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令和２年度補正サプライチェーン強靭化に資する技術開発・実証事業（サプライチェーンの

迅速・柔軟な組換えに資する衛星を活用した状況把握システムの開発・実証）に係る企画競

争募集要領 

 

令和２年５月１日 

経済産業省 

製造産業局 

宇宙産業室 

 

経済産業省では、令和２年度補正サプライチェーン強靭化に資する技術開発・実証事業（サ

プライチェーンの迅速・柔軟な組換えに資する衛星を活用した状況把握システムの開発・実

証）を実施する委託先を、以下の要領で広く募集します。 

本事業は、令和２年度補正予算に係る事業であることから、予算の成立以前においては、

採択予定者の決定となり、予算の成立等をもって採択者とすることとします。 

 

 

【ご注意】 

本事業に応募しようとする研究機関及び研究者は、予め「府省共通研究開発管理システム

（ｅ－Ｒａｄ）」（以下「ｅ－Ｒａｄ」という。）に登録を行う必要がありますので、十分留

意してください。（ｅ－Ｒａｄは、競争的資金制度を中心とする公募型の研究資金制度の公

募、成果報告等の一連の業務を支援するウェブシステムです。詳しくは５．⑦及び７．（５）

を参照） 

 

１．事業の目的 

   新型コロナウイルス感染症の世界的な流行によって、グローバルサプライチェーンの

寸断リスクが顕在化している。当該リスクに対処するため、我が国製造事業者による国

内生産拠点整備やアジア諸国等への多元化等が喫緊の課題となっており、その解決に向

けて、サプライチェーンの強靭化に資する技術開発等が求められています。「新型コロナ

ウイルス感染症緊急経済対策」（令和２年４月７日閣議決定）においても、「一国依存度

が高い部素材の代替や使用量低減、データ連携等を通じた迅速・柔軟なサプライチェー

ンの組替え等、サプライチェーン強靱化に資する技術開発を行うとともに、レアメタル

の確保・備蓄を進める」とされています。 

   我が国製造事業者がこうしたグローバルサプライチェーンの寸断リスクへの対策を講

じる上で大きなボトルネックとなっているのは、正確かつ迅速な情報把握です。例えば、

サプライチェーンを海外に依存している場合、当該国の政府や部品等提供事業者からの

稼働停止等にかかる情報発信がなされない、もしくは発信が遅延するケースが発生して
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おり、我が国製造事業者の対応策の検討が遅延してしまう恐れがあります。このような、

相手側の情報発信待ちの状況を変え、自ら相手側の稼働状況を把握する仕組みの構築が

待たれています。 

     この点、人工衛星によるリモートセンシングを活用した場合、定期的かつ広域的なモ

ニタリングが可能であるため、海外の主要な工業地帯等の稼働状況を把握し、自らのサ

プライチェーンの中で供給停止リスクのある事業者を早期に把握することが可能となり、

安定して稼働している他の事業者への代替生産の検討等の対策を行うことができるよう

になります。特に、熱源を感知する熱赤外センサを利用した場合、鉄・化学系・エネル

ギー系等の熱を発する工場の稼働状況を推定できる可能性があります。また、熱赤外セ

ンサは可視光センサと異なり夜間も撮像可能であるため、昼夜の熱源の違いも稼働状況

推定の考慮に入れることが可能となります。 

本事業では、上記のようなリスクが発生した際に活用できるよう、高い撮像頻度で工

場の稼働状況の把握することが可能な小型衛星搭載用の熱赤外センサを複数機開発し打

上げ、サプライチェーンの状況の迅速な把握に貢献することを目指します。 

 

２．事業内容 

（１）熱赤外センサの開発・試験 

    工場の稼働状況を的確かつ高頻度で把握することが可能となるコンステレーション

観測を実施するための小型・高分解能な宇宙実証用の熱赤外センサを複数機開発しま

す。これらは小型衛星(キューブサットを含む)又は国際宇宙ステーションの「きぼう」

日本実験棟の中型曝露実験アダプタ（i-SEEP）に搭載可能なものとします。複数機を

組み合わせることで、全球の主要な都市・生産集積地点を一日一回以上撮影可能なコ

ンステレーションシステムを構築することとします。 

開発した熱赤外センサにつき、環境試験、特性評価等の必要な試験を行い、衛星搭

載もしくは i-SEEP 搭載に向けたインターフェイス調整を行います。 

熱赤外センサの性能の目標値は以下のとおりとし、受託者と経済産業省が協議の上、

決定します。ユーザーニーズを聴取し、目標値の変更をする場合があります。 

 

   ＜熱赤外センサ性能の目標値＞ 

   ・軌道６００ｋｍにて空間分解能１００ｍ以下の性能を持つ熱赤外センサを開発。 

   ・観測波長帯域は８～１４μｍの中から提案。 

 

（２）開発した熱赤外センサから得られたデータを処理するためのソフトウェアの開発 

開発した熱赤外センサから得られた観測データを地上で処理するためのソフトウェ

アを開発します。 
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（３）熱赤外センサの打上げ、健全性の確認及びデータの公開 

    開発した複数機の熱赤外センサを打上げ、宇宙空間における機器の健全性の確認を

行います。その後、（２）で開発したソフトウェアをもとに取得したデータを処理し、

データを公開します。 

 

（４）熱赤外センサの運用事業者候補の調査・選定 

    本事業終了後において、開発した熱赤外センサを用いて運用を行う事業者の候補を

調査し、経済産業省と協議の上で選定します。なお、本事業で開発した熱赤外センサ

の画像については、本実証事業期間後の運用段階において政府衛星データプラットフ

ォーム Tellus 上で一部のデータを無償公開することを前提として運用候補者を調

査・選定することとします。無償公開の対象については、運用事業者の事業活動への

影響も考慮し、経済産業省と運用事業者が協議して決定します。運用事業者は、本事

業期間終了後、開発した熱赤外センサを自己の事業で運用、データの提供を行うこと

を前提とします。 

 

３．知的財産マネジメントに係る基本方針 

本事業は、委託契約書及び「知的財産マネジメントに係る基本方針」、「データマネジ

メントに係る基本方針」（別添）に従って、知的財産及び研究開発データについて適切な

マネジメントを実施し、契約締結日までに、委託契約書様式の「知財合意書届出書」、「知

財運営員会設置届出書」及び「データマネジメントプラン届出書」を提出していただき

ます。 

また、研究開発データのうちプロジェクト参加者以外の者に有償または無償で提供す

ることが可能なものについては、その索引情報を国に報告し、これを国が作成したデー

タカタログに掲載することを講じるものとします。 

 （参考：http://www.meti.go.jp/policy/innovation_policy/data_manegement.html） 

 

