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「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」事業委員会決定 
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改正：平成２９年１月２７日 

改正：令和 ２ 年６月１６日 

改正：令和 ３ 年３月１７日 

 

「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」（以下「本事業」という。）の研究評価（以下「評

価」という。）は、この要項に従って行うこととする。 

なお、この要項において、「事業委員会」とは「課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業」

事業委員会のことをいう。また、「部会」とは、領域開拓部会、実社会対応部会又はグローバル展開部会の

ことをいう。「研究テーマ」とは、事業委員会で決定した課題に関する研究テーマ設定型又は研究テーマ公

募型の研究テーマのことをいう。 

 

第１ 共通事項 

Ⅰ．評価の目的 

各研究テーマの研究目的の達成度等を把握するとともに、当該研究のさらなる発展に資することを目的

とする。また、研究期間の延長を希望する各研究テーマの研究計画等を把握し、適切な助言を行うととも

に、本事業の趣旨を踏まえ一層の進展が期待できる研究テーマについて研究期間の延長を決定することに

より、人文学・社会科学の振興に資することを目的とする。 

 

Ⅱ．評価の時期 

研究期間の最終年度に評価を行う。また、延長が認められた研究テーマについては、延長期間の最終年

度に再度、評価を行う。ただし、令和元年度に採択及び延長が認められたグローバル展開プログラムの研

究テーマ並びに令和２年度に採択及び延長が認められた領域開拓プログラムの研究テーマについては、研

究期間終了後に評価を行う。 

 

Ⅲ．評価の実施 

１．実施体制及び実施方法 

（１）評価は、事業委員会及び部会が行うものとする。 

（２）事業委員会は、研究テーマ設定型のヒアリング評価を実施し、評価結果をまとめ、研究テーマの

評点及び部会に対する研究期間の延長に係るコメントを決定する。 

（３）部会は、研究テーマ公募型研究テーマについては研究テーマごとに部会委員のうち数名から成る

担当委員により書面評価を実施する。その後、部会全体で行う合議により、研究テーマの評点を決

定する。その後、部会は新規の研究テーマ公募型研究テーマの採択に代えて研究テーマ設定型及び

研究テーマ公募型研究テーマを延長すべきか審議し、その可否を決定する。 

 

２．実施手順 

（１）ヒアリング評価 

事業委員会委員は研究テーマ設定型研究テーマについて、申請時に提出された研究計画書及び各

研究代表者より提出される評価用研究成果報告書（別紙１）により、評価要項「第２ 評価にあた

っての着目点」に掲げるプログラム毎の「１．研究成果」に定める要素毎に、「Ⅲ.３.（１）」によ

り評点を付した上で、研究テーマの総合評点を付す。 

研究期間の延長を希望する研究テーマについては、上記に加えて研究期間延長申請書（別紙２）
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により、評価要項「第２ 評価にあたっての着目点」に掲げるプログラム毎の「２．延長の可否」

に定める要素毎に、「Ⅲ.３.（２）」により評点を付した上で、研究テーマの総合評点を付す。 

なお、研究テーマ設定型研究テーマのヒアリング評価の実施にあたっては、別に定める「ヒアリ

ング評価実施要項」により行う。 

また、事業委員会委員のうち１名が担当委員として評価結果（評価にあたっての意見）のとりま

とめを行う。 

 

（２）個別書面評価 

担当委員は研究テーマ公募型研究テーマについて、申請時に提出された研究提案書及び各研究代

表者より提出される評価用研究成果報告書（別紙１）により、評価要項「第２ 評価にあたっての

着目点」に掲げるプログラム毎の「１．研究成果」に定める要素毎に、「Ⅲ.３.（１）」により評点

を付した上で、担当研究テーマの総合評点を付す。 

研究期間の延長を希望する研究テーマについては上記に加えて、研究期間延長申請書（別紙２）

により、評価要項「第２ 評価にあたっての着目点」に掲げるプログラム毎の「２．延長の可否」

に定める要素毎に、「Ⅲ.３.（２）」により評点を付した上で、担当研究テーマの総合評点を付す。 

なお、担当委員のうち１名が主担当委員として評価結果（評価にあたっての意見）のとりまとめ

を行う。 

 

