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１．研究計画等 

(1)本年度の研究目標および研究計画の工程表 

※サブテーマ（ないし研究小テーマ等）毎に、本年度達成しようとする研究目標と、その達

成に向けた研究計画の工程表を作成し、本年度の研究計画が一目でわかるようにして下さ

い。 

※サブテーマ毎の研究目標は、研究課題全体としての研究期間終了時の目標を踏まえ、その

達成に向けた要素として、研究推進過程における到達点（マイルストーン）として明確な

ものとなるように記載してください。（単に「・・・の研究を行う」等の記載にとどめな

いこと。事後的に、フォローアップ等において検証可能な記述とすること。） 

※前年度に実施できなかった内容（未執行分）がある場合には、その内容も含めて作成して

ください。 

※パワーポイントなどで工程表を作成し、画像として貼り付けることも可とします。 

 

＜研究計画表例(あくまで例示であり、この通り作成する必要があるわけではない)＞ 

サブテーマ

番号
サブテーマ名

(サブテーマリーダー名)
4月～6月 7月～9月 10月～12月 1月～3月

※以下、サブテーマ数に応じて適宜欄を追加してください。

3

本年度の目標：
・・・の構造設計について研究し、・・・を可能とする・・・の作製と性能評価を行う。

◇◇の研究
(学振　次郎)

1
●●の研究
(学振　太郎)

本年度の目標：
・・・に必要な・・・・のサンプルを作成し、・・・の効果を実証する。

本年度の目標：
・・・の実験を進め・・・が・・・となる条件を解明する。

2
△△の研究
(学振　花子)

(実施内容を記述)

(実施内容を記述)

(実施内容を記述)

(実施内容を記述)

(実施内容を記述)

(実施内容を記述)
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(2)研究計画の説明 

※上記研究計画表に基づき、本年度の具体的な研究計画をサブテーマ毎に説明して下さい。 

 

＜記載例＞ 

■サブテーマ 1：●●の研究(学振 太郎) 

・実施内容①：4月～8月 

 本年度の目標の達成に向けて、実施内容①では、・・・・・、・・・・・のシミュレーシ

ョンを行う。 

 

・実施内容②：7月～10 月 

 実施内容②では、・・・・・を用いて・・・・を行い、①のシミュレーション結果が実

現するか否かを検証し、・・・・・の設計指針を確立する。 

 

・実施内容③：10 月～翌年 3月 

 ①及び②の結果を踏まえて・・・・・のサンプルを作成し、・・・・・よる評価を行う

ことにより、・・・・の効果を実証する。 

 

■サブテーマ 2：△△の研究(学振 花子) 

・実施内容①：4月～翌年 3月 

  ・・・を用いた実験を進め、・・・と・・・の相関を明らかにすることにより、・・・

が安定的に成立するための条件を解明する。 

 

■サブテーマ 3：◇◇の研究(学振 次郎) 

・実施内容①：4月～9月 

 本年度の目標の達成に向けて、実施内容①では、・・・・・の構造設計について研究す

る。具体的には・・・・、・・・・・、及び・・・・の設計を実施する。 

 

・実施内容②：10 月～翌年 3月 

 実施内容②では、・・・・・を試作し、・・・・による性能評価を行い、・・・に○○％

以上の向上が見られるか、検証する。（具体的な数値目標を設定可能な場合には、明示す

ること。） 

 

(以下、同様) 
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２．研究開発・支援体制※表をダブルクリックして入力すること。 

番号 補助事業者名 担当(支援)するサブテーマ名 主な業務(支援)の内容
●●の研究 ◎×の設計、△◎の評価

△△の研究 □×の検討、○△の開発

◇◇の研究 □○の実施

☆☆の研究 ☆☆の開発

★★の研究 ★★の製作と運用

◆◆の研究 ◆◆の市場調査と標準化支援

1

○○大学

2

△△技術研究
組合

3

7

8

 

4

5

6

 

※欄が不足する場合には、欄を複製して作成すること。 
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３．研究経費詳細 ※表をダブルクリックして値を入力すること 

（金額単位：円） 

番号 補助事業者名 費目の別 経費A 経費B 経費C 合計
物品費 140,000,000 1,000,000
旅費 10,000,000 9,000,000
謝金・人件費等 30,000,000 20,000,000
その他 50,000,000 10,000,000
小計 230,000,000 40,000,000
物品費 90,000,000 2,500,000
旅費 6,000,000 1,500,000
謝金・人件費等 50,000,000 18,000,000
その他 20,000,000 4,000,000
小計 166,000,000 26,000,000
物品費
旅費
謝金・人件費等

その他
小計 0 0
物品費
旅費
謝金・人件費等

その他
小計 0 0
物品費
旅費
謝金・人件費等

その他
小計 0 0
物品費
旅費
謝金・人件費等

その他
小計 0 0
物品費
旅費
謝金・人件費等

その他
小計 0 0
物品費
旅費
謝金・人件費等

その他
小計 0 0
物品費 230,000,000 3,500,000
旅費 16,000,000 10,500,000
謝金・人件費等 80,000,000 38,000,000
その他 70,000,000 14,000,000