４．事業実施期間 

   契約締結日～令和３年３月３１日 

 

５．応募資格 

応募資格：次の要件を満たす企業・団体等とします。 

本事業の対象となる申請者は、次の条件を満たす法人とします。なお、コンソーシア

ム形式による申請も認めますが、その場合は幹事法人を決めていただくとともに、幹事

法人が事業提案書を提出して下さい。（ただし、幹事法人が業務の全てを他の法人に再委

託することはできません。） 

①日本に拠点を有していること。なお、以下のⅰ～ⅳを全て満たすと認められる場合

http://www.meti.go.jp/policy/innovation_policy/data_manegement.html
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には、国外企業等（国外の企業、国外の大学又は国外の研究機関をいう。以下同じ。）

との連携により実施することができるものとする。 

 ⅰ．プロジェクトの円滑かつ効率的な遂行において、当該国外企業等の参加が不可

欠又は合理的であり、その参加により日本の経済活性化に貢献が期待できるこ

と。 

 ⅱ．意図しない技術漏洩・流出を起こさないように、適切な技術管理・知的財産管

理の体制整備等がなされていること。 

 ⅲ．法令を遵守すること 

 ⅳ．予算執行上の手続きに円滑に応じられること。 

②本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

③本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分

な管理能力を有していること。 

④予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しないものであること。 

⑤経済産業省からの補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている者では

ないこと。 

⑥過去３年以内に情報管理の不備を理由に経済産業省との契約を解除されている者ではな

いこと。 

⑦「ｅ－Ｒａｄ（※）」への登録を行っていること。 

（※）府省共通研究開発管理システム（ｅ－Ｒａｄ） 

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

○利用可能時間帯 

０：００～２４：００ 

（平日、休日とも。緊急メンテナンスの時間帯を除く。） 

○ ｅ－Ｒａｄヘルプデスク 

電話番号：０５７０－０６６－８７７ （ナビダイヤル） 

０３－５６２５－３９６１ （直通） 

 

ナビダイヤル通話料金：固定電話からは、全国一律１分１０円（税別） 

           電話会社の通話料割引サービス（携帯電話の場合、

料金プランの無料通話など）は適用されません。 

受付時間：９：００～１８：００（平日）  

※土曜日、日曜日、国民の祝日及び年末年始（１２月２９日～１

月３日）を除く 

⑧（不開示情報を扱う場合に追加）適切な情報管理体制が確保されているか。また、

情報取扱者以外の者が、情報に接することがないか。 
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【応募に当たっての留意事項】 

Ⅰ．不合理な重複及び過度の集中の排除 

「競争的資金の適正な執行に関する指針」（平成１７年９月９日競争的研究資金に関する

関係府省連絡会申し合わせ策定）を踏まえ、経済産業省所管のすべての研究資金について、

不合理な重複注 1及び過度の集中注 2が認められた場合は、不採択になることがあります。ま

た、応募書類に事実と異なる記載をした場合は、不採択、採択取消し又は減額配分になる

ことがあります。 

注 1 「不合理な重複」とは、同一の研究者による同一の研究課題に対して、複数の研

究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

をいう。  

・実質的に同一（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、

複数の研究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、配分済の研究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 

・その他これらに準ずる場合 

注 2 「過度の集中」とは、同一の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ほどの状態であって、次のいずれかに該当する場

合をいう。  

・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 

 

Ⅱ．研究活動の不正行為への対応 

（１）研究機関の研究体制の整備と実施状況の確認 

研究活動の不正行為（ねつ造、改ざん、盗用）については、「研究活動の不正行為への

対応に関する指針」（平成１９年１２月２６日経済産業省策定）（以下「不正行為指針」

という。）に基づき、経済産業省は資金配分機関として、本事業の受託事業者は研究機関

として必要な措置を講じることとします。 

研究機関における研究体制の整備については、不正行為指針に基づき、必要な規定の

整備を含む実効的な取組を行ってください。なお、同指針に基づき、本事業に関する研



6 

 

究費の契約手続きに当たって、研究機関における行動規範の策定や機関に所属する研究

者に対する研究倫理教育注 1の実施状況について確認注 2をさせていただくとともに、必要

に応じ、こうした指針への対応状況等について中間検査等の際に確認を行います。 

注 1 申請者が所属する研究機関において、研究倫理教育が行われていない場合、研究

倫理教育を実施してください。なお、その際、経済産業省が作成した「研究不正

を防ぐために～経済産業省所管の研究資金を活用した研究活動における研究不正

行為と研究資金の不正使用・受給の防止～」※を参照することもできます。 

※  経済産業省のホームページに掲載 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/

kenkyu-fusei-shishin.html 

注 2 研究資金の契約手続きが円滑に行われるよう、応募された提案の採択時に研究機

関における行動規範の設置状況と研究倫理教育の実施有無を併せて確認させてい

ただきます。その時点までに研究機関内で研究倫理教育が実施されていない場合

は、早急に行ってください。 

（２）不正行為があると認められた場合の措置 

１）本事業において不正行為があると認められた場合の措置 

   本事業において、不正行為があると認められた場合、以下の措置を講じます。 

① 不正行為の重大性などを考慮しつつ、当該研究資金の全部又は一部を返還していただ

くことがあります。 

② 不正行為があったと認定された研究の不正行為に関与したと認定された者（論文等の

著者、論文等の著者ではないが当該不正行為に関与したと認定された者）に対し、本

事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：不正行為の程度などによ

り、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降２～１０年間） 

③ 不正行為に関与しないものの、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、代表執行者又はこれらの者と同等の責任を負うと認定された者）に対

し、本事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：責任の程度等によ

り、原則、不正行為があったと認定された年度の翌年度以降１～３年間） 

④ 他府省等※を含む他の資金配分機関に対し、当該研究不正行為に関する措置及び措置

の対象者等について情報提供します。このことにより、研究不正行為があったと認定

された研究において、研究不正行為に関与したと認定された者又は研究不正行為に関

与しないものの論文等に責任を負う著者は、他府省等を含む他の資金配分機関の研究

資金への応募が制限される場合があります。 

※ 「他府省等」は、経済産業省以外の府省及び独立行政法人を指します。 

⑤ 経済産業省は、不正行為に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象と

なった者の氏名・所属、措置の内容、不正行為が行われた研究資金の名称及び当該研

究資金の金額、研究内容と不正行為の内容、調査機関が行った調査結果報告書などに

ついて公表します。 

http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html
http://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/innovation_policy/kenkyu-fusei-shishin.html


