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国立研究開発法人科学技術振興機構（以下「機構」という。）日本科学未来館（以下、「未
来館」という。）は、大学・研究機関等による研究プロジェクトの活動拠点として利用いた
だける「研究エリア」を併設しています。 

このたび、未来館では、研究エリア（３室）に入居する研究プロジェクトを募集します。 

 
１． 研究エリアの概要 
 
（１）事業趣旨・目的 

・先端の科学技術研究を一層推進し、成果を創出するための場を提供します。 
・科学コミュニケーションの活性化に向け、研究者自らが研究内容・成果を市民に紹介
し対話する機会、および研究活動への市民参画を促す機会を提供します。 

 
（２）所在地 

東京都江東区青海２丁目３番６号 日本科学未来館内 
 
（３）開設 

２００１年７月 
 
（４）構造 

鉄骨造、一部鉄筋コンクリート造、８階建 
 
（５）室数 

１２室 （３・４・５階部分、 ２０２０年４月時点） 
 
（６）施設概要 

・オフィス仕様、什器類（机・椅子等）なし、空調あり 

・鍵：電子錠（カードキーは未来館が発行） 

・電源・水道・給排水・ガス：あり（配線・配管等の工事は利用者にて実施） 

・電話・ネットワーク環境：なし（利用者にて整備） 

・床：耐荷重５００ｋｇ／㎡、フリーアクセス 

・実験用排水槽：なし（実験排水処理は利用者にて手配） 

・ドラフトチャンバー用の排気システム：なし（利用者にて設置） 

・安全レベル：Ｐ２レベルまで改修可 

・強磁気の使用：不可 

・放射線・下限数量以下の放射性同位元素、毒劇物の使用：条件付きで可能（※） 
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・重金属の使用：条件付きで可能（※） 

 ※使用にあたっては、必要な施設改修、所属機関における管理者の設定、関係機関へ
の各種届出、管理体制を含む研究計画の提出、調達・保管・使用・廃棄状況に関する
定期的な報告が必須条件となります。また、放射性同位元素については、研究エリア
内での総量が下限数量以下となるよう調整します。 

 
（７）施設の特徴 

①研究室や展示場等を、対話活動やトークイベント等の科学コミュニケーションの場や、
実証実験等による研究開発のフィールドとして活用いただけます。 

（それにより、研究過程や成果に対する一般の理解、研究開発への一般からのフィード
バック等を得ることができます。） 

②来館者向け、またはオンラインの科学コミュニケーション活動の企画・実施について、
未来館の科学コミュニケーターが支援します。 

③未来館の情報発信媒体を通じ、科学コミュニケーション活動等の成果をアピールでき
ます。 

④多様な分野の研究プロジェクトが活動しており、異なる分野の研究者との交流が可能
です。 

⑤国際研究交流大学村（東京国際交流館、産業技術総合研究所臨海副都心センター、日
本科学未来館で構成）の中央に位置しています。 

⑥低廉な費用で利用いただけます。 ※詳しくは「２．(４) 費用」の項を参照してくだ
さい。 

 
（８）入居中の研究プロジェクト 

入居プロジェクトの概要や活動は、研究エリアのホームページで紹介しています。 

https://www.miraikan.jst.go.jp/research/facilities/ 
 
（９）新型コロナウイルス感染拡大防止の取り組み 

研究エリアへの入居にあたっては、それぞれの所属機関の方針および未来館のガイドラ
インに従い、感染拡大防止対策を講じていただきます。 

（感染拡大防止への取り組み） 
https://www.miraikan.jst.go.jp/aboutus/response-to-covid-19/ 
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２． 募集要項 
 
（１）対象施設 

３室 

 

 
 

【付帯施設】 

以下の付帯施設を利用いただけます。（利用期間・内容等は別途相談となります。） 

・セミナースペース（６階・面積 約９０㎡・天井高 ２．５ｍ） 
： 少／中人数の研究講習、会議、打ち合わせ等に利用いただけます。 

・研究開発・実験スペース（１階・面積 約２８５㎡・天井高 ８ｍ） 
： 広い空間を必要とする実験や開発、デモンストレーション等のフィールド、ワー
クショップ等の会場に利用いただけます。 

 
（２）募集期間 

２０２０年１０月２６日（月）１０：００～１１月２７日（金）１２：００（正午） 

 