396,000,000 66,000,000

0

0

300,000,000

8,000,000 200,000,000

0

30,000,000

0

0

0

総額

7

8

5

4

小計

1 ○○大学

2 △△技術研究組合

38,000,000 500,000,000

6

3

※本年度の計画に必要となる金額を記載すること。（新たに交付請求する金額だけではなく、 

前年度未執行額も含めた所要経費の総額を記載すること。） 

※欄が不足する場合には、欄を複製して作成すること。 

  



様式 5 

5 

 

４．費目毎の内訳 ※表をダブルクリックして値を入力すること 

(「３．研究経費詳細」において記載した補助事業者毎に記載すること) 

番号 1 補助事業者： ○○大学 

研究開発事業経費(経費A)
合計(単位：円) 230,000,000

●物品費
（主な内訳） 金額(単位：円)

・研究開発設備・機器 30,000,000
・備品 60,000,000
・消耗品 20,000,000
・その他 30,000,000
小計 140,000,000

●旅費
（主な内訳） 金額(単位：円)

・国内旅費 2,000,000
・外国旅費 8,000,000
小計 10,000,000

●謝金・人件費等
（主な内訳） 金額(単位：円) 人数

・研究者人件費 15,000,000 2
・研究補助者人件費 6,000,000 1
・専門技術員人件費 6,000,000 1
・研究開発協力謝金 1,000,000 －
・労働者派遣経費 2,000,000 1
・その他 0 －
小計 30,000,000 －

●その他
（主な内訳） 金額(単位：円)

・研究棟・研究室、研究施設の維持、運営経費 30,000,000
・研究設備・機器の維持運営経費 10,000,000
・研究設備・機器の賃料・レンタル経費 0
・研究成果発表経費 5,000,000
・会議費 0
・研究開発に関する委託費※ 0
・その他 5,000,000
小計 50,000,000

委託先 委託金額(単位：円)
※委託先・委託内容(補助事業の一部を委託する場合の委託先機関を記載すること。委託先毎に、委託内容と委託金額を記載すること。)

委託内容
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研究開発支援システム改革経費(経費B)
合計(単位：円) 40,000,000

●物品費
（主な内訳） 金額(単位：円)

・研究支援業務備品 800,000
・研究支援業務消耗品 200,000
・その他 0
小計 1,000,000

●旅費
（主な内訳） 金額(単位：円)

・国内旅費 3,000,000
・外国旅費 6,000,000
小計 9,000,000

●謝金・人件費等
（主な内訳） 金額(単位：円) 人数

・研究開発支援者人件費 7,500,000 1
・事務補助者人件費 10,000,000 2
・研究開発支援協力謝金 0 －
・労働者派遣 2,500,000 1
・その他 0 －
小計 20,000,000 －

●その他
（主な内訳） 金額(単位：円)

・管理施設の維持、運営経費 2,000,000
・管理設備・機器の維持運営経費 0
・管理施設・機器の賃料・レンタル経費 2,000,000
・広報関連経費 6,000,000
・研究成果社会還元等経費（特許関連） 0
・研究開発支援業務に関する委託費※ 0
・その他 0
小計 10,000,000

委託先 委託金額(単位：円)

※委託先・委託内容(補助事業の一部を委託する場合の委託先機関を記載すること。委託先毎に、委託内容と委託金額を記載すること。)

委託内容
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番号 2 補助事業者： △△技術研究組合 

 

研究開発事業経費(経費A)
合計(単位：円) 166,000,000

●物品費
（主な内訳） 金額(単位：円)

・研究開発設備・機器 10,000,000
・備品 60,000,000
・消耗品 19,000,000
・その他 1,000,000
小計 90,000,000

●旅費
（主な内訳） 金額(単位：円)

・国内旅費 2,000,000
・外国旅費 4,000,000
小計 6,000,000

●謝金・人件費等
（主な内訳） 金額(単位：円) 人数

・研究者人件費 39,500,000 6
・研究補助者人件費 8,000,000 2
・専門技術員人件費 0
・研究開発協力謝金 500,000 －
・労働者派遣経費 2,000,000 1
・その他 0 －
小計 50,000,000 －

●その他
（主な内訳） 金額(単位：円)

・研究棟・研究室、研究施設の維持、運営経費 5,000,000
・研究設備・機器の維持運営経費 3,930,000
・研究設備・機器の賃料・レンタル経費 2,000,000
・研究成果発表経費 500,000
・会議費 300,000
・研究開発に関する委託費※ 7,270,000
・その他 1,000,000
小計 20,000,000

