事業に係る経費は支出しません。 

    ウ 上記ア、イの場合には、当該研究所等が購入した機器等の帰属、当該研究所等が実施し

た研究開発の成果等、共通要領の「Ⅱ 契約事務関係」及び「Ⅳ 研究成果に係る知的財

産権の取扱い」による手続きについては、本実施要領に記載する内容にはよらない手続き

を行うこととなります。詳細については農研機構本部にお問い合わせください。 
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（２） 試験研究計画の作成 

研究総括者は、研究の効率的・効果的な進行管理のため、毎年度、研究実施期間全体を網羅し

た試験研究計画案を、前年度の研究成果の評価結果を踏まえて作成し、（４）の②の専門ＰＯの

確認を受けたうえで生研支援センターに提出していただきます。作成された試験研究計画案は、

必要に応じてヒアリングを行いますので、生研支援センターの指示のもとに対応してください。

ヒアリングを踏まえ、生研支援センターの指示のもとに修正を行い、試験研究計画を確定すると

ともに、共通要領の「Ⅱ 契約事務関係」の「委託試験研究実施計画書」（様式Ⅲ－２）（積算内

訳を含む。）を作成して、生研支援センターに提出してください。 

 

（３） 委託契約の締結 

生研支援センターは、代表機関等との間で当該年度に係る委託契約を締結します。委託契約の

締結日以後に発生した経費であって試験研究計画の内容に合致した経費が試験研究に係る委託

経費の対象となります。 

次年度以降も研究を継続することとなった場合、原則として次年度の４月１日が試験研究開始

日となります。 

ただし、次年度の委託経費の契約については、次年度の試験研究計画が定まった後に確定する

ことになりますが、この契約締結日以前であっても、４月１日以降に発生する次年度の試験研究

に係る経費は、試験研究計画の内容に合致することを前提として、委託経費として計上すること

を可能とします。この場合には前年度の研究成果の評価による付帯条件等を踏まえて作成する試

験研究計画に基づき、研究を実施していただきます。なお、仮に契約締結に至らない場合には、

４月１日以降に使用する経費は受託機関の自己負担となることがありますのでご留意ください。 

 

（４）委託契約の変更等 

年度途中等で、委託試験研究実施計画書の変更が必要になった場合には、共通要領のⅡの「５．

契約書別紙「委託試験研究実施計画書」の変更」を参照して必要な変更手続きを行ってください。 

収支予算の支出の部に掲げる費用間における流用については、以下の①～③に該当する場合、

Ⅲ－４により申請手続きが必要です。 

① 研究期間総額及び各事業年度の委託費限度額の変更 

② 他の費用区分から間接経費への流用（間接経費から他の費用区分への流用は申請不可）。 

③ 年度の直接経費の 50％を超える費用間の流用。 

また、委託試験研究実施計画書に記載していない事項について変更が必要となった場合には、

共通要領の「試験研究計画書の変更届（様式Ⅲ－12－２）」にて生研支援センターへ報告してく

ださい。なお、試験研究計画書及び委託試験研究実施計画書の研究担当者の変更があった場合は、

共通要領の様式Ⅲ－12とあわせて「研究者変更届」を作成のうえ、報告してください。 

本事業は生研支援センターと代表機関等との間の委託契約に基づき、研究等を委託するもので

す。従って、研究総括者は、試験研究計画に沿って研究を実施してください。なお、基本的には

年度内での委託試験研究実施計画書の変更が生じないよう、十分な検討を行って試験研究計画を

作成してください。 

 

（５） 研究の運営・進行管理 

本事業は、研究総括者や研究実施責任者等（以下「研究総括者等」という。）と密接な関係を維

持しつつ、本事業の目標の達成が図られるよう運営管理を実施します。 

① 農林水産省農林水産技術会議事務局（以下「技術会議事務局」という。）は、「イノベーショ

ン創出強化研究推進事業に係る運営管理委員会設置要領（平成 30 年２月１日付け 29 農会第

811 号農林水産事務局長通知）」に基づき、農林水産省農林水産技術会議事務局長を委員長とす

る運営管理委員会において、中間評価・事後評価結果の助言・指導等を行うこととします。 

② 生研支援センターは、本事業の開始に当たり、ＰＤ（プログラム・ディレクター）、研究リー

ダー、専門ＰＯ（プログラム・オフィサー）を配置し、各試験研究計画の進捗管理、指導等を

行います。 

それぞれの役割については、以下のとおりです。 

ア ＰＤ（プログラム・ディレクター） 

生研支援センターは、事業の執行及び③のイの運営委員会を統括する責任者として、Ｐ

Ｄを配置します。ＰＤは、研究の進捗状況及び成果を把握するとともに、必要に応じて研
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究リーダーを通じて研究の進捗管理、指導等を行います。 

