平成 31 年度

総合研究所研究課題募集要項

平成 31 年度総合研究所研究課題募集
昨年度からの変更点について

1. (募集要項)要項の書き方を変更しました。
各課題共通事項は別紙にまとめました。各要項と併せてよくご確認ください。

2. (募集要項)共通事項の「申請資格および申請上の注意」に下記の通り変更があります。
① 「(2)研究代表者としての申請は、総合研究所各課題から 1 人 1 件のみとする。
」
↓
「(2) 研究代表者としての申請は、一般研究課題・若手研究者支援課題・新分野開拓研究課題
から、１人１件のみとする。重点課題と特許・知財実用化支援との重複申請は可。」

② 「(3)私立大学研究ブランディング事業等の大学負担のある研究費も含めて、同年度内で 1 人
の研究者が受給できる研究所研究費は、1 件のみとする。｣
↓
「(3)私立大学研究ブランディング事業等の大学負担のある研究費も含めて、同年度内で 1 人
の研究者が受給できる研究所研究費は、1 件のみとする。ただし、特許・知財実用化支援のみ
重複受給可。
」

3. (募集要項)「重点課題」と「一般研究課題」に下記の通り追記しました。
「(5・重点)(2・一般)大学院生の参画を促すこと。進学予定の学部４年生の参画も可能とする。
」
4. (募集要項)「一般研究課題」に下記の通り変更点があります。
「※研究代表者としての採択は、一研究者在職中 2 回までとする。なお、公平性を保つため、
平成 25 年度研究課題の採択を 1 回目の採択と考える。
※ただし、平成 25 年度以降に受けた総研研究課題に関連したテーマで科研費など公的外部
資金を獲得した場合は、さらに 2 回の申請を認めることとする。
（以後、同様の条件で申請を
認める。
）」を削除。

5. (募集要項)「特許・実用化支援研究課題」を下記の通り追記しました。
「(2)同じ特許で申請する場合、2 年連続の採択は不可。
」

6. (申請書)「重点課題」
・
「一般研究課題」
・
「若手・任期付き研究者支援課題」申請書に下記の
とおり変更があります。
科研費に併せて変更を行いました。
・
「本研究の着想に至った経緯など」(1)に準備状況を追記
・
「応募者の研究遂行能力及び研究環境」項目の追加
・
「研究業績」項目の削除
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平成 31 年度総合研究所研究課題募集について
1.平成 31 年度総合研究所募集課題

金額

重点課題
一般研究課題

1000 万円以内
(各年 500 万円以内)

