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国立大学法人 北海道大学 

ロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点 

「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会 

ロバスト農林水産工学研究開発プラットフォーム 



公募の内容 

１．目的 

国立大学法人北海道大学では、農林水産業現場の問題解決や技術革新につながる研究プロジェクトを

企画・策定・実施し、これにより関連産業の学問領域の創生と、技術革新による農林水産業のロバスト化、

さらには農林水産業の魅力向上に寄与することを目的とし、平成 30年度から「持続可能社会の実現に向

けた世界トップレベル研究推進・社会実装」のうち「ロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点構想」

を実施しております。さらに、同年 6 月から「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会「ロバスト農林

水産工学研究開発プラットフォーム」を設立し活動をしております。 

本事業では、平成 30 年度、平成 31年度、令和元年度に採択された「ロバスト農林水産工学研究プログ

ラム」の成果から農林水産業の発展、高収益化、ロバスト化、新たなビジネス分野の創出に繋がる部局横

断型（外部機関との連携も含む）のコンソーシアム形成に基づいた実用化研究を対象とします。 

応募にあたっては、ロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点が果たすべき役割を踏まえ、解決すべ

き課題、実用化される成果の性能スペック及び実用化時期の目標を明確にするとともに、社会実装を明

確に意識した研究計画の策定をお願いします。 

 

２．公募概要 

本事業の目的を踏まえ、部局間連携を中心に産学官の関係機関によるコンソーシアム形成や企業との

連携で共同研究に展開し、農林水産業現場の問題解決や技術革新、農林水産業の高収益化、ロバスト化に

つながる研究開発を推進します。 

○ 期間：令和 3 年 4 月下旬以降（予定）～令和 4 年 3 月末日 

○ 経費：年間 上限 200万円まで（1課題あたり) 

○ 採択予定件数：7 件程度（令和 3 年度の予算により変動、採択件数の状況で 2 次募集の可能性あり） 

 

３．応募資格者 

 北海道大学の研究者でかつ「４．応募条件」を満たす方が、研究代表者として応募可能です。 

○ 研究代表者となれる対象機関 

・国立大学法人 北海道大学＊1 

＊1：応募が可能な研究者は、「教授、准教授、講師、助教（特任は可）」のみとなります。 

○ 研究経費の配分可能な分担者となれる対象機関＊1 

  ・国立大学法人 北海道大学 

・国立大学法人 帯広畜産大学 

  ・国立大学法人 北見工業大学 

  ・国立大学法人 室蘭工業大学 

   ・学校法人 酪農学園 酪農学園大学 

  ・国立研究開発法人 産業技術総合研究所 

  ・国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 

  ・地方独立行政法人 北海道立総合研究機構 

 ＊1：対象機関以外の大学、研究機関、民間会社等は、研究経費を配分する分担者にはなれません。 



４．応募条件 

 応募に当たっては、下記の１～４つのいずれかに該当する研究課題（一つでも該当すれば応募可能）で

あって、Ａ、Ｂ、Ｃの 3 条件を全て満たす方のみ応募が可能です。 

【１～４の研究課題】 

１．平成 30年度から令和 2 年度「ロバスト農林水産工学研究プログラム」に採択された研究者（研究

代表者、研究経費の配分を受けた分担当者）でかつ、その成果から展開した研究課題であること。 

２．過去 3 年間に「イノベーション創出強化推進事業」、「戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）」、

「環境研究総合推進費」、「研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）産学協同（育成型、本格型）」

に研究代表者としての応募の実績があり、その提案課題に関連した研究課題であること。 

３．「知」の集積と活用の場 産学官連携協議会 ポスターセッションにロバスト農林水産工学研究開

発プラットフォーム又は、アグリビジネス創出フェアに北海道大学ロバスト農林水産工学国際連携

研究教育拠点からの展示として出展した実績ある研究者又は、ロバスト研究会（分科会活動含む）の

講演者として参加した実績がある研究者で、それに関連した研究課題であること。 

４．企業や外部の大学、研究機関等とのマッチング・交渉について、ロバスト拠点が仲介して対応した

実績がある研究者又は、ロバスト拠点に研究相談を受けた実績がある研究者であり、そのマッチン

グ・交渉内容、研究相談内容に関連した研究課題であること。 

  

【Ａ～Ｃの条件】 

Ａ.他部局の研究者又は、（３．応募資格者に記載がある）外部機関が、コンソーシアム形成型ロバスト

農林水産工学研究プログラムの分担者として、最低１名が参画した提案課題であること。 

 Ｂ.コンソーシアム形成型 ロバスト農林水産工学研究プログラムに採択された研究者ら（提案代表者、

分担者）は、採択された提案課題の研究成果から展開する研究内容で、「令和４年度イノベーション

創出強化研究推進事業（新規課題）」、「令和３年度戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）」、「研