委託先 委託金額(単位：円)
○×研究所 7,270,000

※委託先・委託内容(補助事業の一部を委託する場合の委託先機関を記載すること。委託先毎に、委託内容と委託金額を記載すること。)

委託内容
△△の開発
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研究開発支援システム改革経費(経費B)
合計(単位：円) 26,000,000

●物品費
（主な内訳） 金額(単位：円)

・研究支援業務備品 1,000,000
・研究支援業務消耗品 1,000,000
・その他 500,000
小計 2,500,000

●旅費
（主な内訳） 金額(単位：円)

・国内旅費 1,000,000
・外国旅費 500,000
小計 1,500,000

●謝金・人件費等
（主な内訳） 金額(単位：円) 人数

・研究開発支援者人件費 13,000,000 2
・事務補助者人件費 4,000,000 3
・研究開発支援協力謝金 0 －
・労働者派遣 0
・その他 1,000,000 －
小計 18,000,000 －

●その他
（主な内訳） 金額(単位：円)

・管理施設の維持、運営経費 1,300,000
・管理設備・機器の維持運営経費 200,000
・管理施設・機器の賃料・レンタル経費 100,000
・広報関連経費 2,100,000
・研究成果社会還元等経費（特許関連） 100,000
・研究開発支援業務に関する委託費※ 0
・その他 200,000
小計 4,000,000

委託先 委託金額(単位：円)

※委託先・委託内容(補助事業の一部を委託する場合の委託先機関を記載すること。委託先毎に、委託内容と委託金額を記載すること。)

委託内容
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上半期交付請求予定

額(4月～9月分)

下半期交付請求予定

額(10月～3月分)

経費A 396,000,000 60,000,000 336,000,000 163,000,000 173,000,000

経費B 66,000,000 10,000,000 56,000,000 30,000,000 26,000,000

経費C 38,000,000 13,000,000 25,000,000 20,000,000 5,000,000

合計 500,000,000 83,000,000 417,000,000 213,000,000 204,000,000

経費区分 ①本年度執行予定額 ②前年度未執行額

本年度交付請求予定額

③(＝①－②）交付請求予定額合計

交付請求予定額内訳

５．本年度交付請求予定額  

※表をダブルクリックして値を入力すること 

 

※「①本年度執行予定額」欄には、「３．研究経費詳細」における経費区分毎の総額と同額を記載すること。 

※「②前年度未執行額」欄には、前年度終了時において未執行となる予定の額を経費区分毎に概算で記載すること。

なお、金額の算出に当たっては以下の考え方に基づくこと。（100 万円未満の端数は四捨五入して構わない。） 

  前年度未執行額＝前年度合計収入－前年度執行見込額(前年度中に発生が見込まれる費用） 

前年度合計収入＝前々年度未執行額+前年度受領額+前年度受取利息 

※「③本年度交付請求予定額」欄の金額(自動計算)を、本年度の上半期分と下半期分とに案分し、「上半期交付請求

予定額」欄と「下半期交付請求予定額」欄とに記載すること。 

なお、「③本年度交付請求予定額」欄の金額が、執行計画書(様式 6)「(1)総括表」における当該年度の経費区分

別小計額と異なる場合には、執行計画の変更手続き(交付条件 2-8)が必要となるので注意すること。 

  

（単位:円）
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６．前年度未執行額の主な発生理由と執行予定
※表をダブルクリックして値を入力すること。

(1)総括 (単位：円)

経費区分 前年度合計収入 前年度未執行額
未執行額
の割合

経費A 200,000,000 60,000,000
経費B 100,000,000 13,000,000

経費C 32,000,000 10,000,000

合計 332,000,000 83,000,000 25%

(2)補助事業者毎の状況
※1.「未執行の主な理由」欄は、「(1)総括」欄の太枠内の数値が20%以上の場合であって、

　　　かつ補助事業者単位で前年度未執行額が1,000万円以上の経費区分についてのみ記入すること。

　　研究開発支援プログラム)未執行額の執行予定」も作成し、提出すること。

補助事業者1：○○大学

経費区分 前年度合計収入 前年度未執行額

経費A 130,000,000 30,000,000

経費B 70,000,000 10,000,000

経費C 22,000,000 10,000,000

補助事業者2：△△技術研究組合

経費区分 前年度合計収入 前年度未執行額

経費A 70,000,000 30,000,000

経費B 30,000,000 3,000,000

経費C 10,000,000 0

※補助事業者が3機関以上存在する場合には、表を複製して記載すること。

未執行の主な理由

委託予定であった事業の一部を次
年度以降に延期したため。

※2.「未執行の主な理由」欄への記入を要した場合には、別紙「先端研究助成基金助成金(最先端

未執行の主な理由

発注した実験装置の納入が遅れた
ため。
開催予定であった市民向け公開講
座が延期となったため。
一般管理費が予定よりも節減され
たため。

前年度未執行額が1,000万

円未満の経費区分について

は、理由の記入は不要。
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