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○⼤きなテーマの設定

○研究チームの創出

⽂部科学省

⼈⼝動態を⾒据えた社会・⼈間の在り⽅

分断社会の超克

新たな⼈類社会を形成する価値の創造

⼈⽂学・社会科学を軸とした学術知
共創プロジェクト【委託事業】

⽇本学術振興会

課題設定による先導的⼈⽂学・社会科学研究推進事業
テーマの設定

研究者コミュニティ

テーマの設定

応
募

現⾏の３プログラムを１本化し、「⼈⽂学・社会科学を軸とした学術知共創プロジェクト（中間まとめ）（令和元年９⽉１９⽇
学術分科会⼈⽂学・社会科学特別委員会）」で⽰された３つの「⼤きなテーマ」を本事業における「課題」と位置付ける。

「課題設定による先導的⼈⽂学・社会科学研究推進事業」

グローバル展開プログラム
●概要
⼈⽂学・社会科学の様々な分野を対象とした国際
共同研究を推進し、国際的なネットワークの構築に
よる海外の研究者との対話やグローバルな成果発信
を⽬指す。

●規模
・⽀援期間
３年
・⽀援額
研究テーマ設定型︓年20百万円程度
研究テーマ公募型︓年10百万円程度

領域開拓プログラム
●概要
異なる学問分野の研究者の参画を得て、新たな研
究領域への予想外の⾶躍をもたらすような課題の追
求や⽅法論の継続的な改良を⽬指す。

●規模
・⽀援期間
３年
・⽀援額
研究テーマ設定型︓年10百万円程度
研究テーマ公募型︓年５百万円程度

実社会対応プログラム
●概要
社会的貢献に向けた共同研究を推進するため、研
究成果と実務を橋渡しできる者（「実務者」）の参
画を得て分野間連携による共同研究を実施し、研究
推進から成果発信までの研究者と実務者の連携を
⽬指す。
●規模
・⽀援期間
３年
・⽀援額
研究テーマ設定型︓年10百万円程度
研究テーマ公募型︓年５百万円程度

【予算・期間】
○ ⽀援単価︓１５百万円程度／年（間接経費除く）
○ ⽀援期間︓最⻑６年間※１

※１ ３年⽬に⾏う中間評価の結果に基づき廃⽌も想定

新たなスキーム概略

【特 徴】
○ 研究者の⾃由な発想に基づく研究（学術研究）の環境を
維持しつつ、社会的要請等に寄与する⼤きなテーマを
設定することで、研究課題のスケールと社会的課題に
対する多様性を確保

○ 分野における課題（分野の細分化等）を総合的に突破す
る研究課題の推進

○ ⽂科省事業※２との連携による質の⾼い研究課題の確保
※２ ⼈⽂学・社会科学を軸とした学術知共創プロジェクト

令和3年度概算要求額 ：181百万円
（令和2年度予算額 ：181百万円)