イ 研究リーダー 

ＰＤを補佐して、研究課題の日常的な状況把握を行うとともに、ＰＤ等の指示に基づき

専門ＰＯや研究総括者へ指示や助言等を実施します。 

 ウ 専門ＰＯ（プログラム・オフィサー） 

試験研究計画の進行管理については、試験研究計画毎に、農林水産分野及び関連分野の専

門的知見等を有する専門ＰＯを配置して行います。研究総括者は、専門ＰＯと調整を図りな

がら、研究の進捗状況の整理、試験研究計画案の作成等を行っていただくことになります。 

専門ＰＯは代表機関等が開催する③のウの研究推進会議に出席し、試験研究計画の研究推

進に関する指導・助言を行います。 

専門ＰＯは年数回程度開催される研究推進会議に出席した場合は、会議終了後、原則とし

て１か月以内に出張報告書に記載の上、生研支援センターへ提出してください。なお、農研

機構職員以外の専門ＰＯにおいては、旅費等請求関係報告書もあわせて提出してください。 

③ 研究進行管理に係る会議の設定 

ア 生研支援センターは、原則として、研究実施期間が３年を超える場合、２年度目（４年を

超える場合は３年度目）に行う中間評価時及び最終年度の事後評価時に試験研究計画の評価

を行います。 

研究総括者等は、評価結果を踏まえ、試験研究計画の見直しや委託研究費の配分等に反映

させることとします。 

評価方法の詳細は生研支援センターが別途定めるところによるものとします。 

イ 生研支援センターは、本事業の円滑な運営を図るため、ＰＤ、研究リーダー、技術会議事

務局等職員で構成する運営委員会を設置します。 

運営委員会では、研究実施期間全体及び毎年度の試験研究計画策定の指導・点検、研究の

進捗状況や成果の把握等を行います。 

翌年度の試験研究計画の指導・点検に当たっては研究の進捗状況等を踏まえて実施しま

す。なお、著しく進捗の悪い試験研究計画や、十分な成果達成が見込めない試験研究計画等

については、実施期間の途中でも試験研究計画全体又は試験研究計画の一部を中断又は変

更していただく場合があります。 

研究総括者には、運営委員会が行う研究の進捗状況の把握、試験研究計画策定の指導・点

検等にご協力いただきます。 

ウ 代表機関等は、参画機関による研究の進捗状況を確認するとともに、試験研究計画の見直

しを機動的に行うために、共同研究機関等を参集した「研究推進会議」を開催してくださ

い。 

研究推進会議について、必ず開催して頂く時期は、下表のとおりです。また、その他の時

期にも適宜開催していただき、研究の進捗状況を随時確認してください。 

なお、研究推進会議には、基本的に専門ＰＯが出席（必要に応じて研究リーダー、農林水

産省研究専門官及び担当課室（以下「農林水産省関係部局」という。）が出席）することと

なりますので、開催に当たっては必ず専門ＰＯに連絡するようにしてください。 

研究総括者は、中間評価及び事後評価に係る研究推進会議の前に、専門ＰＯ及び研究リー

ダーをつなぐ連絡手段として、「進行管理工程表（兼報告書）」（様式Ⅱ－10）を作成し、専

門ＰＯに提出してください。専門ＰＯは本工程表にて進捗状況を確認し、試験研究計画に対

する指導・助言を行います。また、専門ＰＯは、研究推進会議前に本工程表の所見を記入し

て研究リーダーに報告するとともに、農林水産省関係部局へ共有してください。 

研究推進会議終了後、研究総括者は研究推進会議議事概要（様式Ⅱ－７）を作成し、専門

ＰＯの確認を受けて、生研支援センターに提出するとともに、農林水産省関係部局へ共有し

てください。 

※ 専門ＰＯの研究推進会議への参加に係る旅費・謝金は、生研支援センターから支出され

ます。研究総括者は、専門ＰＯが出席する研究推進会議の開催が決まったら、原則として

会議開催の１か月前までに開催要領（開催会議の名称、日時、場所、出席予定者が記載さ

れているもの）を生研支援センターへメールで提出するとともに農林水産省関係部局へも

通知してください。 
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年度 会議等名称 開催時期 開催目的 