（３）合議評価 

部会は、書面評価を行った研究テーマについて、評価要項「第２ 評価にあたっての着目点」に

掲げるプログラム毎の「１．研究成果」の各要素に着目し、「Ⅲ.３.（１）」により合議を行い、総

合評点を付す。 

研究期間の延長を希望する研究テーマについては、上記に加え評価要項「第２ 評価にあたって

の着目点」に掲げるプログラム毎の「２．延長の可否」の各要素に着目し、「Ⅲ．３.（２）」によ

る評価を行う。部会は、「Ⅲ．３（１）」の総合評点における成果の状況を踏まえた上で、新規研究

テーマを含めた合議を行い、研究期間を延長する研究テーマを決定する。 

なお、研究期間を延長する研究テーマの候補について、研究計画の変更又は研究費の減額の必要

性を検討する場合は、その具体的内容について慎重に判断する。 

 

 

 

３．評価基準 

（１）研究成果 

（要素毎の評点） 

評 点   評 価 基 準 

Ｓ 非常に良い 

Ａ 良い 

Ｂ やや不十分な点がある 

Ｃ 不十分 

 

（総合評点） 

評 点 評 価 基 準 

Ｓ 研究目的に照らして、期待以上の成果があった 

Ａ 研究目的に照らして、期待どおりの成果があった 

Ｂ 研究目的に照らして、期待どおりではないが一定の成果があった 

Ｃ 研究目的に照らして、十分な成果があったとは言い難い 

 

（２）延長の可否 

（要素毎の評点） 
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評 点   評 価 基 準 

Ｓ 非常に良い 

Ａ 良い 

Ｂ やや不十分な点がある 

Ｃ 不十分 

 

（総合評点） 

評 点   評 価 基 準 

Ｓ 是非延長すべきである 

Ａ 延長すべきである 

Ｂ やや不十分な点があるものの、延長しても良い 

Ｃ 延長すべきではない 

 

（３）延長期間 

延長期間は３年以内とし、延長は１回のみ認める。 

 

Ⅴ．その他 

１．開示・公開等 

（１）評価に係る審議は非公開とする。 

（２）「Ⅲ.３.（１）」の総合評点及びその所見と研究期間の延長の可否及びその所見（研究期間の延長

を希望した研究テーマのみ）は、各評価者の個別評価結果が特定されないように配慮した上で、責

任機関に開示する。 

（３）研究期間の延長が認められた研究テーマについては「Ⅲ.３.（１）」の総合評点と評価の所見及

び「Ⅲ.３.（２）」にかかる評価の所見を進捗評価結果として独立行政法人日本学術振興会ホーム

ページ等により公表する。 

（４）研究が終了する研究テーマについては「Ⅲ.３.（１）」の総合評点と評価の所見を最終評価結果

として独立行政法人日本学術振興会ホームページ等により公表する。 

 

２．利害関係者の排除 

（１）委員は、評価対象研究テーマに参画している場合は、当該研究テーマについての審議及び決定並

びに当該研究テーマに関する個別の議論に加わることができない。 

（２）委員は、以下のいずれかに該当する場合は、速やかに申し出るとともに、当該研究テーマについ

ての審議及び決定並びに当該研究テーマに関する個別の議論に加わることができない。 

① 親族関係もしくはそれと同等の親密な個人的関係 
② 緊密な共同研究を行う関係 
③ 同一研究単位での所属関係（同一講座の研究者等） 
④ 密接な師弟関係もしくは直接的な雇用関係 
⑤ その他、委員が中立・公正に審査を行うことが困難であると判断される関係 

 
（３）ただし、「研究テーマ設定型研究テーマ」においては、自らが研究テーマの提案委員である場合

は、当該研究テーマの提案者として個別の議論に加わることができるが、審議及び決定には加わる

ことはできない。 

 