本事業におけるプログラムの変更予定について
令和２年度まで

令和３年度から
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研究テーマ設定型（設定なし）

研究テーマ公募型（１１件）

課題 研究テーマ名 研究代表者氏名 所属機関・所属部局・職名

課題Ａ： 人文学・社会科学における方法論
の検討および新たな創出の試み

分野間比較を通した質的研究アプローチの再検討 井頭 昌彦 一橋大学・大学院社会学研究科・教授

対話型アーカイブズによる新たな「島嶼の知」の創出に基づく島嶼地域

科学の体系化
波多野 想 琉球大学・島嶼地域科学研究所・教授

課題Ｂ：人工知能など高度化する情報技術
社会におけるルールと公共性の問題

AIが介護保険行政を代行する際のルールに関する研究－地域経営と

SCの視座から－
川島 典子 福知山公立大学・地域経営学部・教授

課題Ｃ：グローバル化社会における格差と
機会の平等についての領域横断的研究

リテラシー格差の発生要因とその意思決定への影響、格差縮小方策に

関する実証研究
小川 一仁 関西大学・社会学部・教授

課題Ｄ：科学技術と「人間」との関係性に関
する研究 創造する天然知能としての「わたし」の理論と実践 郡司 幸夫 早稲田大学・理工学術院・教授

課題Ｅ：パンデミックなど世界規模の災禍へ
の人間社会の対応と課題

新型コロナウイルス問題対応の法制度論的（法政策論的）考察 吉田 邦彦 北海道大学・大学院法学研究科・教授

新型コロナウイルスに関する主観的報告コーパスの自然言語処理によ

る現象学的分析
トム・フロース

沖縄科学技術大学院大学・身体性認知科学ユニット・准教

授

パンデミックの歴史研究に基づいたポストパンデミックの社会・環境理論

の構築
藤原 辰史 京都大学・人文科学研究所・准教授

災害対策検討に資する網羅的企業取引ネットワークにおける大規模シ
ミュレーション

井上 寛康
兵庫県立大学・大学院シミュレーション学研究科・准
教授

グローバルな視座から見た原子力災害後のコミュニケーションに関する
総合的研究

関谷 直也 東京大学・大学院情報学環・学際情報学府・准教授

エビデンスに基づく感染症拡大の経済学・疫学連携研究と政策分析 西山 慶彦 京都大学・経済研究所・教授

課題設定による先導的⼈⽂学・社会科学研究推進事業
令和２年度 領域開拓プログラム 研究テーマの審査結果

研究期間延長（平成２９年度採択分）（１件）

課題 研究テーマ名 研究代表者氏名 所属機関・所属部局・職名

課題Ａ：「認知科学的転回」とアイデンティ
ティの変容

予測的符号化の原理による心性の創発と共有‐認知科学・人文学・情報

学の統合的研究‐
大平 英樹 名古屋大学・大学院情報学研究科・教授

新型コロナウイルス
感染拡大を受けて、
緊急で追加した課題
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②⼈⽂学・社会科学データインフラ
ストラクチャー構築推進事業
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⼈⽂学・社会科学データインフラストラクチャー構築推進事業

【事業概要】
⼈⽂学・社会科学のデータの共有、利活⽤を促進するオールジャパンの基盤を構築する事業。（平成３０年度から令和４年度まで実施）

【⽬的】
研究者がデータを共有・利⽤する⽂化を醸成するとともに、国内外の共同研究等を促進し、もって⼈⽂学・社会科学の振興を図る。

①データ共有、利⽤、権利関係等の共通ガイドラインの策定
これから研究を開始する研究者やデータの寄託を希望する研究者等に
向けて、データの保存・共有をするためのルールについての理解を促すこと
を⽬的に、⼈⽂学・社会科学におけるデータの共有、利⽤、権利関係
等に関する⼿引きの策定を進めている。

②分野横断的、総合的なデータカタログ（JDCat）の整備
研究機関のデータアーカイブ等が保有するデータに関して統⼀的なメタ
データ※２を作成・収集し、⼈⽂学分野・社会科学分野のデータを分野
横断的に⼀括検索できるデータカタログの整備を進めている。
さらに、NIIの「CiNii Research」との連携により、学術論⽂や図書、
研究データなどの研究成果情報、それらの成果を⽣み出した研究者、研
究プロジェクト等の情報と⼀括して検索が可能となる予定。

※１ 中核機関︓⽇本学術振興会、情報・システム研究機構国⽴情報学
研究所（NII）

※２ メタデータ︓データを説明する上で必要な情報（作成者、作成時期、
データの概要など）のこと

令和２年度の中核機関※１の取組

令和３年度概算要求額 ：184百万円
（ 令和２年度予算額 ：184百万円）

東大
（編纂所）

大商大 慶應大 一橋大
東大

（社研）

メ タ デ ー タ の 自 収 集

検索

⼈⽂学・社会科学総合
データカタログ(JDCat)