期

2年

研究課題

250 万円以内

2年

80 万円以内

1年

200 万円以内

1年

特許・知財実

300 万 円 を 採

用化支援課題

択数で按分

境」「安全・安心」「情報」の 4 分野から募集。

P4･5

大型外部資金獲得に向けた支援。*専任教員 2 名以上

支援課題
新分野開拓

ページ

CRC が注力している「生体医工学」
「エネルギー」
・
「環

若手研究者・
任期付研究者

内容

間

1年

科研費等外部資金獲得に向けた支援。
40 歳以下、博士学位取得後 8 年未満、または任期付教員
への支援。

P6

P7

学内外の多方面の関係者によるフィージビリティスタ
ディに関する研究を支援。*5～10 名程度のグループ

P8

出願特許の技術移転を促進するための支援。
(1)試作・検証(2)デモソフト作成

P9

2.各課題共通事項
*申請の際は各募集内容と併せてよくご確認ください。
①申請資格および申請上の注意
(1) 本学専任教員であること。(※研究期間中本学専任教員であること。)
(2) 研究代表者としての申請は、一般研究課題・若手研究者支援課題・新分野開拓研究課題から、１人１
件のみとする。重点課題と特許・知財実用化支援との重複申請は可。
(3) 私立大学研究ブランディング事業等の大学負担のある研究費も含めて、同年度内で 1 人の研究者が
受給できる研究所研究費は、1 件のみとする。ただし、特許・知財実用化支援のみ重複受給可。
(4) 共同研究者としての参加は研究遂行上必要な場合に限り、他の１課題のみ参加することが出来る。
(5) 科学研究費など、学外の公的研究費と類似の研究課題名での申請も可能であるが、研究課題の重複申
請とならないように、相違点を明確に記すこと。
(6) 研究代表者・共同研究者の内、本学専任教員は申請までに、eAPRIN(旧 CITIJAPAN プロジェクト)
の研究倫理教育 e ラーニングを受講していること。
(7) 提出された申請書は、研究コーディネータに開示する。
②研究員の義務
総合研究所における研究成果については、関連分野の「学術研究論文誌」等に発表すること。
また、課題の研究期間終了後は、科研費等外部資金の獲得に向け努力すること。
なお、採択された課題に関し、学内的には、次のような義務がある。
(1) 研究成果発表会（総合研究所研究成果発表会）における発表
(2) 研究成果報告書（総合研究所年報として刊行）の提出
(3) 研究課題自己評価報告書の提出
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③総合研究所研究費使用上(申請書・費用記入上)の注意
総合研究所研究費による出金の可否は以下のとおり。
出
金
可
能
出
金
不
可

・機械装置備品
・用品
・消耗品
・資料等印刷複写費
・運搬費
・学会参加費
・旅費
・交通費
・論文掲載料・別刷り代
・外国語添削代
・備品修繕費
・謝金
・被験者謝礼
◎上記の他、研究課題申請書及び実施計画書に記載され、研究遂行上必要とみなされるもの
・中古品の購入
・手土産代
・資格受験料
・アルバイト代（＊） ・研究に必要のない家電
・パスポート申請（更新）費用
・懇親会費用
・保険料
◎上記の他、研究課題申請書及び実施計画書に記載のないもの
＊新分野開拓研究課題は一部項目が異なります。詳細は新分野募集要項を確認願います。

3．申請期間等
Ａ．重点課題／一般研究課題／若手研究者・任期付研究者支援課題／新分野開拓研究課題
⇒

平成 30 年 11 月 1 日(木)～11 月 26 日(月)

Ｂ．特許・知財実用化支援課題
⇒

平成 30 年 11 月 1 日(木)～12 月 20 日(木)

申請書類提出先：東京千住キャンパス 総合研究所 宛
・申請書類は総合研究所 HP からダウンロードしてください。*申請課題で様式が異なります。
・20 万円以上の機器を計上する場合は見積書を添付してください。
・片面印刷でご提出ください。
◎採択結果は平成 31 年 3 月中旬に通知する。
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平成 31 年度「重点課題」募集要項
本学専任教員を対象に科学技術に関する研究課題を募集し、審査の上、研究費の配分を行います。
研究費は法人予算のほか、文部科学省私立大学経常費補助金の援助を受けています。
研究規模の拡大、さらなる活性化を目的とし、本学における研究のキャッチフレーズ「安全・そ
して安心・快適な社会の未来を創造する」(Ｈ29 研究ブランディング検討委員会にて決定)の下、
研究推進社会連携センターが推進する 4 つの注力分野(「生体医工学」
「エネルギー・環境」
「安全・
安心」
「情報」)から募集します。
なお、研究課題が総研課題として採択された研究者は、本研究所の研究所員となります。

【研 究 費】
研究課題１件につき 1000 万円以内 、研究期間は 2 年(最大 500 万/年)とする。
※研究代表者としての採択は、一研究者在職中 2 回までとする。なお、公平性を保つため、平成 29 年度
研究課題の重点課題として採択されたものを 1 回目の採択と考える。
※平成 29 年度以降に受けた重点課題に関連したテーマで科研費など公的外部資金を獲得した場合は、
さ
らに 2 回の申請を認めることとする。
（以後、同様の条件で申請を認める）