室番号 面積 天井高 備考 

４―Ａ ５７㎡ ３ｍ 
室内は分割された構造です。別紙１の図面を参
照してください。 

４－Ｂ ９１㎡ ３ｍ 
廊下側にガラス面があります。以下の施設外観
(例)を参照してください。 

３－Ａ １１４㎡ ３ｍ  
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（３）入居時期 

２０２１年４月以降（入居開始日は未来館との協議により決定します。） 

 
（４）費用 

研究室および付帯施設は無償で利用いただけますが、以下の費用については負担いただ
きます。（研究室については使用貸借契約を締結します。） 

①研究環境の整備に伴い必要となる移設費用および施設改修費 

②研究に必要な機器、備品、什器等の購入および搬入出の費用 

③光熱水費（電気・水道・ガス・給湯・空調）： 実費相当額を未来館から請求します。 

④電話・インターネット通信費（敷設費用等を含む） 

⑤廃液処理、産廃等の費用 

⑥未来館における科学コミュニケーション活動にかかる費用 

⑦退去時の原状回復（※）および撤収に要する費用 

※使用貸借契約による施設貸出のため、原状回復には利用者が設置したすべての設備・
造作・間仕切・建具・実験機器・備品等の撤去のほかに、自然消耗および経年劣化によ
る損耗の修繕（床タイルの全数張替、壁・天井・鉄扉部の全面塗装等）が含まれます。 

 
（５）対象プロジェクト 

以下をすべて満たす研究プロジェクトが対象となります。 

①競争的資金制度または大学・公的研究機関により承認されたプロジェクト 

②希望する入居期間において研究資金が安定的に確保されており、研究室の運営資金や
光熱水費、退去時の原状回復経費の支出が可能なプロジェクト（研究資金の確保を証す
る書類等の提出を求める場合があります。） 

③申請者が日本国内に居住する研究者であるプロジェクト 

④科学コミュニケーション活動を行う目的と意欲があるプロジェクト 

 
（６）入居条件 

入居にあたっては、以下の条件をすべて満たすことが必要です。 

② 研究室内において、研究活動を実施すること。 

②未来館の科学コミュニケーターと協働した科学コミュニケーション活動（研究室ツア
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ー、トークイベント、実証実験イベント等。オンラインでの活動を含む）を、年６回程
度、定常的に実施すること。 

※科学コミュニケーション活動の形態や実施内容・時期・規模等については、採択後か
ら相談に応じます。具体的な活動例は、未来館研究エリアのホームページを参照してく
ださい。 

https://www.miraikan.jst.go.jp/research/facilities/ 

※科学コミュニケーション活動については、未来館との協議により、活動計画を作成し
ていただきます。 

③未来館内の活動にあたっては、安全確保や倫理面に関し、各省庁が定める法令・省令・
倫理指針等を遵守すること。 

※個人情報を取り扱う研究活動については、所属機関の倫理委員会等の承認を得る等、
生命倫理・安全対策に関する法令等に基づく所定の手続きを行うこと。 

④研究室の見学（来館者、オンライン視聴者）を想定し、室内を整備すること。 

⑤科学コミュニケーション活動の年間実績について、未来館に対して書面および発表に
よる報告を行うこと。 

⑥取材、視察の対応に協力すること。 

⑦未来館ホームページや館内のプロジェクト紹介パネル等への情報提供を行うこと。 

 
（７）入居期間 

①施設に入居できる期間は最長６年間です。（入居期間が 6 年間に満たない研究プロジ
ェクトは、契約期間の最終年度に行う公募へ改めて応募することが可能です。） 

②入居期間の満了をもって契約終了となり、更新はありません。 

③競争的資金制度による研究プロジェクトの入居期間は、その資金の獲得期間内に限り
ます。 

④研究室の環境整備、原状回復および退去は、契約期間内に行っていただきます。 

 
（８）スケジュール 

応募から入居開始までのスケジュールは以下の通りです。 

①応募書類の受付開始  ２０２０年１０月２６日（月）１０：００ 

②応募書類の受付締切  ２０２０年１１月２７日（金）１２：００（正午） 
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③ヒアリング審査実施の有無 ２０２０年１２月１０日（木）まで（予定） 
の連絡 