研究者からのデータの寄託

連携
（予定）

拠点デー
タベース

（活⽤例）
○多様なデータアーカイブを⼀括で検索することにより、⾃⾝の研究に必要な
データを効率的に探す。

○拠点機関にデータを寄託しJDCatにメタデータを掲載されることにより、
⾃⾝の研究データの利活⽤が促進される。

♢⼈⽂学・社会科学総合データカタログ(JDCat)
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③科学研究費助成事業
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科学研究費助成事業（科研費）
事業概要
○ ⼈⽂学・社会科学から⾃然科学まで全ての分野にわたり、基礎から応⽤までの
あらゆる「学術研究」（研究者の⾃由な発想に基づく研究）を格段に発展させる
ことを⽬的とする「競争的資⾦」

○ ⼤学等の研究者に対して広く公募の上、複数の研究者(7,000⼈以上)が応募
課題を審査するピアレビューにより、厳正に審査を⾏い、豊かな社会発展の基盤と
なる独創的・先駆的な研究に対して研究費を助成

○ 第６期科学技術・イノベーション基本計画（令和３〜７年度）に向け、「科研
費改⾰2018」等を踏まえた更なる制度の改善・充実

○ 科研費の配分実績（令和元年度）
・応募約10万件に対し、新規採択は約2.9万件
・継続課題と合わせて、年間約7.9万件の研究課題を⽀援

令和３年度要求・要望額 241,396百万円
(前年度予算額 237,350百万円)
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科研費の予算額の推移

年度
（要求）（注）科研費の「基⾦」の予算額には、採択課題の研究期間全体の配分予定額を

(補正50億
を含む)

基⾦の導⼊

（令和３年度概算要求のイメージ）
令和3年度事業の⾻⼦

1.研究成果の切れ⽬ない創出に向けた多様かつ継続的な研究活動
の⽀援の実現

2.研究環境の変化に柔軟に対応できる基⾦の充実

【参考:統合イノベーション戦略2020（令和2年7月17日閣議決定）における主な記述】
・若手研究者への重点支援と、中堅・シニア、基礎から応用・実用化までの切れ目ない

支援の充実に向け、競争的研究費の一体的見直しについて検討を行う。
・新興・融合領域への挑戦、海外挑戦の促進、国際共同研究の強化へ向けた科学研究

費助成事業等の競争的研究費の充実・改善を行う。

○「若⼿研究」等による⽀援を受けた優れた研究者が、コロナ禍においても切れ
⽬なく研究費の⽀援を受け、実⼒ある中堅・シニア研究者にステップアップす
るため、「基盤研究(A)(B)」を拡充。

○新型コロナウイルス感染症等の影響下においても、研究の進展に応じ、柔
軟に研究計画を⾒直しながら研究活動を継続できる基⾦化を引き続き推
進（国際共同研究強化（Ｂ））。

○新型コロナウイルスを始めとする未知の感染症など、緊急に実施する必要があ
る研究を⽀援する「特別研究促進費」の拡充。
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応募・採択の状況
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科研費の予算額の推移 科研費の応募・採択件数、採択率の推移

（補正50億を含む）

H23年度か
ら基金制度

導入

○令和元年度の主な研究種目の新規採択件数は2万8,892件で、平成30年度予算に補正予算50億円が基金に措
置されるとともに、前年度よりも86億円増加したことにより、3,096件増加し新規採択率は28.4％。

科研費の予算額と配分状況の推移
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科研費審査結果一覧（ （令和２年度 新規採択分） ）