7 

 

２）他の資金配分機関の事業において不正行為が認められた場合の措置 

他府省等を含む他の資金配分機関の事業において不正行為があると認められ、措置

を行うとの通知を受けた場合、当省の事業においても、資金配分の停止、申請の不採

択及び応募申請制限について、同様に取り扱います。 

（３）過去の研究資金において不正行為があったと認められた場合の措置 

過去の研究資金において、不正行為があったと認定された者（当該不正行為があった

と認定された研究に係る論文等の責任を負う者として認定された場合を含む。）は、不正

行為指針に基づき、本事業への参加が制限されることがあります。 

 

Ⅲ．公的研究費の不正な使用及び不正な受給への対応 

（１）研究費の管理体制の整備と実施状況の確認 

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。）については、「公

的研究費の不正な使用等への対応に関する指針」（平成２０年１２月３日経済産業省策

定）（以下「不正使用指針」という。）に基づき、経済産業省は資金配分機関として、本

事業の補助事業者は研究機関として研究費の管理体制の整備等の必要な措置を講じるこ

ととしています。 

研究機関における研究費の管理体制の整備等については、不正使用指針に基づき、研

究費の申請の際に、書面による報告を求めることがありますので、求められた場合には

直ちに提出してください。なお、当該年度において、既に他府省等を含む他の資金配分

機関に同旨の報告書を提出している場合は、その写しの提出をもって代えることができ

ます。この他に、研究機関における研究費の管理体制の整備等の実施状況を把握するた

め、必要に応じて、現地調査を行うことがあります。 

また、研究機関において、同指針に基づき、当該研究費の運営・管理に関わる全ての

研究者及び事務職員に対し、不正使用等に当たる行為や研究機関の不正対策に関する方

針等の教育（コンプライアンス教育）を実施することが必要です。 

（２）研究費の不正使用等があると認められた場合の措置 

１）本事業において不正使用等があると認められた場合の措置 

本事業において、研究費の不正使用等があると認められた場合、以下の措置を講じ

ます。 

① 不正使用等の重大性などを考慮しつつ、当該研究費の全部又は一部を返還していただ

くことがあります。 

② 不正な使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者に対し、本事業への翌年度以降

の応募を制限します。（応募制限期間：不正の程度などにより、原則、当該研究費を

返還した年度の翌年度以降１～１０年間） 

③ 偽りその他不正な手段により研究費を受給した研究者及びそれに共謀した研究者に

対し、本事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：原則、当該研究
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費を返還した年度の翌年度以降５年間） 

④ 不正な使用を行った研究に直接関与していないが善管注意義務※に違反した研究者に

対し、本事業への翌年度以降の応募を制限します。（応募制限期間：原則、当該研究

費を返還した年度の翌年度以降１～２年） 

※ 善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務 

⑤ 他府省等を含む他の資金配分機関に対し、当該不正使用等に関する措置及び措置の対

象者等について情報提供します。このことにより、不正な使用を行った研究者及びそ

れに共謀した研究者、不正な受給を行った研究者及びそれに共謀した研究者、及び不

正な使用を行った研究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は、他

府省等を含む他の資金配分機関の研究資金への応募が制限される場合があります。 

⑥ 経済産業省は、不正使用等に対する措置を決定したときは、原則として、措置の対象

となった者の氏名・所属、措置の内容、不正が行われた研究資金の名称及び当該研究

費の金額、研究内容と不正の内容、研究機関が行った調査結果報告書などについて公

表します。 

２）他の資金配分機関の事業において不正使用等が認められた場合の措置 

他府省等を含む他の資金配分機関の事業において不正使用等を行ったと認められ、

措置を行うとの通知を受けた場合、当省の事業においても同様に、本事業を含む経済

産業省所管の全ての研究資金への応募申請を制限します。 

 （３）過去の研究費において不正使用等があったと認められた場合の措置 

過去に配分を受けた研究費において、不正使用等を行った者（当該不正使用等を共謀

した研究者及び善管注意義務に違反した違反した研究者を含む。）は、不正使用指針に基

づき、本事業への参加が制限されることがあります。 

 

（参考） 

経済産業省所管の研究資金に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使用等に関

する告発・相談受付窓口 

経済産業省 産業技術環境局総務課 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１  

ＴＥＬ 03-3501-1773／ＦＡＸ 03-3501-7908 

E-mail kenkyu-hotline@meti.go.jp 

 

 

Ⅳ．研究活動を通じて取得した技術等の輸出規制に対する対応 

（１） 我が国では、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。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、原則外為法に基づく、経済産業大臣の許可を受ける必

mailto:kenkyu-hotline@meti.go.jp
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要があります。 

※ 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)から成り立って

います。 

（２） 貨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・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。 

（３） 本（委託・補助）事業を通じて取得した技術等を輸出（提供）しようとする場合に

ついても、規制対象となる場合がありますのでご留意ください。なお、本事業を通じて

取得した技術等について外為法に係る規制違反が判明した場合は、交付決定の全部又は

一部を取り消す（契約の全部又は一部を解除する）場合があります。 

 

６．契約の要件 

（１）契約形態：委託契約 

（２）採択件数：１件 

（３）予算規模：４９９，９９８千円を上限とします。なお、最終的な実施内容、契約金額

については、経済産業省と調整した上で決定することとします。 

（４）成果物の納入：事業報告書の電子媒体１部を経済産業省に納入。 

          ※ 電子媒体を納入する際、経済産業省が指定するファイル形式に加え、

透明テキストファイル付ＰＤＦファイルに変換した電子媒体も併せ

て納入。 

（５）委託金の支払時期：委託金の支払いは、原則として、事業終了後の精算払となります。 

※本事業に充てられる自己資金等の状況次第では、事業終了前の支払い

（概算払）も可能ですので、希望する場合は個別にご相談ください。 

（６）支払額の確定方法： 事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき原則

として現地調査を行い、支払額を確定します。 

支払額は、契約金額の範囲内であって実際に支出を要したと認

められる費用の合計となります。このため、全ての支出には、そ

の収支を明らかにした帳簿類及び領収書等の証拠書類が必要とな
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ります。また、支出額及び内容についても厳格に審査し、これを