【申請資格および申請上の注意(重点課題)】
*申請の際は各課題共通事項と併せてよくご確認ください。

(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

本学専任教員 2 名以上で応募すること。(※研究期間中本学専任教員であること。)
希望する領域を選択すること(複数選択可)。
重点課題に申請できる課題は 1 人 1 件とする。
申請予算において、機械装置備品費の割合が 70％を超えることも可とするが、その場合は研
究計画遂行上必要なその他の費用（消耗品他）の出所を申請書に明記しておくこと。また、
算定の結果、減額され、機械装置備品の購入が不可能となった場合の対応についても申請書
に明記しておくこと。
大学院生の参画を促すこと。進学予定の学部４年生の参画も可能とする。

【研究所員の義務(重点課題)】
採択された課題に関し、学内的には、次のような義務がある。

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

研究成果発表会（総合研究所研究成果発表会）における発表（発表会において口頭発表
を行うこと）
研究成果報告書（総合研究所年報として刊行）の提出。
研究課題自己評価報告書の提出。
研究終了後 3 年以内に学術研究論文誌(査読付)への投稿・発表を行うこと。
研究終了後 3 年以内に科研費等の外部資金獲得へ向け申請を行うこと。
外部資金獲得後には、プロジェクト研究所設置へ向けて努力すること。

※論文誌等への投稿、科研費等の外部資金への申請時には総合研究所へ報告すること。
また、採択結果についても結果が判明次第、総合研究所へ報告すること。
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【重点課題募集イメージ】
本学における研究のキャッチフレーズ「安全・そして安心・快適な社会の未来を創造する」(Ｈ
29 研究ブランディング委員会にて決定)の下、研究推進社会連携センターの 4 つの注力分野(「生
体医工学」
「エネルギー・環境」
「安全・安心」
「情報」)から募集します。
複数の領域にまたがる応募も可能です。

◎平成 31 年 2 月に総合研究所運営委員会にてプレゼンテーションをして頂く予定です。
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平成 31 年度「一般研究課題」募集要項
本学専任教員を対象に科学技術に関する研究課題を募集し、審査の上、研究費の配分を行います。
研究費は法人予算のほか、文部科学省私立大学経常費補助金の援助を受けています。
なお、研究課題が総研課題として採択された研究者は、本研究所の研究所員となります。

【研 究 費】
研究課題１件につき 250 万円以内 、研究期間は 2 年 とする。

【申請資格および申請上の注意(一般研究課題)】
*申請の際は各課題共通事項と併せてよくご確認ください。

(1) 申請予算において、機械装置備品費の割合が 70％を超えることも可とするが、その場合は研
究計画遂行上必要なその他の費用（消耗品他）の出所を申請書に明記しておくこと。また、
算定の結果、減額され、機械装置備品の購入が不可能となった場合の対応についても申請書
に明記しておくこと。
(2) 大学院生の参画を促すこと。進学予定の学部４年生の参画も可能とする。
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平成 31 年度「若手研究者・任期付研究者支援研究課題 」募集要項
本学専任教員のうち、40 歳以下の者・任期付の者・博士の学位取得後 8 年未満の者を対象 とし
て科学技術に関する研究課題を募集し、審査の上、研究費の配分を行います。
研究費は法人予算のほか、文部科学省私立大学経常費補助金の援助を受けています。
なお、研究課題が総研課題として採択された研究者は、本研究所の研究所員となります。

【研 究 費】
研究課題１件につき 80 万円以内 、研究期間は １年 とする。

【申請資格および申請上の注意(若手研究者・任期付研究者支援課題)】
*申請の際は各課題共通事項と併せてよくご確認ください。

（1） 採択課題の研究開始時点で下記いずれかの条件に当てはまること。
①40 歳以下
②任期付
③博士の学位取得後 8 年未満
（2） 申請予算において、機械装置備品費の割合が 70％を超えることも可とするが、その場合は
研究計画遂行上必要なその他の費用
（消耗品他）
の出所を申請書に明記しておくこと。
また、
算定の結果、減額され、機械装置備品の購入が不可能となった場合の対応についても申請書
に明記しておくこと。
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平成 31 年度「新分野開拓研究課題」募集要項
実学を尊重している本学では、研究面においても社会のニーズに応じた実践的・総合的
な新たな研究が必要とされています。そこで、新たな研究分野の創出と強化、及び産学連
携への発展をも見据えた新分野開拓のための、学内外の多方面の関係者によるフィージビ
リティスタディに関する研究を支援します。