令和2年8月現在

　　特別推進研究 〔 106 〕 〔 12 〕 〔 11.3 〕

105 12 11.4

　　新学術領域研究（研究領域提案型）　 〔 3,522 〕 〔 809 〕 〔 23.0 〕

　　（平成29年度及び令和元年度採択領域） 3,729            839              22.5

　　公募研究

（注１）　〔　　〕内は、前年度の数値を示す。

研　究　種　目
応　　募　　　（件） 採　　択　　　（件）

研究課題数
採択率　　　（％）

研　究　種　目
応　　募　　　（件） 採　　択　　　（件）

採択率　　　（％）
研究課題数
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12

令和2年8月現在

　　基盤研究 〔 60,225 〕 〔 16,931 〕 〔 28.1 〕

60,350 16,859 27.9

　　基盤研究（Ｓ） 〔 659 〕 〔 81 〕 〔 12.3 〕

685 80 11.7

　　基盤研究（Ａ） 〔 2,412 〕 〔 605 〕 〔 25.1 〕

2,519 611 24.3

　　基盤研究（Ｂ） 〔 11,396 〕 〔 3,327 〕 〔 29.2 〕

12,198 3,393 27.8

　　基盤研究（Ｃ） 〔 45,758 〕 〔 12,918 〕 〔 28.2 〕

44,948          12,775 28.4

（注１）　〔　　〕内は、前年度の数値を示す。
（注２）　「特設分野研究」は除く。

採択率　　　（％）研　究　種　目
応　　募　　　（件） 採　　択　　　（件）

研究課題数

科研費審査結果一覧（ （令和２年度 新規採択分） ）
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令和2年8月現在

　　挑戦的研究 〔 11,514 〕 〔 1,469 〕 〔 12.8 〕

11,329 1,389 12.3

　　挑戦的研究（開拓）　 〔 699 〕 〔 81 〕 〔 11.6 〕

1,607 148 9.2

　　挑戦的研究（萌芽） 〔 10,815 〕 〔 1,388 〕 〔 12.8 〕

9,722 1,241 12.8

　　若手研究 〔 19,590 〕 〔 7,831 〕 〔 40.0 〕

18,708 7,496 40.1

（注１）　〔　　〕内は、前年度の数値を示す。
（注２）　「特設審査領域」は除く。

研究課題数
採択率　　　（％）研　究　種　目

応　　募　　　（件） 採　　択　　　（件）

研　究　種　目
研究課題数

採択率　　　（％）
応　　募　　　（件） 採　　択　　　（件）

科研費審査結果一覧（ （令和２年度 新規採択分） ）
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科研費の各研究種目の役割及び全体構成等

〇科研費では、研究の段階や規模などに応じて、応募・審査をしやすくするために「研究種目」を設定。

〇基本的性格を同じとするものを「種目群」として分類。「基盤研究」種目群を中核とし、「若手研究」種目群、「学
術変革研究」種目群として整理。

「若⼿研究」 種⽬群

「基盤研究」種⽬群「基盤研究」種⽬群

「学術変⾰研究」種⽬群「学術変⾰研究」種⽬群

「学術変⾰領域研究(A・B)」
（A）５年 5,000万〜3億円程度（年間）
（B）３年 〜5,000万円（年間）

「特別推進研究」
３〜５年 ２億〜５億まで
（真に必要な場合は、これらを
超える応募も可）

「研究活動スタート⽀援」
２年 150万円（年間）

「基盤研究（Ｓ・A・B・C）」
（S）原則５年 5,000万〜２億円
（A）３〜５年 2,000〜5,000万円
（B）３〜５年 500〜2,000万円
（C）３〜５年 〜500万円

「若⼿研究」
２〜５年 500万円以下

これまでの蓄積に基づいた学問
分野の深化・発展を⽬指す研
究を⽀援し、学術研究の⾜場
を固めていく種⽬群

斬新な発想に基づく研究を⽀援し、学術の枠
組みの変⾰・転換、新領域の開拓を先導する
潜在性を有する種⽬群

若⼿研究者に独⽴して研究する機会を与え、研究者としての成⻑を⽀援
し、「基盤研究」種⽬群等へ円滑にステップアップするための種⽬群

国際社会における我が国の学術研究の存
在感を向上させるための国際共同研究や
海外ネットワークの形成を促進

国際共同研究加速基⾦国際共同研究加速基⾦

「国際共同研究強化A・B)」
〜2,000万円
「帰国発展研究」

３年以内 〜5,000万円

「挑戦的研究(開拓・萌芽）」
（開拓）３〜６年 500万〜5,000万円
（萌芽）２〜３年 〜500万円
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【令和2年度公募から開始】若手研究者の挑戦機会の拡大 R2公募の変更点