満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もあり

ます。 

 

７．応募手続き 

（１）募集期間 

    募集開始日：令和２年５月１日（金） 

    締切日：令和２年６月１０日（水）１２時必着 

（２）説明会の開催 

説明会に代えて、メールで質問を受け付けます。質問がない場合でも寄せられた

質問及び回答を共有いたしますので、１０．（２）に連絡先（社名、担当者名、電話

番号、メールアドレス）を登録してください。（※登録がない場合は、寄せられた 質

問及び回答を共有できない場合があります。） 

質問の際は、メールの件名（題名）を必ず「令和２年度補正サプライチェーン強

靭化に資する技術開発・実証事業（サプライチェーンの迅速・柔軟な組換えに資す

る衛星を活用した状況把握システムの開発・実証）」としてください。質問期限は、

令和２年５月１５日（金）とします。 

（３）応募書類 

① 以下の書類を７．（４）のとおり提出してください。 

・申請書（様式１） 

・企画提案書（様式２） 

・会社概要等が確認できる資料（パンフレット等） 

・競争参加資格審査結果通知書（全省庁統一）の写し又は直近の財務諸表 

② 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。 

なお、応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮いたしますが、採択された場

合には、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」（平成１１年５月１４日法律

第４２号）に基づき、不開示情報（個人情報、法人の正当な利益を害する情報等）を

除いて、情報公開の対象となりますのでご了承ください。 

③ 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、企画提案書

の作成費用は支給されません。 

④ 企画提案書に記載する内容については、今後の契約の基本方針となりますので、予算

額内で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申請

者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となることが

あります。 

⑤ 今回の公募では、応募受付期間内に、以下の「（４）応募書類の提出先及び提出方法」

に基づく応募書類の提出に加え、「（５）「ｅ－Ｒａｄ」による応募」の手続きが必要
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です。 

（４）応募書類の提出先及び提出方法 

応募書類はメールにより１１．の連絡先に提出してください。（容量が 10MB を超過 

する場合は分割して提出するか、提出期限に十分余裕をもって提出方法について

１１． の担当者と相談してください。）  

※ 件名（題名）を必ず「令和２年度補正サプライチェーン強靭化に資する技術開発・

実証事業（サプライチェーンの迅速・柔軟な組換えに資する衛星を活用した状況

把握システムの開発・実証）」としてください。他の件名（題名）では提出とみな

されない場合があります。  

※ 持参、郵送及びＦＡＸによる提出は受け付ません。資料に不備がある場合は、審 

査対象となりませんので、記入要領等を熟読の上、注意して記入してください。 

※ 締切を過ぎての提出は受け付けられません。期限に余裕をもって送付ください。 

（５）ｅ－Ｒａｄによる応募 

「５．応募資格⑥」の「ｅ－Ｒａｄポ－タルサイト」を参照の上、必要な手続きを行

ってください。 

（ａ）ｅ－ＲａｄログインＩＤ、パスワードの取得 

ログインＩＤ、パスワード取得には時間を要しますので、本事業に応募される方で

ログインＩＤをお持ちでない場合は、お早め（公募締切の少なくとも２週間以上前を

推奨）に登録の申請を行ってください。 

ｅ－Ｒａｄは府省共通のシステムのため、ログインＩＤ等は他省庁等が所管する研

究資金の応募にも利用できます。 

（ｂ）ｅ－Ｒａｄによる申請書類の提出 

申請書類の提出は、申請書類を作成する研究代表者（ｅ－ＲａｄのＩＤを取得済み

の者であること。）がｅ－Ｒａｄの本事業公募に係るサイトにおいて、応募基本情報の

入力を行い、申請書類のファイル（ｐｄｆ形式）をアップロードすることにより、提

出ができます。（ただし、ファイル容量が 10ＭＢを超えるものは提出できませんので、

ご注意ください。） 

（ｃ）個人情報の取扱い 

申請書類等に含まれる個人情報は、不合理な重複や過度の集中の排除のため、他府

省等を含む他の資金配分機関の研究資金に関わる業務においても必要な範囲で利用

（データの電算処理及び管理を外部の民間企業に委託して行わせるための個人情報の

提供を含む。）する他、「ｅ－Ｒａｄ」を経由し、内閣府総合科学技術・イノベーショ

ン会議へ提供します。 

（ｄ）内閣府への情報提供等 

総合科学技術・イノベーション会議では、客観的エビデンスに基づく資源配分の在

り方に関する検討に資するため、政府全体の公募型研究資金制度における資金配分状
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況の分析を行っています。 

このため、採択された課題に係る各年度の研究成果情報・会計実績情報について、

ｅ－Ｒａｄでの入力をお願いします。研究成果情報・会計実績情報を含め、マクロ分

析に必要な情報が内閣府に提供されることになります。 

 

８．審査・採択について 

（１）審査方法 

採択にあたっては、第三者の有識者で構成される委員会で審査を行い決定します。

なお、応募期間締切後に、必要に応じて提案に関するヒアリングを実施します。 

（２）審査基準 

以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。 

① 「５．」の応募資格を満たしているか。 

② 提案内容が、「１．」本事業の目的に合致しているか。 

③ 事業の実施方法、実施スケジュールが現実的か。 

④ 事業目的達成のための企画内容として優れているか、事業の実施方法等について、

本事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られるか。 

⑤ 本事業の関連分野に関する知見を有しているか。 

⑥ 本事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適した実施体制をとっているか。 

⑦ コストパフォーマンスが優れているか。また、必要となる経費・費目を過不足無く

考慮し、適正な積算が行われているか。 

⑧ ワーク・ライフ・バランス等推進企業であるか 

⑨ 適切な情報管理体制が確保されているか。また、情報取扱者以外の者が、情報 

に接することがないか。 

（３）採択結果の決定及び通知について 

採択された申請者については、経済産業省のホームページで公表するとともに、当

該申請者に対しその旨を通知します。 

 

９．契約について 

採択された申請者について、国と提案者との間で委託契約を締結することになります。

なお、採択決定後から委託契約締結までの間に、経済産業省との協議を経て、事業内容・構

成、事業規模、金額などに変更が生じる可能性があります。 

契約書作成に当たっての条件の協議が整い次第、委託契約を締結し、その後、事業開始と

なりますので、あらかじめ御承知おきください。また、契約条件が合致しない場合には、委

託契約の締結ができない場合もありますのでご了承ください。 

  契約締結後、受託者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがありますが、情報

の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。 
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１０．経費の計上   

