
区分
1 コアメンバー 国立大学 名古屋大学 国立大学 高知大学
2 国立大学 広島大学 研発法人（ＦＡ） 日本医療研究開発機構
3 国立大学 高知大学 研発法人（ＦＡ） 科学技術振興機構
4 研発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 研発法人（ＦＡ） 農業・食品産業技術総合研究機構
1 メンバー 国立大学 東京大学 国立大学 東京大学
2 研発法人 物質・材料研究機構 国立大学 広島大学
3 研発法人 理化学研究所 研発法人 物質・材料研究機構
4 研発法人 産業技術総合研究所 研発法人 防災科学技術研究所
5 研発法人（ＦＡ）新エネルギー・産業技術総合開発機構 研発法人 理化学研究所
6 研発法人 水産研究・教育機構
7 研発法人 産業技術総合研究所
8 研発法人（ＦＡ） 新エネルギー・産業技術総合開発機構
9 研発法人（ＦＡ） 日本学術振興会
1 オブザーバー 国立大学 帯広畜産大学 国立大学 岩手大学
2 国立大学 岩手大学 国立大学 東北大学
3 国立大学 東北大学 国立大学 秋田大学
4 国立大学 秋田大学 国立大学 山形大学
5 国立大学 山形大学 国立大学 福島大学
6 国立大学 福島大学 国立大学 東京医科歯科大学
7 国立大学 東京工業大学 国立大学 東京工業大学
8 国立大学 東京海洋大学 国立大学 東京海洋大学
9 国立大学 電気通信大学 国立大学 電気通信大学

10 国立大学 一橋大学 国立大学 一橋大学
11 国立大学 茨城大学 国立大学 茨城大学
12 国立大学 筑波大学 国立大学 筑波大学
13 国立大学 宇都宮大学 国立大学 宇都宮大学
14 国立大学 千葉大学 国立大学 横浜国立大学
15 国立大学 横浜国立大学 国立大学 長岡技術科学大学
16 国立大学 長岡技術科学大学 国立大学 山梨大学
17 国立大学 山梨大学 国立大学 信州大学
18 国立大学 信州大学 国立大学 富山大学
19 国立大学 富山大学 国立大学 浜松医科大学
20 国立大学 浜松医科大学 国立大学 名古屋大学
21 国立大学 愛知教育大学 国立大学 愛知教育大学
22 国立大学 滋賀大学 国立大学 滋賀大学
23 国立大学 京都大学 国立大学 京都大学
24 国立大学 大阪大学 国立大学 大阪大学
25 国立大学 奈良女子大学 国立大学 奈良女子大学
26 国立大学 奈良先端科学技術大学院大学 国立大学 奈良先端科学技術大学院大学
27 国立大学 岡山大学 国立大学 岡山大学
28 国立大学 山口大学 国立大学 山口大学
29 国立大学 徳島大学 国立大学 徳島大学
30 国立大学 香川大学 国立大学 九州大学
31 国立大学 九州大学 国立大学 佐賀大学
32 国立大学 九州工業大学 国立大学 熊本大学
33 国立大学 佐賀大学 国立大学 大分大学
34 国立大学 熊本大学 国立大学 琉球大学
35 国立大学 大分大学 共同利用機関 情報・システム研究機構
36 共同利用機関 情報・システム研究機構 研発法人 情報通信研究機構
37 研発法人（ＦＡ）日本医療研究開発機構 研発法人 量子科学技術研究開発機構
38 研発法人 情報通信研究機構 研発法人 宇宙航空研究開発機構
39 研発法人 防災科学技術研究所 研発法人 海洋研究開発機構
40 研発法人 量子科学技術研究開発機構 研発法人 日本原子力研究開発機構
41 研発法人（ＦＡ）科学技術振興機構 研発法人 国立がん研究センター
42 研発法人 宇宙航空研究開発機構 研発法人 国立循環器病研究センター
43 研発法人 海洋研究開発機構 研発法人 国立精神・神経医療研究センター
44 研発法人 日本原子力研究開発機構 研発法人 国立国際医療研究センター
45 研発法人 国立がん研究センター 研発法人 国立成育医療研究センター
46 研発法人 国立循環器病研究センター 研発法人 国立長寿医療研究センター
47 研発法人 国立精神・神経医療研究センター 研発法人 国際農林水産業研究センター
48 研発法人 国立国際医療研究センター 研発法人 森林研究・整備機構
49 研発法人 国立成育医療研究センター 研発法人 土木研究所
50 研発法人 国立長寿医療研究センター 研発法人 建築研究所
51 研発法人 国際農林水産業研究センター 研発法人 国立環境研究所
52 研発法人 森林研究・整備機構 研発法人 酒類総合研究所
53 研発法人 水産研究・教育機構 研発法人 国立科学博物館
54 研発法人 土木研究所 研発法人 自動車技術総合機構
55 研発法人 建築研究所 私立大学 立命館大学
56 研発法人 国立環境研究所 私立大学 近畿大学
57 研発法人 酒類総合研究所
58 研発法人 国立科学博物館
59 研発法人（ＦＡ）日本学術振興会
60 研発法人 自動車技術総合機構
61 私立大学 立命館大学
62 私立大学 近畿大学

財務会計・人事給与 業績管理・研究助成金管理
データ標準化・モデルシステム開発コンソーシアム構成メンバー一覧



区分 財務会計・人事給与 業績管理・研究助成金管理
1 オブザーバー 内閣官房 健康・医療戦略室
2 (関係府省庁等） 総務省 国際戦略局技術政策課
3 国税庁 課税部鑑定企画官
4 文部科学省 高等教育局国立大学法人支援課
5 文部科学省 研究振興局学術機関課
6 文部科学省 科学技術・学術政策局科学技術・学術戦略官（制度改革・調査担当）付
7 文部科学省 科学技術・学術政策局人材政策課
8 文部科学省 科学技術・学術政策局研究開発基盤課量子研究推進室
9 文部科学省 研究振興局振興企画課

10 文部科学省 研究振興局基礎研究振興課
11 文部科学省 研究振興局参事官（ナノテクノロジー・物質・材料担当）付
12 文部科学省 研究開発局地震・防災研究課防災科学技術推進室
13 文部科学省 研究開発局海洋地球課
14 文部科学省 研究開発局宇宙開発利用課
15 文部科学省 研究開発局原子力課
16 文化庁 企画調整課
17 厚生労働省 医政局医療経営支援課
18 農林水産省 農林水産技術会議事務局研究調整課
19 林野庁 森林整備部研究指導課
20 水産庁 増殖推進部研究指導課
21 経済産業省 産業技術環境局研究開発課産業技術総合研究所室
22 経済産業省 産業技術環境局研究開発課新ｴﾈﾙｷﾞｰ・産業技術総合開発機構室
23 国土交通省 大臣官房技術調査課
24 国土交通省 総合政策局技術政策課
25 国土交通省 自動車局技術政策課
26 環境省 大臣官房総合政策課環境研究技術室
27 一般社団法人 国立大学協会

事務局 内閣府 政策統括官（科学技術・イノベーション担当）付
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