中間評価年

度 

研究推進会議 

（中間評価対応） 
～９月頃 

研究の進捗状況の確認、中間評価報告書

（研究成果の取りまとめ）の作成。 

研究推進会議 
１～２月

頃 

当該年度の研究の進捗状況の確認、研究

成果報告書（当該年度の研究成果の取り

まとめ）及び次年度試験研究計画（中間

評価により試験研究計画の見直しがあ

った場合は的確に反映）の作成。 

最終年度 
研究推進会議 

（事後評価対応） 
～１月頃 

事後評価報告書（研究実施期間中の研究

成果の取りまとめ）の作成。 

 

ステージ 

移行希望 

研究推進会議 

（事後評価対応） 
～10 月頃 

事後評価報告書（研究実施期間中の研究

成果の取りまとめ）の作成。 

 

研究推進会議 

（web やメール等

簡易開催可） 

１～２月

頃 

事後評価報告書完成版（２月までの研究

成果を追加・補完）の作成。 

 

④ 本事業で実施する研究課題は、研究マネジメントや研究成果を確実に実用化や商品化に結び

付けるための橋渡しの能力を有する人材（コーディネーターやプランナー等。以下「研究支援

者」という。）の参画を推進しています。研究支援者が参画する場合は、研究推進中から普及・

実用化に向け外部の機関との調整を依頼してください。また、研究支援者には研究推進会議へ

の参加も依頼してください。 

研究支援者は当該能力を有している者であれば研究グループ内の人材でも可能です。 

なお、研究支援者の研究推進会議への参加に係る旅費・謝金は委託経費からの支出となりま

す。 

※ 本事業でいう研究支援者とは、以下を担う者です。 

・ 産学官の幅広い分野の機関・研究者等とのネットワークを構築するとともに、研究現

場のシーズや民間企業等のニーズを把握し、橋渡し等を行う役割 

・ 研究総括者や研究リーダー、専門ＰＯとの連携のもと、研究開発の推進に必要な資源

（ヒト、物、資金、情報、時間等）を効果的に配分、活用するなど研究総括者を支える

役割 

   ⑤ その他、研究課題に関する専門知識を持つ有識者として、試験研究計画毎に１～２名程度の

アドバイザーを配置することとします。アドバイザーは、研究推進会議等において外部の視点

から専門的なアドバイスを行うとともに、年度末に提出する研究成果報告書において、研究成

果の評価を行います。 

     アドバイザーは研究グループに属さない者に代表機関等から依頼してください。なお、アド

バイザーの研究推進会議への参加に係る旅費・謝金は委託経費からの支出となります。 

⑥ 代表機関等は、研究実施中から、農業者等の意見も踏まえ、必要に応じて試験研究計画の見

直し等を含めた対応を行うなど、研究成果の将来の社会実装を見据えた取組を行ってください。 

 

２．研究内容及び成果の報告・普及等 

（１）研究実施年度に応じた研究成果報告書の提出 

 研究総括者は研究リーダー及び専門ＰＯの指導の下、原則として、研究実施期間の最終年度

を除く毎年度、当該年度における研究実施者の研究の実施状況及び研究成果、研究成果発表の

実績、特許権等の取得状況等について取りまとめた研究成果報告書（付属書類を含む。）を作

成してください。作成に当たっては、評議委員会の評価結果等への対応状況を明記してくださ

い。研究成果報告書の作成及び提出については、生研支援センターから指示します。なお、研

究実施期間終了時（終了した日が属する年度）から５年間は研究成果の活用状況を生研支援セ

ンターに報告していただきます。 

本事業の研究成果とする論文や特許等は、以下の要件を満たす必要があります。 

① 論文等 

・ 共通要領の「研究成果発表事前通知書」（様式Ⅱ－２又は３）を提出しているもの。 

・ 謝辞等に「イノベーション創出強化研究推進事業」による成果である旨の記載があるもの。 
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・ 印刷等公表されているもの又は掲載を受理されているもの。 