【研 究 費】
研究課題 1 件につき 200 万円以内 、研究期間は 1 年 とする。

【研究実施上の条件】
・多様な研究分野の研究者が連携して行う共同研究であること。
・中間報告と最終報告のためのシンポジウムやワークショップの実施を必須とする。
（シン
ポジウム・ワークショップの際には、学外から広く意見を求め、特に企業との交流を図
ることを推奨する。
）

【申請資格及び申請上の注意(新分野開拓研究課題)】

*申請の際は各課題共通事項と併せてよくご確認ください。
（1）研究グループは 5～10 名程度とし、研究代表者は本学専任教員であること。
（2）学外者をグループに加えることも可能とするが、半数を超えない範囲とする。

【総合研究所研究費使用上の注意 (新分野開拓研究課題)】
※研究目的の性質上、他の総合研究所研究費の扱いと異なることに注意する。

フィージビリティスタディの実施に直接必要となる経費（資料調査費用、シンポジウム・
ワークショップ開催費用など）に使用するものとし、申請書の予算明細に記載があり、許
可されたもののみを支払い対象とする。特に下記の費目の取扱いに注意する。
設備備品については認めない。フィージビリティスタディの実施に必要な原材
物 品

費 料、消耗品、消耗器材等の調達に必要な経費およびシンポジウム開催に必要な
印刷製本費とする。
講演謝礼およびシンポジウムやワークショップ開催に必要なアルバイト代（会

謝

金

場設営・受付等）等出金可能であるが、研究･実験補助、事務補助等のアルバ
イト代は支払いを認めない。謝礼・アルバイト賃金の基準については、公的研
究費使用ハンドブックに準ずる。

学会参加費

関連する学会に限る。上限は定めないが、申請書に記載されていること。
関連する学会であっても、学会入会費、年会費、食事代、懇親会費は認めない。

※研究遂行にあたり、当初予定していた以外の学会参加や、企業・自治体等への調査訪問
が必要になった場合、事前に、学会参加・調査訪問の必要性を書面(任意書式)にて事務局
へ提出下さい。関連のあるものと認められた場合、旅費・交通費の出金を別途認めます。
その他：ワークショップ、シンポジウム開催時の飲食代（弁当、懇親会費等）は出金でき
ない。
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平成 31 年度「特許・知財実用化支援」募集要項
研究成果のひとつのである特許出願の活用を促進するため、実用化のための検証に必要な
試作・評価を行うための「特許化支援」の募集を行います。

【支

援

額】

最大 300 万円、支援期間は 1 年とする。
採択件数に応じて上記支援額を按分する。
※援助額は CRC にて審議を行い、必要となる費用を援助する。

【支援内容詳細】
出願特許の技術移転を促進するための研究支援
(1)出願した特許の実用化に向けた検証のための試作及び検証
(2)ソフトウエアなどの無体物は、実装し動作が見える形にするデモソフト作成
試作品等は、産官学交流センターにて、技術移転の機会である各種展示会やセミナー等で
展示・紹介等を行い学外へ向けて積極的に広報活動を行い支援する。※原則、試作・評価
等に係わる費用を支援するものであるが、費用の使途は総研の研究費に準ずる扱いとする。

【申請上の注意(特許・知財実用化支援)】

*申請の際は各課題共通事項と併せてよくご確認ください。
(1) 原則 3 年以内の本学による単独出願で、出願特許に係る試作及び評価の研究課題
(2) 同じ特許で申請する場合、2 年連続の採択は不可。

【特許化支援イメージ図】
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