「若⼿研究（２回⽬）」の応募要件を満たす者が、基盤研究（S）,（A）,（B）
に応募する場合は、「若⼿研究（２回⽬）」との重複応募を可能とする。
（両⽅採択となった場合は、基盤研究を優先）

〈現状認識〉
 「若⼿研究（A）」の新規公募停⽌に伴って、従来「若⼿研究（Ａ）」に応募していた研究者層が⼀

定程度、⾦額規模が近い「基盤研究（Ｂ）」へ移⾏。
 ⼀⽅で、⾦額規模がより⼩さな「基盤研究（Ｃ）」への移⾏の傾向が強いことが確認されている。

また、「基盤研究（S）、（A）」への若⼿研究者による応募は従前より⾮常に少ない。
 これらの要因として、若⼿研究者の研究ポストの不安定性等の我が国の研究環境が抱える課題を背

景として、若⼿研究者が⾃らの研究を発展させるため、リスクを取って⼤規模な研究に挑戦するこ
とが困難な状況となっているのではないか。

 研究の⾼度化や国際競争の激化の最中において更なる研究⼒向上を図るためには優秀な若⼿研究者
に対して、より⼤規模な研究課題への挑戦を促すことが必要ではないか。

 「若⼿研究」を基とした「研究計画最終年度前年度応募」の活⽤状況は低い割合にとどまってい
る。

優秀な若⼿研究者に対して、より⼤規模な研究への挑戦を促すため、

「若⼿研究」⾒直し後の若⼿研究者の応募動向等からは、若⼿研究の⽬的の⼀つである
「基盤研究」への円滑な移⾏、特に「より⼤きな規模の研究種⽬への挑戦」という部分に課題。
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令和２年度公募で行った重複応募制限等の緩和について

• この緩和措置により、６００名弱が「基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ）」と重複応募。

• ⾃⾝の研究計画に対応する規模の研究種⽬への挑戦が確認できる。

• このうち基盤研究（Ｂ）では１２１名が採択されており、基盤研究に不採択の場合で
あっても、多くの研究者が若⼿研究として採択されている。

• 「「若⼿研究」の採択等を通じて⼀定の経験を積んだ若⼿研究者が、次のステップに
進もうと、より⼤規模な研究への挑戦を望む際のリスク緩和を図り、若⼿研究者の挑
戦機会を拡⼤する」という⽬的を踏まえた緩和措置について、⼀定の効果があったと
考えられる。

「若⼿研究（２回⽬）」と「基盤研究（Ｓ・Ａ・Ｂ）」との重複応募・採択状況

令和２年度公募
若手研究と基盤研究の

重複応募件数
基盤研究の
採択件数

若手研究の
採択件数

基盤研究（Ｓ） 1 0 1

基盤研究（Ａ） 6 0 3

基盤研究（Ｂ） 559 121 415
（基盤研究と若⼿研究（２回⽬）がいずれも採択された場合は、基盤研究のみを実施。基盤研究（C）は重複応募の対象外）
（「若⼿研究の採択件数」には基盤研究に同時に採択されたため、実施されない若⼿研究の件数を含む）

速報値
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新型コロナウイルス感染症の
影響を踏まえた各種対応
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【コロナ】緊急事態宣言中の事務体制について

１．ホームページを通じた情報発信の強化

２．FAQの作成
• 従前からホームページに掲載している「科研費ＦＡＱ」のほか、「交付申請」「公募」等この時期

に多く寄せられる問い合わせについて、「科学研究費助成事業に係る当⾯必要な⼿続き等に関する
ＦＡＱ」を作成し、随時更新を実施。（照会内容等も考慮の上、4〜7⽉に11回更新）

４月７日から緊急事態宣言が発出されたことに伴い、JSPS職員についても原則在宅勤務となった。
その間、電話応答対応が困難になったことなどを踏まえ、ホームページにて最新情報を随時発信。