② 特許等 

 ・ 共通要領の「特許権等出願通知書」（様式Ⅳ－３）を提出しているもの。 

 

（２）メディア、学会、シンポジウム等における発表 

研究総括者等は、本事業の研究内容や得られた研究成果について、メディア（新聞、テレビ等）・

プレスリリース、学会、セミナー、シンポジウム、イベント等での発表、論文・雑誌への投稿、

パンフレット・ポスターの作成、ウェブサイトへの掲載等を行う場合、その概要を事前に生研支

援センターに報告してください。 

なお、得られた研究成果について知的財産権を取得した場合又はそれを公表した場合は、可能

な限り第三者に公開及び閲覧が可能な状態を確保するように努めていただきます。 

また、研究内容及び成果に関する発表等を行う場合は、生研支援センターによる本事業に係る研

究内容及び成果であることを明示してください。明示されていない場合には、本事業による研究

内容及び成果として認めません。公表することとなった成果については、事業方針や知的財産権

に注意し（出願前に研究成果の内容を公表した場合、新規性が失われるため、一部例外を除き、

知的財産権を取得することができなくなります。）、積極的な発表・普及に努めてください。 

本事業の研究成果については、研究実施期間終了後、生研支援センターが、研究成果発表会や

冊子等により公表します。その際、受託機関に協力を求めることがあります。また、研究実施期

間終了後（５年を目途）における本事業に係る研究成果の発表等の取扱いも、研究実施期間中と

同様です。 

① 発表に当たっての留意事項 

ア 研究内容の発表 

本事業の研究内容について、発表等を行う場合には、代表機関を通じて、共通要領の「研

究実施内容発表事前通知書（様式Ⅱ－１）」を事前に生研支援センターへメールで提出して

ください。なお、事前報告がなされていない場合には、原則、本事業による研究内容として

認めません。 

イ 研究成果の発表 

本事業の研究成果について、発表先によって、様式が異なりますので、ご留意ください。

なお、事前報告がなされていない場合には、原則、本事業による研究成果として認めません。 

（ア）学会への論文投稿、学会発表、雑誌への記事掲載等を行う場合 

共通要領の「研究成果発表事前通知書（様式Ⅱ－２）」を原稿と併せて、事前に生研支

援センターへメールで提出してください。 

（イ）メディア（新聞、テレビ等）・プレスリリース・学会・セミナー・シンポジウムでの発

表・論文・雑誌への投稿、パンフレット・ポスター作成、ウェブサイト等にされる場合 

「研究成果発表事前通知書（様式Ⅱ－３）」により、予定される掲載・報道内容を事前

に生研支援センターへメールで連絡してください。なお、事前報告がなされていない場合

には、原則、本事業による研究内容及び成果として認めません。 

※ 生研支援センターは、以下のような場合に、必要に応じて、受託機関と同時に共通要

領の「プレスリリース（様式Ⅱ―５）」を実施することがあります。生研支援センター

との共同プレスリリースを希望する場合は、生研支援センターに早めに相談してくださ

い。 

・ 研究成果が、国際的にトップクラスの学術誌(Nature, Science 等)に論文として掲

載される場合 

・ 研究成果が、今後の科学技術動向や社会・経済等に大きく寄与していくと見込まれ

る場合 

・ 上記のほか、研究実施者が生研支援センターによるプレスリリースを希望する場合

であって、生研支援センターが適当と認めた場合 

ウ 事業名の明示について 

本事業等の名称については次のとおりとし、研究内容及び成果の発表等を行う場合は、統

一的にこれらを使ってください。 

・ 正式事業名称：イノベーション創出強化研究推進事業  

・ 英語事業名：Research program on development of innovative technology 
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・ 正式組織名称（日本語）：国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構 