３．秘密保持 

（１）委員として評価の過程で知り得た個人情報及び評価内容に係る情報については、外部に漏らして

はならない。 

（２）委員として取得した情報（各種資料を含む。）は、他の情報と区別し、善良な管理者の注意義務

をもって管理に当たるものとする。 
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４．その他 

  この要項に定めるもののほか、評価の実施に関し必要な事項は別に定める。 
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日本学術振興会ホームページ等により公表 

Ⅵ．評価手順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      研究期間延長研究テーマの決定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価資料の作成 

評価用研究成果報告書を作成、提出する。 

（研究期間の延長を希望する研究代表者は研究期間延長申請書も作成・提出） 

研究代表者等 

研究テーマ設定型研究テーマ 研究テーマ公募型研究テーマ 

ヒアリング評価 

委員会全体でヒアリングを行う。 

・研究テーマの評価結果の決定 

・研究テーマ設定型研究テーマにつ

いては研究期間の延長に係るコメ

ントを決定 

 

個別書面評価 

研究テーマについて個別に書面評価 

事業委員会 部会 

合議評価 

研究テーマの評価結果の決定 

部会 
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第２ 評価にあたっての着目点 

Ⅰ．実社会対応プログラム 

１．研究成果 

（１）研究の進展状況 

・本事業の趣旨及び当初の研究目的に沿って、着実に研究が進展しているか。 

・学術的に高い水準が確保されているか。 

・採択時に付された意見が適切に反映されているか。 

 

（２）研究成果及びその発信・普及 

・当初の研究目的に照らして、期待された成果をあげているか。（あげつつあるか。） 

・研究内容・研究成果の積極的な公表、普及に努めているか。 

・政策や社会の要請に応える課題解決のための具体的な提案ができているか。 

 

（３）研究実施体制 

・研究プロジェクトチームは、研究者相互の有機的連携が保たれ、研究が効率的に進められる体制にな

っているか。 

・研究成果と実務を橋渡しできる適切な者の参加により、本事業の趣旨及び研究目的の達成に相応しい

組織が構築されているか。 

 

（４）委託研究費の使用 

・委託研究費は適正かつ効果的に使用されているか。 

 

２．延長の可否（延長評価を希望する研究テーマのみ） 

（１）延長研究計画の継続性 

・延長する研究計画の目的・内容は当初の研究計画を継続しているものであるか。 

・研究期間の延長により、本事業の趣旨を踏まえた研究の一層の進展及び政策や社会の要請に応える課

題解決のための提案が期待できるか。 

 

（２）延長研究計画の妥当性 

・延長する研究計画の目的・内容は明確でよく練られているか。 

・延長する研究計画の研究方法は実証的・理論的根拠が適切なものであるか。 

・研究成果が社会にもたらす効果について、具体的かつ現実的な見通しを持っているか。 
・今後の研究推進上、問題となる点はないか。（適切な対応策が講じられているか。） 

・研究成果を適切に公開・普及させる計画は具体的か。 

・延長する研究計画は、学術的に高い水準が確保されているか。 

 

（３）延長研究計画の研究実施体制 

・延長する研究計画の研究プロジェクトチームは、研究テーマを総合的かつ効果的に推進できるまとま

りのとれた構成となっているか。 

・研究期間を延長するにあたって、研究成果と実務を橋渡しできる適切な者が参画しているか。 

 

（４）延長研究計画の委託研究費 

・研究遂行のための予算規模が適切であるか。 
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Ⅱ．グローバル展開プログラム 

１．研究成果 

（１）研究の進展状況 

・本事業の趣旨及び当初の研究目的に沿って、着実に研究が進展しているか。 

・国際的なネットワークを構築し、諸外国との協働は進展しているか。 

・学術的に高い水準が確保されているか。 

・採択時に付された意見が適切に反映されているか。 

 

（２）研究成果及びその発信・普及 

・当初の研究目的に照らして、期待された成果をあげているか。（あげつつあるか。） 

・研究内容・研究成果の積極的な公表、普及に努めているか。また国際的に発信しているか。 

・日本の学術のグローバル化に寄与・貢献しているか。（しつつあるか。） 

 