（１）経費の区分 

本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまと

めに必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。 

経費項目 内容 

Ⅰ．人件費 事業に従事する者の作業時間に対する人件費 

Ⅱ．事業費  

旅費 事業を行うために必要な国内出張及び海外出張に係る経費 

会場費 事業を行うために必要な会議、講演会、シンポジウム当に要する

経費（会場借料、機材借料及び茶菓料（お茶代）等） 

謝金 事業を行うために必要な謝金（会議・講演会・シンポジウム当に

出席した外部専門家当に対する謝金、講演・原稿の執筆・研究協

力当に対する謝金等） 

備品費 事業を行うために必要な物品（ただし、１年以上継続して使用で

きるもの）の購入、製造に必要な経費 

（借料及び損料） 事業を行うために必要な機械器具等のリース・レンタルに要する

経費 

消耗品費 事業を行うために必要な物品であって備品費に属さないもの（た

だし、当該事業のみで使用されることが確認できるもの。）の購

入に要する経費 

外注費 受託者が直接実施することができないもの又は適当でないもの

について、他の事業者に外注するために必要な経費（請負契約） 

印刷製本費 事業で使用するパンフレット・リーフレット、事業成果報告書等

の印刷製本に関する経費 

補助員人件費 事業を実施するために必要な補助員（アルバイト等）に係る経費 

その他諸経費 

 

事業を行うために必要な経費のうち、当該事業のために使用され

ることが特定・確認できるものであって、他のいずれの区分にも

属さないもの 

例） 

  通信運搬費（郵便料、運送代、通信・電話料等） 

光熱水料（電気、水道、ガス。例えば、大規模な研究施設等

について、専用のメータの検針により当該事業に使用した料

金が算出できる場合） 

設備の修繕・保守費 
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翻訳通訳、速記費用 

文献購入費、法定検査、検定料、特許出願関連費用等 

Ⅲ．再委託費 

 

発注者（国）との取決めにおいて、受注者が当該事業の一部を他

者に行わせる（委任又は準委任する）ために必要な経費。 

Ⅳ．一般管理費 

 

委託事業を行うために必要な経費であって、当該事業に要した経

費としての抽出、特定が困難なものについて、委託契約締結時の

条件に基づいて一定割合の支払を認められた間接経費 

※ なお、上記の各項目に「国民との科学・技術対話」の遂行に直接必要な経費を含める

ことができる。 

（２）直接経費として計上できない経費 

 ・建物等施設に関する経費 

 ・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等（机、椅子、書棚等の什器類、事

務機器等） 

 ・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

 ・その他事業に関係ない経費 

 

１１．問い合わせ先 

〒１００－８９０１ 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省 製造産業局 宇宙産業室 

担当：丸岡、田村、吉田 

FAX：０３－３５０１－０９７３ 

E-mail：maruoka-shingo@meti.go.jp, tamura-kohei@meti.go.jp, 

 yoshida-eri@meti.go.jp  

 

お問い合わせは電子メールでお願いします。電子メールは、上記のメールアドレスす

べてにお送りください。電話でのお問い合わせは受付できません。 

なお、お問い合わせの際は、件名（題名）を必ず「令和２年度補正サプライチェーン

強靭化に資する技術開発・実証事業（サプライチェーンの迅速・柔軟な組換えに資する

衛星を活用した状況把握システムの開発・実証）」としてください。他の件名（題名）で

はお問い合わせに回答できない場合があります。 

以上 

 

 

 

 

 

mailto:maruoka-shingo@meti.go.jp
mailto:tamura-kohei@meti.go.jp
mailto:yoshida-eri@meti.go.jp
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（様式１） 

受付番号 

※記載不要 
 

経済産業省 あて 

 

 

令和２年度補正サプライチェーン強靭化に資する技術開発・実証事業（サプライチェーンの

迅速・柔軟な組換えに資する衛星を活用した状況把握システムの開発・実証）申請書 

 

 

申
請
者 

企業・団体名  

代表者役職・氏名  

印または署名 

所在地  

連
絡
担
当
窓
口 

氏名（ふりがな）  

所属（部署名）  

役職  

電話番号 

（代表・直通） 
 

Ｅ－ｍａｉｌ  
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（様式２） 

受付番号 

※記載不要 
 

 

令和２年度補正サプライチェーン強靭化に資する技術開発・実証事業（サプライチェーンの

迅速・柔軟な組換えに資する衛星を活用した状況把握システムの開発・実証） 

企画提案書 

 

１．事業の実施方法 

＊募集要領の２．事業内容の項目ごとに、具体的な実施方法及び内容を記載してください。 

＊本事業の成果を高めるための具体的な提案を記載してください。 

 

 

 

２．実施スケジュール（１．の実施が月別に分かること） 

 

 

 

 

３．事業実績 

類似事業の実績 

・事業名、事業概要、実施年度、発注者等（自主事業の場合はその旨） 

 

４．実施体制 

＊各業務従事者の経歴（氏名、所属、役職、学歴、職歴、業務経験、研修実績その他経歴、

専門的知識その他の知見、母語及び外国語能力、国籍等） 

 

＊外注、再委託を予定しているのであればその内容 

５．情報管理体制 

＊受託者の情報管理体制がわかる「情報管理体制図」、情報を取扱う者の氏名、住所、生年月

日、所属部署、役職等がわかる「情報取扱者名簿」を提示すること。（別紙様式にて提示） 

 

６．ワーク・ライフ・バランス等推進企業に関する認定等の状況 

＊女性活躍推進法に基づく認定（労働時間等の働き方に係る基準は満たすことが必要。）、次

世代育成支援対策推進法に基づく認定（くるみん認定企業・プラチナくるみん認定企業）又

は青少年の雇用の促進等に関する法律に基づく認定（ユースエール認定企業）の状況 

＊女性活躍推進法第８条に基づく一般事業主行動計画（計画期間が満了していないものに限

る。）の策定状況（常時雇用する労働者の数が 300 人以下のものに限る。） 

７．事業費総額（千円）※記載している費目は例示。募集要領１０．（１）経費の区分に応じ
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て必要経費を記載すること。 