生物系特定産業技術研究支援センター 

・ 正式組織名称（英語）：Bio-oriented Technology Research Advancement Institution, 

NARO 

・日本語組織略称：農研機構 生研支援センター 

・英語組織略称：BRAIN 

また、発表形態に応じて、それぞれ次の方法で本事業名等を記入（又は発言）するようお

願いします。 

（ア）論文・雑誌への発表、パンフレット・ポスターの作成、ウェブサイトへの掲載等の場合 

論文・雑誌・パンフレット、ウェブサイトの脚注又は謝辞において、本事業によるもの

であることを明記してください。 

（和文例）本研究は農研機構生研支援センター「イノベーション創出強化研究推進事業」

の支援を受けて行った。 

（英文例）This research was supported by grants from the Project of the NARO 

Bio-oriented Technology Research Advancement Institution (Research 

program on development of innovative technology). 

（イ）学会・シンポジウム・セミナー等での発表（ポスター発表を含む。）の場合 

発表要旨やプレゼン資料において本事業によるものであることを明記するとともに、

発表の際に口頭にて本事業によることを発言してください。ただし、スペースの都合等や

むを得ない場合には、発表要旨に記入せず、口頭発言のみの対応でも可能とします。また、

ポスター発表においても、本事業によるものであることを明記してください。 

（ウ）受託機関によるプレスリリース等その他の方法の場合 

原則として、発表内容のいずれかの部分に、本事業によるものであることを明記してく

ださい。 

エ 発表後の報告 

発表後、論文の場合には当該論文又は当該論文を掲載した学術誌（又はその写し）を、学

会発表の場合には当該学会のプログラム及び発表要旨（又はその写し）を、ポスター発表の

場合はプログラム、発表要旨及びポスターの縮小印刷物（又はその写し）を代表機関を通じ

て生研支援センターあてに提出してください。 

また、発表内容がメディア（新聞、テレビ等）に報道された場合には、代表機関を通じて、

当該発表内容が分かる資料を提出してください。なお、研究内容や研究成果がメディア（新

聞、テレビ等）に報道される場合には事前報告を行うこととなっていますが、取材がなかっ

た場合など、特段の事由により事前報告がなく報道された場合には、代表機関を通じて、共

通要領の「報道発表事後報告書（様式Ⅱ－３－２）」により事後報告を行ってください。 

② シンポジウム等の開催 

研究総括者等が中心となって、本事業に関連したシンポジウム、セミナー・ワークショップ、

研究会等を開催する際、主催者が生研支援センターとの共催名義の使用を希望される場合には、

生研支援センターに事前に相談し、会合の趣旨、プログラム等を添付した共通要領の「共催名

義使用申請書（様式Ⅱ－４）」を開催の１ヵ月以上前に提出して承認を得てください。 

 

（３）アウトリーチ活動 

「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日付け科学

技術政策担当大臣・総合科学技術会議有識者議員会合決定）」 

（http://www8.cao.go.jp/cstp/output/20100619taiwa.pdf）に沿って、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こと（アウトリーチ活動）にも積極的に取り組んでく

ださい。 

その際、満足度や難易度についてアンケート調査を行う等、当該活動の質の向上を心がけてく

ださい。 

なお、上記基本取り組み方針では「１件当たり年間３千万円以上の公的研究費（競争的資金ま

たはプロジェクト研究資金）の配分を受ける研究者」を対象としていますが、本事業では広範な

普及を目指していることから、研究費の多寡にかかわらず、アウトリーチ活動に積極的に取り組

んでください。 
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（４） 生研支援センター主催の発表 

生研支援センターは、本事業の推進に当たって、国民に分かりやすい形で研究内容及び研究成

果の情報提供を行うため、アグリビジネス創出フェア等を活用して、研究内容及び研究成果を発

表します。また、研究実施期間終了後に研究成果発表会を開催し、試験研究計画の研究総括者等

には、当該発表会において研究成果を発表していただきます。 

これらの開催時期、発表方法等は、別途連絡します。なお、研究実施期間終了後の開催の場合

は、旅費等は生研支援センターで負担します。 

 