• JSPS職員も出勤抑制状況にあること、情報発信⽅法はホームページ中⼼とすること、等について研
究機関に周知。各種業務取り進めに関する協⼒を要請。

• その上で、随時最新情報をホームページに掲載。インターネット環境があれば最新の情報を⼊⼿で
きるよう対応。

【Ｑ2-4】 「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣⾔」に伴い、所属研究機関から全職員に対し原則として出勤を停⽌することが命じられまし
た。この取扱いを受け、既に科研費で雇⽤され研究⽀援業務に従事していた者の勤務が困難となってしまいました。この場合、業務に従事でき
ない部分の給与を科研費から⽀払うことは可能ですか︖
【Ａ2-4】 科研費は、研究者の⾃由な発想に基づく研究（学術研究）を⽀援する研究費であり、補助事業である研究課題の遂⾏に必要な経費に
ついては、幅広く使⽤することができる取扱いとしています。
このため、補助事業である研究課題の遂⾏に必要であれば、研究代表者及び研究分担者の⽀援業務に従事する者の雇⽤経費を科研費から⽀出す
ることが可能です。⼀⽅、当該研究協⼒者の雇⽤契約は各研究機関が⾏う必要があり、被雇⽤者となる者の給与や休暇の取扱い等労務管理に必
要な事項は、各研究機関のルールに従って取り扱われることとなります。
今回お問い合わせのあった、既に科研費で雇⽤が開始されていた者が、この度の新型コロナウイルス感染症の拡⼤により所属研究機関から出勤
を停⽌することが命じられた場合、業務に従事していない⽇時の給与も⽀給することが研究機関のルール及び雇⽤契約上、予め定められていれ
ば、雇⽤経費として科研費から⽀出することは可能（減額して⽀給することがルールであればそれに従い対応することが可能）です。
ただし、研究機関が出勤を停⽌するよう命じている状況であるにもかかわらず新たに雇⽤を開始するなど、休業中の賃⾦⽀払いを前提とした雇
⽤が⾏われるようなことはあってはなりません。⽀出に当たっては、雇⽤者である研究機関と、ルールや契約内容等を⼗分確認するとともに、
当該⽀出の研究遂⾏上の必要性について、補助事業者として説明責任を果たせるようにしてください。

FAQの例

３．メールによる質問対応
• FAQを参照しても解決しなかった場合は、「問い合わせ票」を提出してもらい、個別対応。 18



３．繰越及び補助事業期間延⻑承認申請の延⻑

１．応募書類の提出期限の延⻑

２．交付内定後の⼿続きにかかる提出期限の延⻑

• 研究活動スタート⽀援 ５⽉１１⽇ → ５⽉２９⽇
3,812件中3,744件（98.2％）が延⻑期間に提出

• 国際共同研究加速基⾦（国際共同研究強化（Ｂ））５⽉２９⽇ → ６⽉１５⽇
1,232件中1,187件（96.3％）が延⻑期間に提出

• 交付申請書および交付（⽀払）請求書 ４⽉２２⽇ → ５⽉２２⽇
※延⻑後の期限までに提出することが困難な場合も、柔軟に対応
37,572件中32,556件（86.6％）が延⻑期間に提出

• 研究成果公開促進費（ひらめき☆ときめきサイエンスを除く） ４⽉２４⽇ → ５⽉２２⽇
384件中304件（79.2％）が延⻑期間に提出

• 研究課題の繰越申請 ３⽉１⽇ → ３⽉６⽇ ※３⽉７⽇以降も柔軟に対応
(⼿続書類の当初送信期限は２⽉１４⽇)

3,754件中1,054件（28.1％）が延⻑期間に提出
• 補助事業期間延⻑承認申請書 ３⽉１⽇ → ３⽉１３⽇

6,361件中1,145件（18.0％）が延⻑期間に提出
• 繰越承認申請に伴う経費の返納期限の延⻑ ４⽉１９⽇ → ５⽉１９⽇

繰越・最終年度延長は年々増加
している。令和2年度は更なる
増加が見込まれる。

★応募手続き、助成金交付申請・報告等の各種手続きの期限を延長し、各研究機関における業務運
営の困難さを考慮した柔軟な対応を随時検討。 → 方針決定後、速やかに通知。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応（①）
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平成29 平成30 令和元