（３）研究実施体制 

・研究プロジェクトチームは、研究者相互の有機的連携が保たれ、研究が効率的に進められる体制にな

っているか。 

・海外の研究者の参加により、本事業の趣旨及び研究目的の達成に相応しい組織が構築されているか。 

 

（４）委託研究費の使用 

・委託研究費は適正かつ効果的に使用されているか。 

 

２．延長の可否（延長評価を希望する研究テーマのみ） 

（１）延長研究計画の継続性 

・延長する研究計画の目的・内容は当初の研究計画を継続しているものであるか。 

・研究期間の延長により、本事業の趣旨を踏まえた研究の一層の進展及び日本の学術のグローバル化に

一層の寄与・貢献をすることが期待できるか。 

 

（２）延長研究計画の妥当性 

・延長する研究計画の目的・内容は明確でよく練られているか。 

・延長する研究計画の研究方法は国際的なネットワークを構築し、諸外国との協働を一層推進するため

に適切なものであるか。 

・延長する研究計画は日本の研究者（特に若手研究者等）が海外の研究環境の中で協働する機会が確保

されているか。 
・今後の研究推進上、問題となる点はないか。（適切な対応策が講じられているか。） 

・研究成果を国際的に発信し、普及させる計画は具体的か。 

・延長する研究計画は、学術的に高い水準が確保されているか。 

 

（３）延長研究計画の研究実施体制 

・延長する研究計画の研究プロジェクトチームは、研究テーマを国際的かつ効果的に推進できるまとま

りのとれた構成となっているか。 

・研究期間を延長するにあたって、海外の適切な研究者が参画しているか。 

 

（４）延長研究計画の委託研究費 

・研究遂行のための予算規模が適切であるか。 
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Ⅲ．領域開拓プログラム 

１．研究成果 

（１）研究の進展状況 

・本事業の趣旨及び当初の研究目的に沿って、着実に研究が進展しているか。 

・学術的に高い水準が確保されているか。 

・採択時に付された意見が適切に反映されているか。 

 

（２）研究成果及びその発信・普及 

・当初の研究目的に照らして、期待された成果をあげているか。（あげつつあるか。） 

・研究内容・研究成果の積極的な公表、普及に努めているか。 

・異分野間での連携と協働が明示され、その結果、人文学・社会科学研究の新たな展開・発展につなが

っているか。 

 

（３）研究実施体制 

・研究プロジェクトチームは、研究者相互の有機的連携が保たれ、研究が効率的に進められる体制にな

っているか。 

・異分野連携を図る分野の研究者の参加により、本事業の趣旨及び研究目的の達成に相応しい組織が構

築されているか。 

 

（４）委託研究費の使用 

・委託研究費は適正かつ効果的に使用されているか。 

 

２．延長の可否（延長評価を希望する研究テーマのみ） 

（１）延長研究計画の継続性 

・延長する研究計画の目的・内容は当初の研究計画を継続しているものであるか。 

・研究期間の延長により、本事業の趣旨を踏まえた研究の一層の進展及び人文学・社会科学研究の新た

な展開・発展が期待できるか。 

 

（２）延長研究計画の妥当性 

・延長する研究計画の目的・内容は明確でよく練られているか。 

・延長する研究計画の研究方法は、異分野間での連携と協働が明示され、その結果、人文学・社会科学

研究の新たな展開・発展につながるものか。 
 ・今後の研究推進上、問題となる点はないか。（適切な対応策が講じられているか。） 

・研究成果を適切に公開・普及させる計画は具体的か。 

・延長する研究計画は、学術的に高い水準が確保されているか 

 

（３）延長研究計画の研究実施体制 

・延長する研究計画の研究プロジェクトチームは、研究テーマを総合的かつ効果的に推進できるまとま

りのとれた構成となっているか。 

・研究期間を延長するにあたって、異分野連携を図る分野の適切な研究者が参画しているか。 

 

（４）延長研究計画の委託研究費 

・研究遂行のための予算規模が適切であるか。 

 