（５）研究終了後のフォローアップ調査 

① 目的 

研究実施期間終了後、地域戦略の実現状況や得られた研究成果の普及・活用状況等について、

一定期間（２年・５年程度）経過した研究課題を対象にフォローアップ調査を実施する予定と

しています。 

ただし、２年経過時の調査で普及・実用化の状況が十分でない場合には、３年経過時等追加

の調査を実施する場合があります。受託機関には、フォローアップ調査に必要な資料の作成等

の協力をお願いします。 

② 方法 

   本調査は外部に委託して実施します。本調査の実施に当たっては、研究総括者等に協力を依

頼しますので、ご協力をお願いします。 

③ 調査項目 

・ 研究の継続・深化・発展、研究成果の産業化等の状況 

・ 関連分野への科学技術的、産業経済的、社会的な面等での波及効果 等 

④ 調査結果の公表 

本調査の結果は、生研支援センターのウェブサイトで公表します。 

 

３．研究実施期間終了後の責務 

研究実施期間終了後も、受託機関には引き続き次の義務がありますので、ご留意ください。 

・ 帳簿等の保管（委託契約期間が終了した日が属する年度の次年度４月１日から起算して５年間） 

・ 取得財産の適正な管理（対象事由が消滅するまで） 

・ 特許権等の適正な取扱い（対象事由が消滅するまで） 

・ 事業の調査（対象事由が消滅するまで） 

・ 不適正な経理処理、研究活動の不正行為等に対する措置（対象事由が消滅するまで） 

・ 研究実施期間終了から一定期間経過後に行うフォローアップ調査、成果普及、アウトリーチ活

動への協力（対象事由が消滅するまで） 

 

 ４．「国民との科学・技術対話」の推進 

平成22年６月19日付けで科学技術政策担当大臣及び総合科学技術会議有識者議員により策定さ

れた「国民との科学・技術対話」の推進について（基本的取組指針（※））に基づき、当面、１件当

たり年間３千万円以上の公的研究費の配分を受ける研究者等は、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、双方向のコミュニケーション活動に積極的に取り組んでいただ

く必要があります。（http://www8.cao.go.jp/cstp/output/20100619taiwa.pdf） 

 

５．中小企業の支援（中小企業技術革新制度：ＳＢＩＲ） 

本事業は、「中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ）」の「特定補助金等」に指定されています。この

特定補助金等の交付を受けた中小企業者等は、その成果を利用して事業活動を行う場合に、以下の

支援措置を受けることができます（それぞれの制度を利用する際には、別途審査等が必要になりま

す。）。 

① 日本政策金融公庫の低利貸付制度が利用できます。 

※ ５年以内の貸付で担保・保証人がある場合。貸出条件等によって金利が変動します。 

② 特許に係る審査請求手数料や特許料が軽減（半額）されます。 

③ 資本金３億円を超える企業に対し、中小企業投資育成株式会社から投資を受けることができま

す。 

④ 国等の入札において、入札参加等級や過去の納入実績にかかわらず、入札参加が可能になるよ
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うに努めています。 

⑤ 「ＳＢＩＲ特設サイト」において研究開発成果などの事業ＰＲができます。 

 

これら中小企業技術革新制度（ＳＢＩＲ）についての説明等は、ＳＢＩＲ特設サイトを御覧くだ

さい。（http://j-net21.smrj.go.jp/expand/sbir/） 

 

６．法令・指針等に関する対応 

本要領に記載するもののほか、関係法令・指針等に違反し、研究開発を実施した場合には、研究

停止や契約解除等を行う場合があります。 

（１）安全保障貿易について 

海外への技術漏洩への対処については、外国為替及び外国貿易法（昭和 24年法律第 228 号）に

基づき輸出が規制されている貨物や技術を輸出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。物の輸出だけではなく技術提供（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・メール・CD・USB メモリなどの記憶媒体で提供すること、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等）も規制対象となりま

す。 

詳細は、経済産業省安全保障貿易管理のウェブサイトを御覧ください。 

（http://www.meti.go.jp/policy/anpo/index.html） 

 

（２）動物実験等に関する対応 

「農林水産省の所管する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

６月１日付け 18 農会第 307 号農林水産技術会議事務局長通知）に定められた動物種を用いて動

物実験等を実施する場合は、当該基本指針及び当該基本指針に示されている関係法令等に基づき、

適正に動物実験等を実施していただく必要があります。 

（http://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/t0000775.html） 

 