Ⅰ 人件費  

Ⅱ 事業費 

①旅費               

②会場費              

③謝金           

④補助職員人件費  

Ⅲ 再委託費 

Ⅳ 一般管理費 

小計 

Ⅳ 消費税及び地方消費税  

総額               千円（※総額は委託予定額の上限内に収めて下さい。） 
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（別紙様式） 

 

情報取扱者名簿及び情報管理体制図 

 

①情報取扱者名簿 

 
氏名
し め い

 
住所 生年月日 所属部署 役職 パスポート

番号（※４） 

情報管理

責任者（※

１） 

Ａ       

情報取扱

管理者（※

２） 

Ｂ       

Ｃ       

業務従事

者（※３） 

Ｄ       

Ｅ       

再委託先 Ｆ       

 

（※１）受託事業者としての情報取扱の全ての責任を有する者。必ず明記すること。 

（※２）本委託業務の遂行にあたって主に保護すべき情報を取り扱う者ではないが、本委託業務の進捗状況など

の管理を行うもので、保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※３）本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 

（※４）日本国籍を有する者及び法務大臣から永住の許可を受けた者（入管特例法の「特別永住者」を除く。）

以外の者は、パスポート番号等を記載。 

 

②情報管理体制図 

（例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報取扱者 
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【情報管理体制図に記載すべき事項】 

・本委託業務の遂行にあたって保護すべき情報を取り扱う全ての者。（再委託先も含む。） 

・委託業務の遂行のため最低限必要な範囲で情報取扱者を設定し記載すること。 

・情報管理規則等を有している場合で上記例を満たす情報については、情報管理規則等の内

規の添付で代用可能。 

 

③その他 

・情報管理規則等の内規を別途添付すること 
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１． 知的財産マネジメントに係る基本方針 

 

 日本版バイ・ドール制度の目的（知的財産権の受託者帰属を通じて研究開発活動を活性化

し、その成果を事業活動において効率的に活用すること）及び本プロジェクトの目的を達成

するため、本プロジェクトにおいては、以下の知的財産マネジメントを実施することを原則

とする。 

 本方針に記載のない事項については、本プロジェクトの目的を踏まえ、プロジェクト参加

者間の合意により必要に応じて定めるものとする。 

 プロジェクト参加者は、本方針に従い、原則としてプロジェクト開始（委託契約書の締結）

までに、プロジェクト参加者間で知的財産の取扱いについて合意するものとする。 

なお、プロジェクト参加者間での知的財産の取扱いについての合意書（以下「知財合意書」

という。）の作成に当たっては、経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメント

に関する運用ガイドライン」（平成２７年５月）を参考にする。 

 

１．本指針で用いる用語の定義 

（１）発明等 

 「発明等」とは、発明、考案、意匠の創作、半導体集積回路の回路配置に関する法律

（昭和６０年法律第４３号）第２条第２項に規定する回路配置の創作、種苗法第２条第

２項に規定する品種の育成、著作物の創作及び技術情報のうち秘匿することが可能なも

のであってかつ財産的価値のあるもの（以下「ノウハウ」という。）の案出をいう。 

 

（２）発明者等 

 「発明者等」とは、発明等をなした者をいう。 

 

（３）知的財産権 

 「知的財産権」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、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、育成者権、種苗法（平成１０年法律第８３号）第３条に規定する品種

登録を受ける地位及び著作権（著作権法（昭和４５年法律第４８号）第２１条から第２

８条までに規定する全ての権利を含む）、外国における上記各権利及び地位に相当する権

利及び地位並びにノウハウを使用する権利をいう。 

 

 

 

別添 
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（４）フォアグラウンドＩＰ 

 「フォアグラウンドＩＰ」とは、プロジェクト参加者が、本プロジェクトの実施によ

り得た知的財産権をいう。 

 

（５）バックグラウンドＩＰ 

 「バックグラウンドＩＰ」とは、プロジェクト参加者が本プロジェクトの開始前から

保有していた知的財産権及び本プロジェクトの開始後に本プロジェクトの実施とは関係

なく取得した知的財産権をいう。 

 

２．委託契約書において定める事項 

（１）日本版バイ・ドール規定（産業技術力強化法第１７条）の適用 

 国は、フォアグラウンドＩＰについて、研究開発の受託者が産業技術力強化法第１７

条第１項各号に定める以下の事項を遵守することを条件として、受託者から譲り受けな

いものとする。ただし、研究開発の受託者が国外企業等（国外の企業、国外の大学又は

国外の研究機関をいう。以下同じ。）の場合には、当該受託者が以下の事項を遵守するこ

とを条件として、フォアグラウンドＩＰについて受託者と国との共有とすることができ

るものとし、当該受託者と国との持分の合計のうち５０％以上の持分は国に帰属するも

のとする。 

 ・研究成果が得られた場合には遅滞なく国に報告すること 

 ・国が公共の利益のために必要があるとして求めた場合に、フォアグラウンドＩＰを

無償で国に実施許諾すること 

 ・フォアグラウンドＩＰを相当期間利用していない場合に、国の要請に基づいて第三

者に当該フォアグラウンドＩＰを実施許諾すること 

 ・フォアグラウンドＩＰの移転等をするときは、合併等による移転の場合を除き、あ

らかじめ国の承認を受けること 

 

（２）その他の事項 

①受託者又はフォアグラウンドＩＰの移転を受けた者（以下「受託者等」という。）が合

併又は買収された場合は、速やかに国に報告するものとし、国は、当該受託者等が保有

するフォアグラウンドＩＰについて、当該合併等の後においても事業活動において効率

的に活用されるか等の観点で検討を行い、必要に応じて当該合併等の後におけるフォア

グラウンドＩＰの保有者以外の第三者による実施を確保する。 

 

②受託者等が、その親会社又は子会社（これらの会社が国外企業等である場合に限る。）

へフォアグラウンドＩＰを移転等しようとする場合は、国に事前連絡の上、必要に応じ

て契約者間の調整を行うものとする。 
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③プロジェクト参加者が国外企業等の場合は、次に掲げる事項を定めるものとする。 

（ア）国と国外企業等のみが共有するフォアグラウンドＩＰについて、第三者に対して

実施許諾するこができるものとし、国外企業等はこれに同意するものとすること 

（イ）国が国外企業等と共有するフォアグラウンドＩＰに係る出願費用等は、国外企業

等が負担すること 

 