究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）産学協同（育成型、本格型）」、「環境研究総合推進費」の

いずれか、もしくはそれに準ずる競争的研究資金（JST、NARO、NEDO等）に、研究者全員が参画する

形で応募すること。又は、北海道大学の研究代表者もしくは分担者が、民間企業と 500 万円以上の研

究資金での共同研究を獲得することを必須とします。＊1 

 Ｃ.「令和４年度イノベーション創出強化研究推進事業（新規課題）」、「戦略的基盤技術高度化支援事業

（サポイン）」の応募を想定した提案課題については、必ず NPO 法人グリーンテクノバンク＊2 の支

援を受けていただきます。それ以外の競争的資金については、ロバスト拠点が仲介し公募応募に向け

た準備を進めていただきます。 

  

＊1：未応募かつ未獲得の場合、研究経費全額の返還を求めます。 

＊2：NPO 法人グリーンテクノバンクは農林水産省の競争的研究資金「イノベーション創出強化研究推

進事業」の北海道における相談窓口です。 

＊各競争的資金の詳細については、下記のＵＲＬを参照してください。 

・イノベーション創出強化研究推進事業：（応募開始時期：例年１月上旬～） 

http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/innovation/H30/koubo/R03.html 

http://www.naro.affrc.go.jp/laboratory/brain/innovation/H30/koubo/R03.html


・戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）：（応募開始時期：例年１月下旬～） 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2020/200131mono.html 

・研究成果最適展開支援プログラム（新 A-STEP）産学協同（応募開始時期：３月～（昨年度実績）） 

https://www.jst.go.jp/a-step/ 

・環境研究総合推進費（応募開始時期：例年９月下旬～） 

https://www.erca.go.jp/suishinhi/ 

 

５．審査の対象外となる課題、不合理な重複に対する措置、応募が制限される研究者 

 下記に該当する提案課題、研究者代表者は、審査対象から除外または、採択の取り消しを行います。 

・農林水産業・食品産業の発展、ロバスト化に寄与しない提案課題 

 ・すでに「イノベーション創出強化研究推進事業」、「戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン）」、「環

境研究総合推進費」、「研究成果最適展開支援プログラム（A-STEP）産学協同（育成型、本格型）」に

採択されている研究代表者 

 ・一人の研究者が、研究代表者として複数の課題について応募する場合 

 ・平成 30年度から令和 2 年度「ロバスト農林水産工学研究プログラム」に採択された同一提案課題の

研究代表者と分担者が、それぞれ別々に研究代表者として応募する場合 

 ・その他これに準ずる場合 

 ＊応募中又は採択後に判明した場合は、採択の決定の取消しを行います。 

 

６．選考について 

 ○ 課題審査＜書類審査＞ 

  課題の採択に当たっては、北海道大学、産業技術総合研究所、農業・食品産業技術総合研究機構、北

海道立総合研究機構等から選出された有識者等による審査委員で構成される審査評価会において、応

募書類に基づいた総合的審査により課題の選考を経た上で、北海道大学が採択課題を決定します。 

 ○ 審査方法 

審査評価会における審査は、外部からの影響を排除し、応募された課題に含まれるノウハウ等の情報

管理を行う観点から非公開で行います。 

具体的には、応募された課題ごとに、様式不備の有無、対象とする研究分野及び事業の要件との合致

性を確認するとともに、以下に定める審査基準に基づいて、審査評価会による書類審査を実施します。 

○ 審査基準 

1）様式 1 研究様式の 2-1、2-2、2-3、2-4、2-5 

2-1（目標の明確性・達成可能性） 

・目標達成に向けた課題設定が適切で、明確にされていること。 

・研究終了時までに目標の達成が可能であること。 

2-2（新規性、先導性、優位性） 

・現行の技術水準や関連分野の研究開発状況を踏まえて、研究内容に科学的意義に対する新規性・独

創性があること。技術水準が高く類似する研究成果が他方にも存在する場合、先導性・優位性を持

つ研究であること。 

https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/sapoin/2020/200131mono.html
https://www.jst.go.jp/a-step/
https://www.erca.go.jp/suishinhi/