７．研究費の不正使用防止のための対応 

（１）不正使用防止に向けた取組 

農林水産省では、研究費の不正使用防止への対応について、「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決定）に則り、「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。以下「管理・監査

ガイドライン」という。）が策定されています。 

本事業で実施する研究活動には、管理・監査ガイドラインが適用されますので、各研究機関等

においては、管理・監査ガイドラインに沿って、研究費の適正な執行・管理体制の整備等を行っ

ていただく必要があります。 

委託研究契約までの間に「研究倫理に関する契約書」を提出いただく等、その実施状況につい

て報告等を求めるとともに、必要に応じ、実地調査を行う場合があります。 

 

（２）不正使用等が行われた場合の措置 

本事業及び農林水産省の他の事業並びに他府省の事業において、研究費の不正使用又は不正受

給（以下「不正使用等」という。）を行ったために、委託経費等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、以下のとおり、当該委託経費等を返還した年度の翌年度

以降、一定期間、本事業への応募又は参加を認めません。 

① 不正使用（故意若しくは重大な過失による競争的資金等の他の用途への使用又は競争的資金

等の交付決定の内容やこれに附した条件に違反した使用をいう。）を行った研究者及びそれに

共謀した研究者 

ア 個人の利益を得るための私的流用が認められた場合：10 年間 

イ ア以外による場合 

（ア）社会的影響が大きく、行為の悪質性も高いと判断された場合：５年間 

（イ）（ア）及び（ウ）以外の場合：２～４年間 

（ウ）社会的影響が小さく、行為の悪質性も低いと判断された場合：１年間 

   ② 不正受給（偽りその他不正な手段により競争的資金等を受給することをいう。）を行った研究
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者及びそれに共謀した研究者：５年間 

③ 不正使用等に直接関与していないが善管注意義務に違反した研究者：不正使用 等を行った

研究者の応募制限期間の半分（上限は２年間とし、下限は１年間で端 数は切り捨てる。）の期

間 

④ 他省庁を含む他の競争的資金等において不正使用等を行った研究者及びそれに共謀した研

究者並びに善管注意義務（※）に違反した研究者：当該競争的資金等において応募、参加を制

限されることとされた期間と同一の期間。 

※ 善管注意義務違反の例：原則、日常的に研究資金の管理を行うことが可能であって、研究

実施に当たって管理する立場にある研究者が、競争的資金等の使用・管理状況を把握せず、

管理者としての責務を全うしなかった結果、被管理者（その他の研究者）が不正を行った場

合等。 

 

本事業において研究費の不正使用等を行ったため、委託経費の全部又は一部の返還措置が採ら

れた場合、当該不正使用等の概要を公表するとともに、その情報を他の競争的資金等を所管する

国の機関に提供します。このことにより、他の競争的資金等においても応募が制限される場合が

あります。 

研究費の不正使用等が行われた場合において、その原因の一つとして研究費の不正使用等に関

与した研究者等が所属する機関における公的研究費の管理・監視体制が不十分であった場合には、

同機関に所属する全ての研究者について、一定期間、本事業への応募又は参加を認めないことと

します。 

なお、生研支援センターが公的研究費の配分先の研究機関において不正使用等が行われた旨の

情報を入手した場合の対応については、「研究機関において公的研究費の不正使用等があった場

合の研究事業への参加対応について」に準じて対応します。 

（http://www.affrc.maff.go.jp/docs/pdf/kenkyuhusei_sanka_taiou.pdf） 

 

８．虚偽の申請に対する対応 

事業にかかる申請内容において、虚偽行為が明らかになった場合、研究開発計画に関する委託契

約を取り消し、委託経費の一括返済、損害賠償等を委託先に求める場合があります。 

また、これらの不正な手段により本事業から資金を受給した研究者及びそれに共謀した研究者等

については、上記８（２）の不正使用等を行った場合と同様の措置を取ります。 

 

９．研究活動の不正行為防止のための対応 

（１）不正行為防止に向けた取組 

農林水産省では、研究活動の不正行為に関し、「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。以下「不正行為ガイドライン」という。）及び「農林