繰越 2,254 2,445 3,754

最終年度延⻑ 4,574 5,232 6,361



４．実績報告書等の提出期限の延期
• 実績報告書及び実施状況報告書 ５⽉３１⽇→６⽉３０⽇

85,663件中82,245件（96.0％）が延⻑期間に提出
• 研究成果報告書 ６⽉３０⽇ → ７⽉１５⽇

21,173件中18,954件（89.5％）が延⻑期間に提出
• 研究成果公開発表︓令和元(2019)年度補助事業の完了後６１⽇以内

→令和元(2019)年度補助事業の完了後９１⽇以内 ※延⻑後の期限以降も柔軟に対応
6件中2件（33.3％）が延⻑期間に提出

５．交付申請の留保
• 研究成果公開促進費（研究成果公開発表）について、シンポジウム等の準備や開催⽇の検討が困難な

場合には、交付申請を留保できることとし、その場合の交付申請を９⽉１１⽇まで延⻑可能とした。

６．その他

・研究活動スタート⽀援及び国際共同研究加速基⾦（国際共同研究強化（Ｂ））にかかる審査委員の
委嘱依頼の回答期限を延⻑（４⽉２４⽇→５⽉１５⽇）

・審査委員候補者データベースの確認・更新期限を延⻑（４⽉２４⽇→６⽉１２⽇）

・新型コロナウイルス感染症の影響により、多数の研究機関において出勤抑制等の措置
がとられた。これにより、各種手続きの取り進めが困難な状況に陥った。
・シンポジウム開催等の事業は、その性格上、実施可否の判断が困難な状況に陥った。

・ＪＳＰＳとしては、「審査後の交付内定時期延伸」や「助成金の交付時期遅延」のことも考
慮の上、提出期限の延長や交付申請の留保を認める柔軟な対応を実施。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた対応について（②）
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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う審査の中断→再開

【令和２年度特別推進研究、基盤研究（Ｓ）、挑戦的研究の審査の経過】

３⽉２５⽇ 新型コロナウイルス感染症の拡⼤状況を踏まえ、３⽉２７⽇（⾦）以降に予定していた⼩
委員会の開催を停⽌（以後予定していた特別推進研究、基盤研究（S）、挑戦的研究の合
議審査を中断）

４⽉上旬以降
・各研究種⽬の対応⽅針及び具体的な代替⽅式についてJSPS（研究事業部）内で検討。
・「中断した審査」に関し、令和２年度に限りJSPSが柔軟な対応を採れるよう⽂科省に対し⽂書で要請。
・中断した審査の再開に向け、⽂科省の科学技術・学術審議会（学術分科会 科学研究費補助⾦審査部会）
において、「審査の基本的考え⽅」の特例について審議。

５⽉２１⽇ ⽂科省より「審査の基本的考え⽅」の特例に関する公⽂書を受領。

６⽉ ４⽇ JSPS科学研究費委員会で中断した審査の取扱いに関する審議。 → 代替⽅法の決定。

・特別推進研究、基盤研究（S） → 「Web会議」形式による合議審査とする。
・挑戦的研究 → 「２段階の書⾯審査」とする。

本年３⽉末時点では、以下の審査が未了。
・特別推進研究 ︓第２回合議（ヒアリング・採択候補研究課題の選定合議（１⼩委員会 ※理⼯系））
・基盤研究（S）︓第１回合議（ヒアリング研究課題の選定合議（６⼩委員会））

第２回合議（ヒアリング・採択候補研究課題の選定合議（１１⼩委員会）
・挑戦的研究（開拓・萌芽）︓合議審査（９１⼩委員会）

21

・新型コロナウイルス感染症の影響により、審査委員の招集が困難になり、本年３月下旬以降は集合
形式による合議審査の開催が困難になった。
・「基盤研究（A）」の約80小委員会は、幸いにも２月末までに総合審査（合議審査）を終了。