④発表資料の提出  ２０２０年１２月１８日（金）まで（予定） 

⑤ヒアリング審査（※） ２０２０年１２月２３日（水）（予定） 

⑥審査結果の通知   ２０２１年１月中 

⑦活動計画等に関する協議、 ２０２１年１月～３月 
契約締結  

⑧研究環境整備、入居開始 ２０２１年４月以降 

※ヒアリング審査の会場は未来館内の予定です。状況に応じてリモート形式での実施に
ついても検討します。 

 
（９）案内・見学 

研究エリアの詳しい案内や施設の見学希望、応募書類の作成にあたりご不明な点等があ
りましたら、以下の問い合わせフォームへ件名「研究エリア入居プロジェクト募集につ
いて」として、所属、氏名、電話番号、メールアドレス、相談内容等をお送りください。 

・対応期間：１０月２６日（月）～１１月２０日（金）１７：００ 
・問い合わせフォーム 
https://www.miraikan.jst.go.jp/contact/research-facilities.html 

 
（１０）応募方法 

以下のウェブページから応募書類（Word 形式）をダウンロードし、必要事項を入力の
上、電子データと紙媒体にて提出してください。 

https://www.miraikan.jst.go.jp/research/facilities/koubo/ 

【提出の手順】 

①押印前の応募書類（Word 形式）を以下の「応募書類提出フォーム」にアップロード
してください。Word ファイルが５Ｍｂ以上の場合は、「２．（１４）お問い合わせ先」
までお知らせください。 

日本科学未来館「研究エリア」入居プロジェクト募集 応募書類提出フォーム 
   https://www.miraikan.jst.go.jp/events/form/researcharea2020.html 

②所属機関長による押印済の応募書類（紙媒体）１部を以下の宛先へ郵送してください。
（募集期間内必着とします。） 
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〒１３５－００６４ 東京都江東区青海２－３－６ 
日本科学未来館 事業部 研究エリア担当 鶴ヶ崎

つ る がさ き

、 三ツ橋
み つ は し

宛 

③電子データおよび紙媒体の応募書類を受領後３営業日内に、未来館から受領確認メー
ルを送ります。この受領確認メールをもって応募完了とします。受領確認メールが届か
ない場合は、「２．（１４）お問い合わせ先」までお知らせください。 

 
（１１）留意事項 

①応募内容が「１．（１）事業趣旨・目的」および 「２．(５)対象プロジェクト」の要
件に合致していない場合、応募書類の項目記載が満たされていない場合、虚偽の内容が
記載されている場合等には、審査の対象外とします。（これらが採択後に判明した場合、
採択の取り消しや退去を含む必要な措置を講じます。） 

②応募書類の作成やヒアリング審査に係る経費は、応募者に負担いただきます。 

③応募書類は「独立行政方針等の保有する個人情報の保護に関する法律」その他の観点
から、他の目的に使用することはありません。応募内容に関する秘密は厳守します。 

④提出された応募書類は返却いたしません。 

 
（１２）審査方法 

応募書類およびヒアリングの内容に基づき、機構の役職員から構成される日本科学未来
館研究施設運営委員会にて審査を行います。同委員会では、２．（１３）の審査項目を
中心に総合的な評価を行い、採否を決定します。審査結果は、E メールと文書により通
知します。 

※応募内容や応募数によっては、ヒアリング審査の対象を絞り込む場合があります。 
ヒアリング審査の対象となるかどうかは、応募者全員へお知らせします。（ヒアリング
審査の参加者には、参加方法の詳細をあわせてお知らせします。） 

 
（１３）審査項目・観点 

①研究概要 
未来館において実施する研究の社会的・科学的意義、研究エリアの事業趣旨への適合性 

②研究資金および施設使用の計画 
研究資金、入居期間、使用面積、運営体制、安全管理体制の妥当性・合理性 

③ 科学コミュニケーション活動 
未来館における科学コミュニケーション活動の目的、内容、波及効果、およびそれらの
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適切性・実現性・発展性等 

（１４）お問い合わせ先 
日本科学未来館 事業部 研究エリア担当 （担当： 鶴ヶ崎

つ る がさ き

、 三ツ橋
み つ は し

） 

（問い合わせフォーム） 
https://www.miraikan.jst.go.jp/contact/research-facilities.html 

 

以上 



別紙１ 対象施設（平面図）
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