水産省が配分する研究資金を活用した研究活動における特定不正行為への対応に関する規程」

（平成 18 年 12 月 15 日付け 18 農会第 1148 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）が策定されています。 

（http://www.affrc.maff.go.jp/docs/pdf/tokekomi.pdf） 

本事業で実施する研究活動には、これらの通知が適用されます。各研究機関においては、不正

行為ガイドラインに基づいて、研究倫理教育責任者を設置するなど不正行為を未然に防止する体

制を整備するとともに、研究機関内の研究活動に関わる者を対象に、契約締結時までに研究倫理

教育を実施していただき、契約の際に「研究倫理に関する誓約書」を提出する必要があります（研

究倫理教育を実施していない研究機関は本事業に参加することはできません）。また、研究活動

の特定不正行為（発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざん及び盗

用）に関する告発等を受け付ける窓口の設置や、特定不正行為に関する告発があった場合の調査

委員会の設置及び調査の実施等、研究活動における特定不正行為に対し適切に対応していただく

必要があります。 

なお、生研支援センターにおいても、研究の不正行為に対する告発等の問い合わせを受け付け

る窓口を設置しており、問い合わせがあった場合には、「研究活動における特定不正行為に対す

る試験研究の中止等実施要領」（平成 19 年４月 26 日付け 19 生研東第 18 号生研支援センター所

長決定）により対応します。生研支援センターと研究機関との協議の上、生研支援センターが必
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要な調査を行う場合もあります。 

（http://www.naro.affrc.go.jp/brain/contents/files/kenkyuchushi_jisshiyoryo_fuseikoui.pdf） 

（２）特定不正行為が行われた場合の措置 

特定不正行為があったと認定された研究に係る資金の配分を受けた機関に対し、当該研究に配

分された研究費の一部又は全部の返還を求める場合があります。 

また、特定不正行為に関与したと認定された者及び特定不正行為に関与したとまでは認定され

ないものの、特定不正行為があったと認定された研究に係る論文等の 内容について責任を負う

ものとして認定された著者に対し、以下のとおり、一定期 間、本事業をはじめとする農林水産

省所管の研究資金等への申請を制限する場合があります。 

① 特定不正行為に関与したと認定された者については、その特定不正行為の程度により、特定

不正行為と認定された年度の翌年度以降２年から 10 年。 

② 特定不正行為に関与したとまでは認定されないものの、特定不正行為があったと認定された

研究に係る論文等の内容について責任を負う者として認定された著者については、特定不正行

為と認定された年度の翌年度以降１年から３年。 

 

なお、上記の措置の対象となった者の氏名・所属、当該措置の内容、特定不正行為の内容等を公

表するとともに、国費による研究資金を所管する各府省及び農林水産省所管の独立行政法人に情報

提供しますので、他の事業等においても申請が制限される場合があります。 

 

Ⅳ 提出書類の様式等 

本実施要領に係る各様式については、生研支援センターのウェブサイトに掲示しますので、下記のア

ドレスをご参照ください。 

URL：http://www.naro.affrc.go.jp/brain/innovation/index.html 

 

Ⅴ 契約事務及び研究成果に係る知的財産権の取扱い 
契約事務及び研究成果に係る知的財産権の取扱い等については、共通要領を参照してください。同要

領は、下記のウェブサイトに掲示します。 

UR：http://www.naro.affrc.go.jp/brain/contents/basic_research/common_form/index.html 

 

Ⅵ 本実施要領への問い合わせ 
 

国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構（農研機構） 

生物系特定産業技術研究支援センター（生研支援センター） 

新技術開発部イノベーション創出課 

 

住 所 〒210-0005 

川崎市川崎区東田町８番地パレール三井ビルディング 16F 

ＴＥＬ：０４４－２７６－８９９５ 

ＦＡＸ：０４４－２７６－９１４３ 

E-mail：inobe-t@ml.affrc.go.jp 

（受付時間：9:30～12:00、13:00～17:00（土、日、祝日を除く。）） 

 

 

 

附 則 

 この規則は、平成 30年６月 29 日から実施する。 

 

附 則 

 この改正は、平成 30年 10 月１日から施行する。 

 