2-3（実用化・事業化への発展可能性） 

・研究成果により想定される実用化・事業化の道筋やビジネスモデルが具体的かつ明確であり、実用

化・事業化に繋がる可能性が高いこと。 

2-4（研究計画の妥当性） 

・研究計画及び目標等は具体的で実現可能であること。 

・各研究項目の研究実施期間が適切であり、項目間のつながりが明確であること。 

2-5（農林水産業・食品産業への貢献） 

・研究目標が達成された場合に農林水産業・食品産業のロバスト化に寄与すること。 

・農林水産業・食品産業における技術上の諸課題の解決や革新的技術の開発につながる技術シーズ

を開発する研究であり、社会や経済に貢献できること。 

2）研究実施体制 

 ・参画機関数や連携が適切であり、参画機関の能力に応じた役割分担が適切に行われていること。 

・研究代表者や参画研究者のこれまでの業績等から見た、研究遂行能力が適切であること。 

3）行政的な必要性 

 ・「科学技術基本計画」や「統合イノベーション戦略」、「農林水産研究基本計画」等、国の科学技術

政策との整合性があること。 

4）見積り内容（所要経費）の合理性について 

5）総合評価（ロバスト事業を推進するため、総合的に見て研究を促進すべきか否かの判断） 

[評価基準] 

それぞれについて、1～10の 10 段階で評価する。ただし、5)についてのみ 20 段階で評価する。 

評価点の目安： 

10 点（20 点）＊：審査基準の要求を十分に満たしている。 

5 点（10 点）＊：審査基準の要求を概ね満たしている。 

1 点：審査基準の要求を満たしていない。 

    ＊括弧書きの点数は、20段階の場合の目安 

 

７．応募方法 

 応募書類（様式 3 研究計画書（docx）、ポンチ絵（ppt））に必要事項を記入した上で、電子ファイルを

（１１．）の提出先までＥ－ｍａｉｌにより提出してください。メールの件名は「令和 3 年度コンソーシ

アム形成型ロバスト公募応募」としてください。 

 

８．採択 

 ロバスト拠点から、研究代表者に対して審査結果（採択の可否）の通知書を送付します。なお、審査の

途中経過等に関する問合せは受け付けません。また、採択に当たっては、研究に要する経費、実施体制等

に関し、条件を付すことがあります。 

 

９．スケジュール 

 ○ 提案書類受付期間 



令和 3 年 2月 5 日(金曜日)～令和 3年 3 月 15 日(月曜日) 17時 00 分 

○ 採択課題決定 

   令和 3年 4 月中旬(予定) 

○ 事業開始 

   令和 3年 4 月下旬(予定) 

 

１０．その他 

○ 公募締切り日時を経過して提出された応募書類は無効とします。 

○ 応募書類に不備がある場合は審査対象外となる場合があります。 

○ 応募書類の様式は変更してはいけません（行の追加は可）。また必要がある場合は、適宜参考資料を

添付することができます。 

○ 申請できる研究所要経費は、研究開発等の遂行に直接必要な経費、研究開発成果の取りまとめに必

要な直接経費のみです。間接経費はありません。 

○ 本公募は、国立大学法人 北海道大学が実施している令和 3 年度「持続可能社会の実現に向けた世

界トップレベル研究推進・社会実装」のうち「ロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点構想」

から研究経費を支出するため、外部機関（国立大学法人 帯広畜産大学、国立大学法人 北見工業大

学、国立大学法人 室蘭工業大学、学校法人 酪農学園 酪農学園大学、国立研究開発法人 産業技術

総合研究所、国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構、地方独立行政法人 北海道立総

合研究機構）が分担者となる場合は、国立大学法人 北海道大学と該当機関との間で研究委託契約を

締結し、その契約の範囲内において該当機関が研究経費を執行することになります。また、事業終

了後、締結した研究委託契約に基づき実績報告書等（報告書・収支簿・証拠書類などを含む）を遅

滞なく国立大学法人北海道大学へ提出するものとします。 

○ 本公募研究において、研究活動における不正行為（捏造、改ざん、盗用）が認められた場合、もし

くは、委託費の不正な使用等が認められた場合には、事案に応じて、研究委託契約の解除・変更を

行い、研究活動の不正行為の悪質性等に考慮しつつ、委託費の全部又は一部の返還を求めます。 

〇 本公募に採択された研究課題に関して成果報告会（公開）を実施します。 

〇 論文、メディア（新聞、テレビ等）等において、本提案課題に係る活動又は成果が公表される場合

には、事前にその概要をロバスト拠点に報告してください。公表することとなった成果については、

知的財産に注意しつつ、国内外の学会、マスコミ等に広く公表し、成果の公開・普及に努めてくだ

さい。 

〇 公表に当たっては、本提案課題に係る活動又は成果であることを明記してください。 

 

１１．ご提出・お問合せ先 

国立大学法人 北海道大学 ロバスト農林水産工学国際連携研究教育拠点 

電話番号：011-706-6741（内線：6741） 

メールアドレス：robust@eng.hokudai.ac.jp 