【参考】
令和２年度「特別推進研究」「基盤研究（Ｓ）」の会議開催形式について

令和２年度本来の審査方式 特例の審査方式

「Web会議」形式 ※「基盤研究（S)」も同様のイメージ

※守秘義務の徹底、審査情報のセキュリティを確保

「集合会議」形式 ※「基盤研究（S)」も同様

審査委員A

研究代表者

Web上に設置した
バーチャル会議室

事務局

審査委員B

事務局

JSPS会議室

審査委員B

審査委員C質疑応答
審査委員C

審査委員A

研究代表者 ・説明
・質疑応答

各小委員会は、６名～１８名の審査委員で構成
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【参考】
令和２年度「基盤研究（Ｓ）」の審査方式について

基盤研究（Ｓ）（第2回小委員会：11委員会）
※ヒアリング及び採択候補研究課題の選定合議を実施

・本会に一堂に会する「集合会議」形式で開催

（ヒアリングの実施方法）※合計30分

①研究代表者等からの説明（10分）
②質疑応答（10分）
③審議及び評価（10分）

※上記①②を審査委員・研究代表者の対面で実施

基盤研究（Ｓ）（第2回小委員会：11委員会）
※ヒアリング及び採択候補研究課題の選定合議を実施

・「Web会議」形式で開催（※運営小委員会も同形式で開催）

ヒアリングは、従前のヒアリングの趣旨を踏まえ、以下
の代替方法により実施する。

１．小委員会開催前に実施するもの

①研究代表者等からの説明
・委員会開催前に研究代表者に対して以下の資料の提出
を求め、小委員会開催までの間に審査委員が当該説明内
容を確認することに代える。

(a)「説明資料」※20枚程度以内
(b)「説明動画ファイル（資料内容に対するナレー

ションを付した10分間の説明動画ファイル）」

２．小委員会開催当日に実施するもの

②質疑応答（10分）
・Web上の審査会場に応募者の出席を求め、研究代表者
等に対して直接質疑応答を行うことに代える。
※ 小委員会当日、各審査委員は研究代表者が提出した

(a)「説明資料」を参照。

③審議及び評価（10分）

令和２年度本来の審査方式 特例の審査方式
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特例に基づき行った審査の状況について（ご報告）

特別推進研究（審査完了）

応募件数 ヒアリング件数 採択件数 採択率

特別推進研究 105 25 12 11.4%
＜スケジュール＞
・１⽉〜２⽉ 書⾯審査
・２⽉ 合議によるヒアリング研究課題の選定
・３⽉ ヒアリング及び合議による採択候補課題の選定（⼈⽂社会系・⽣物系）

《審査中断》
・６⽉ ヒアリング及び合議による採択候補課題の選定（理⼯系）（※特例による審査）
・７⽉中旬 採択研究課題の決定（運営⼩委員会）
・７⽉３０⽇ 交付内定

基盤研究（Ｓ）（審査完了）

応募件数 ヒアリング件数 採択件数 採択率

基盤研究（Ｓ） 685 148 80 11.7%

＜スケジュール＞
・１⽉〜２⽉ 書⾯審査
・３⽉ 合議によるヒアリング研究課題の選定（１５⼩委員会）

《審査中断》
・６⽉ 合議によるヒアリング研究課題の選定（６⼩委員会）（※特例による審査）
・７⽉ ヒアリング及び合議による採択候補課題の選定 （※特例による審査）
・８⽉中旬 採択研究課題の決定（運営⼩委員会）
・８⽉３１⽇ 交付内定
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特例に基づき行った審査の状況について（ご報告）

挑戦的研究（審査完了）

応募件数 採択件数 採択率

挑戦的研究（開拓） 1,692 156 9.2%
挑戦的研究（萌芽） 9,944 1,269 12.8%

＜スケジュール＞
・１２⽉中旬〜１⽉中旬 事前の書⾯審査
・３⽉初旬〜４⽉中旬 書⾯審査

《審査中断》
・６⽉中旬〜７⽉初旬 ２段階⽬の書⾯審査（※特例による審査）
・７⽉３０⽇ 交付内定
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