３．プロジェクト参加者間の知財合意書で定める事項 

（１）知的財産マネジメントの実施体制の整備 

 本方針に従い知的財産マネジメントを適切に実施するため、知財運営委員会を設置す

る。 

知財運営委員会は、研究開発の成果についての権利化、秘匿化、公表等の方針決定、

実施許諾に関する調整等を行う。 

 知財運営委員会は、プロジェクトリーダー、個別のテーマリーダー、プロジェクト参

加者の代表者、知的財産の専門家等から構成する。 

 知財運営委員会の審議内容、議決方法、構成員その他知財運営委員会の運営に関する

事項を定めるため、知財運営委員会運営規則を作成する。 

 

（２）秘密保持 

 プロジェクト参加者は、プロジェクト参加者が保有する技術情報を他のプロジェクト

参加者に開示する場合における秘密保持のため、必要な手続や対象範囲等をプロジェク

ト参加者間であらかじめ合意するものとする。 

 

（３）本プロジェクトの成果の第三者への開示の事前承認 

 本プロジェクトの成果については、知財運営委員会の承認を得ることなく、プロジェ

クト参加者以外の第三者に対して開示し又は漏洩してはならないものとする。 

 

（４）発明等の成果の届出及び権利化等方針の決定手続 

 本プロジェクトの実施により発明等をなした場合には、直ちに知財運営委員会に対し、

当該発明等の成果の内容を届け出るものとする。 

 知財運営委員会は、届出を受けた発明等の成果について、出願により権利化し又は秘

匿する必要があるか否か、出願により権利化する場合にあっては出願対象国、秘匿する

場合にあっては秘匿期間等について審議し、決定するものとする。 

なお、知財運営委員会が研究開発の成果を秘匿すると判断した場合においても、国が

研究開発の成果の内容を把握するため、秘匿化の是非についての国との協議等が必要で

ある。 
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（５）研究開発の成果の権利化等の方針 

 研究開発の成果を出願により権利化する場合においては、海外においても市場展開が

見込まれるのであれば、市場規模や他社との競合状況等を勘案して権利化が必要と判断

される日本以外の国においても権利化することを原則とする。 

 また、出願による権利化の件数を重視するのではなく、権利化しない選択も考慮する

とともに、成果の内容に応じて、秘匿化の要否、論文等による公表の要否を検討する。 

 

（６）フォアグラウンドＩＰの帰属 

 フォアグラウンドＩＰは、発明者等が属するプロジェクト参加者の職務発明規程等に

基づき当該参加者に承継させるものとする。 

 発明者等が属する機関にフォアグラウンドＩＰを保有させても研究開発成果の有効な

活用が見込まれない場合、発明者等が属する機関が再委託先であり当該再委託先にフォ

アグラウンドＩＰを保有させるとフォアグラウンドＩＰが分散しかつ事業化に支障が生

じると考えられる場合、プロジェクト参加者が技術研究組合を設立し当該組合が将来組

織変更して事業会社となることを想定している場合には、将来の事業化を見据えて適切

な者がフォアグラウンドＩＰを保有するよう、必要な範囲で、発明者等の属する機関以

外の者にフォアグラウンドＩＰの一部又は全部を譲渡することをあらかじめプロジェク

ト参加者間の合意により定める。 

 

（７）共有するフォアグラウンドＩＰの実施 

 プロジェクト参加者は、他のプロジェクト参加者と共有するフォアグラウンドＩＰに

ついて、自由かつ無償にて実施できるものとすることを原則とする。 

ただし、プロジェクト参加者間であらかじめ合意が得られていれば、他の取扱いとす

ることを妨げない。 

 

（８）知的財産権の実施許諾 

①本プロジェクト期間中の実施許諾 

 プロジェクト参加者は、自己が保有する知的財産権（フォアグラウンドＩＰ及びバ

ックグラウンドＩＰを含む。後記②においても同じ。）について、本プロジェクト期間

中における他のプロジェクト参加者による本プロジェクト内での研究開発活動に対し

ては、当該知的財産権を行使しないものとし、本プロジェクトの円滑な遂行に協力す

るものとする。 

ただし、プロジェクト参加者間で有償により実施許諾すること等の別段の取決めが

ある場合はこの限りでない。 
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②本プロジェクトの成果の事業化のための実施許諾 

 プロジェクト参加者がフォアグラウンドＩＰを用いて本プロジェクトの成果を事業

化するために必要な範囲で、他のプロジェクト参加者は、保有する知的財産権につい

て実施許諾することを原則とする。 

 ただし、知的財産権を実施許諾することにより、当該知的財産権の保有者たる国内

企業等の既存又は将来の事業活動に影響を及ぼすことが予想される場合には、実施許

諾を拒否することができるものとする。このほか、例外として認める範囲（特に、バ

ックグラウンドＩＰの取扱い）については、プロジェクト参加者間の合意に基づき必

要な範囲で明確化するものとする。 

 実施の範囲、実施料その他の事項について当事者間の協議が難航し、本プロジェク

トの成果の事業化に支障を及ぼすおそれがある場合は、知財運営委員会において調整

し、当事者間で合理的な解決を図るものとする。 

 

③プロジェクト参加者以外の者への実施許諾との関係 

 プロジェクト参加者が、保有するフォアグラウンドＩＰについて、他のプロジェク

ト参加者に実施許諾する場合、プロジェクト参加者以外の者に実施許諾する場合と同

等又はそれよりも有利な条件で行うものとする。 

 

（９）フォアグラウンドＩＰの移転先への義務の承継 

 プロジェクト参加者は、フォアグラウンドＩＰの移転を行うときは、プロジェクト参

加者間の知財合意書によりフォアグラウンドＩＰについて課されている実施許諾等に関

する義務を移転先に承継させるものとする。 

 

（１０）プロジェクトの体制の変更への対応 

 プロジェクト参加者は、本プロジェクトから脱退した場合においても、プロジェクト

参加者間の知財合意書により自己に課された義務を引き続き負うものとする。 

 また、プロジェクト参加者の体制が変更し、参加者が追加された場合には、原則とし

て当該参加者に対しても当初のプロジェクト参加者と同様の権利・義務を課すものとす

る。 

 

（１１）合意の内容の有効期間 

 プロジェクトの成果の事業化に支障が生じないようにするため、プロジェクト期間終

了後も含め、必要な範囲で合意の内容についての有効期間を定めるものとする。 

 

（１２）合意の内容の見直し 
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 プロジェクト参加者間で合意した内容は、当該合意後の事情の変更等に応じて見直す

ことができるものとする。 
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２．データマネジメントに係る基本方針 

 

本プロジェクトの目的の達成及び本プロジェクトで取得または収集した研究開発データの

効果的な利活用促進のため、本プロジェクトにおいては、以下のデータマネジメントを行う

ことを原則とする。 

本方針に記載のない事項については、本プロジェクトの目的を踏まえ、プロジェクト参加

者間の合意により必要に応じて定めるものとする。 

採択後は特段の事情がない限りプロジェクト開始（委託契約書の締結）までに、プロジェク

ト参加者は研究開発データの取扱いについて合意した上で、データマネジメントプランを作

成するものとする。 

なお、データマネジメント企画書、プロジェクト参加者でのデータの取扱いについての合

意書（以下「データ合意書」という。）及びデータマネジメントプランの作成に当たっては、

経済産業省の「委託研究開発における知的財産マネジメントに関する運用ガイドライン （別

冊） 委託研究開発におけるデータマネジメントに関する運用ガイドライン」（平成２９年１

２月）を参考にする。 

 

１．本方針で用いる用語の定義 

（１）研究開発データ 

 「研究開発データ」とは、研究開発で取得または収集した電磁的記録（電子的方式、

磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ

って、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）をいう。 

 

（２）自主管理データ 

「自主管理データ」とは、委託者指定データ以外の研究開発データであって、プロジ

ェクト参加者が自主的に管理する研究開発データをいう。 

 

（３）非管理データ 

「非管理データ」とは、委託者指定データまたは自主管理データ以外の特に管理を要し

ない研究開発データをいう。 

 

（４）委託者指定データ 

   「委託者指定データ」とは、国が管理するべき研究開発データであり、国に提供される

研究開発データとして指定された研究開発データをいう。 

  

２．本研究開発における研究開発データの基本的事項 
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（１）自主管理データ 

自主管理データについては、一義的には取得または収集したプロジェクト参加者が管

理方針を決定すべきものであるが、種々の目的や用途のためにプロジェクト参加者自ら

による利活用または他者に対する提供等を促進するよう努める。 

 

３．国と受託者とが約する事項 

 

（１）データカタログに掲載する索引情報の報告 

委託者指定データ（指定された場合のみ）、自主管理データのうちプロジェクト参加者

以外の者に提供しようとするものについては、その索引情報（以下「メタデータ」とい

う。）を国に報告し、これを国が作成したデータカタログに掲載することを講じるものと

する。 

 

４．プロジェクト参加者間のデータ合意書で定める事項 

（１）データマネジメントの実施体制の整備 

 本方針に従い、研究開発データのマネジメントを適切に行うため、知財運営委員会に

データマネジメント機能を付与する。 

知財運営委員会は、管理すべき研究開発データの特定、研究開発データの形式の決定、

データ提供及び秘匿化の方針決定及び研究開発データの利用許諾条件等の調整等を行う。 

 

（２）本プロジェクトの研究開発データの第三者への開示の事前承認 

 本プロジェクトの実施によって取得または収集された研究開発データのうち自主管理

データについては、知財運営委員会の承認を得ることなく、プロジェクト参加者以外の

第三者に対して開示し又は漏洩してはならないものとする。ただし、知財運営委員会の

承認が得られた研究開発データについては、広範な利活用を促進するよう努めるものと

する。 

 

（３）データマネジメントプランの作成及び研究開発データの利用許諾 

 プロジェクト参加者は、データマネジメントプランを作成して委託者および知財運営

委員会に提出し、データマネジメントプランに従って研究開発データの管理を実施する。

また、研究開発の進展等に伴い、データマネジメントプランを適宜修正して委託者およ

び知財運営委員会に提出する。 

 研究開発データの利用許諾は、データマネジメントプランに従って行う。研究開発デ

ータの範囲、利用許諾料その他の事項について当事者間の協議が難航し、本プロジェク

トの成果の事業化に支障を及ぼすおそれがある場合は、知財運営委員会において調整し、

当事者間で合理的な解決を図るものとする。 
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（４）本プロジェクト期間中または本プロジェクトの成果の事業化ための利用許諾 

プロジェクト参加者は、本プロジェクト期間中における本プロジェクト内での他のプ

ロジェクト参加者による研究開発活動に対して、または、本プロジェクトの成果を事業

化するための活動に対して、必要な範囲で、無償または合理的な利用料無償で利用許諾

することを原則とする。（自主管理データにおいて、プロジェクト参加者間で有償により

利用許諾すること等の別段の取決めがある場合はこの限りでない。） 

ただし、当該研究開発データを利用許諾することにより、利用許諾を行った者の既存

又は将来の事業活動に影響を及ぼすことが予想される場合には、利用許諾を拒否するこ

とができるものとする。このほか、例外として認める範囲（特にプロジェクト参加者が

本プロジェクトの実施のために持ち込んだ研究開発データ）については、プロジェクト

参加者間の合意に基づき必要な範囲で明確化するものとする。 

研究開発データの範囲、利用許諾料その他の事項について当事者間の協議が難航し、

本プロジェクトの成果の事業化に支障を及ぼすおそれがある場合は、知財運営委員会に

おいて調整し、当事者間で合理的な解決を図るものとする。 

 

５．プロジェクト参加者がデータマネジメントプランに記載する事項 

 以下の事項につき、本プロジェクト内での他のプロジェクト参加者とよく協議を行った上

で記載すること。特に５．（８）に関しては、研究開発データの円滑な提供に向けた取り組み

として、当該研究開発データと、プロジェクトで他のプロジェクト参加者が開発したソフト

ウェアや他のプロジェクト参加者が取得または収集した研究開発データと併せて利用許諾さ

れる可能性があれば記載すること。 

（１） 研究開発データの名称 

（２） 研究開発データを取得または収集した者 

（３） 研究開発データの管理者 

（４） 委託者指定データ、自主管理データの分類 

（５） 研究開発データの説明 

（６） 研究開発データの想定利活用用途 

（７） 研究開発データの取得または収集方法 

（８） 研究開発データの利活用・提供方針 

（９） （他者に提供する場合）円滑な提供に向けた取り組み 

（秘匿して自ら利活用する場合）秘匿期間、秘匿理由 

（１０）リポジトリ（プロジェクト期間中、終了後） 

（１１）想定データ量 

（１２）加工方針（ファイル形式、メタデータに関する事項を含む） 

（１３）その他（サンプルデータやデータ提供サイトのＵＲＬ） 


