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科研費とは、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「競争的研
究費」であり、ピアレビュー（※）により、豊かな社会発展の基盤となる独創的・先駆的な研究に対する
助成を行うもの。
※研究者コミュニティによって選ばれている研究者が、科学者としての良心に基づき、個々の研究の学術的価値を相互に評価・審査し合うこと

（ポイント１）
○ 人文学、社会科学から自然科学まで全ての分野が対象。
○ 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研究

費。《ボトムアップ型研究費》
全ての研究活動の基盤となる「学術研究」を幅広く支援する我が国唯一の競争的研究費。

（ポイント２）

○ ピアレビューにより、助成対象を選定。

科研費は、研究者コミュニティから最も評価されている制度と言っても過言ではなく、 その信頼性を支える

重要な要素は、半世紀にわたって不断の改善が図られてきたピアレビューの審査システム。

（H29年１月科学技術・学術審議会学術分科会提言より）

（ポイント３）
○ 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助成。

科学の発展の種をまき芽を育てることで、我が国の重厚な知的蓄積の形成、イノベーションによる新たな
産業の創出や安全で豊かな国民生活の実現に貢献。

科学研究費助成事業（科研費）とは
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研究の性格

資金の性格

研究者の自由な発想に基づく研究
（学術研究）

【curiosity-driven research】

政策課題対応型研究開発
【mission-oriented research】

科研費による研究の推進

府省がそれぞれ定める
目的のための公募型研究

の実施

政府主導の国家プロジェクトや
研究開発法人等における
戦略的な研究開発の推進

大学・大学共同利用機関等

における研究の推進

競争的研究費等
（公募・審査による

課題選定）

基盤的研究費等

（運営費交付金等）

科研費の位置付け
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〇科研費は、研究者の自由な発想に基づく研究を支援する我が国唯一の競争的研究費。



研究種目等 研 究 種 目 の 目 的 ・ 内 容 補助金・基金の別
科学研究費

特別推進研究 新しい学術を切り拓く真に優れた独自性のある研究であって、格段に優れた研究成果が期待される一人又は比較的少人数の研究者で行う研
究（3～5年間（真に必要な場合は最長7年間）2億円以上5億円まで（真に必要な場合は5億円を超える応募も可能）） 補助金

新学術領域研究
(研究領域提案型)

多様な研究者グループにより提案された、我が国の学術水準の向上・強化につながる新たな研究領域について、共同研究や研究人材の育成、
設備の共用化等の取組を通じて発展させる（5年間 1領域単年度当たり 1,000万円～3億円程度を原則とする）
【令和２年度公募以降、継続研究領域の公募研究のみ公募】

補助金

学術変革領域研究

（A）多様な研究者の共創と融合により提案された研究領域において、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを先導すると
ともに、我が国の学術水準の向上・強化や若手研究者の育成につながる研究領域の創成を目指し、共同研究や設備の共同化等の取組を通じ
て提案研究領域を発展させる研究（５年間 １研究領域単年度あたり 5,000万円以上３億円まで（真に必要な場合は３億円を超える
応募も可能））
（B）次代の学術の担い手となる研究者による少数・小規模の研究グループ（３～４グループ規模）が提案する研究領域において、より挑戦
的かつ萌芽的な研究に取り組むことで、これまでの学術の体系や方向を大きく変換・転換させることを先導するとともに、我が国の学術水準の向
上・強化につながる研究領域の創成を目指し、将来の学術変革領域研究（A）への展開などが期待される研究（３年間 １研究領域単年
度あたり 5,000万円以下）

補助金

基盤研究

（S）一人又は比較的少人数の研究者が行う独創的・先駆的な研究
原則5年間 5,000万円以上 2億円以下

（A） （B） （C）一人又は複数の研究者が共同して行う独創的・先駆的な研究
（A） 3～5年間 2,000万円以上 5,000万円以下
（B） 3～5年間 500万円以上 2,000万円以下
（C） 3～5年間 500万円以下

(Ｓ)
補助金(Ａ)

(Ｂ)

(Ｃ) 基金

挑戦的研究

一人又は複数の研究者で組織する研究計画であって、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを志向し、飛躍的に発展する
潜在性を有する研究
なお、（萌芽）については、探索的性質の強い、あるいは芽生え期の研究も対象とする
（開拓） 3～6年間 500万円以上 2,000万円以下
（萌芽） 2～3年間 500万円以下

基金

若手研究 博士の学位取得後8年未満の研究者が一人で行う研究
2～５年間 500万円以下 基金

研究活動スタート支
援

研究機関に採用されたばかりの研究者や育児休業等から復帰する研究者等が一人で行う研究
１～2年間 単年度当たり150万円以下

基金

奨励研究 教育・研究機関や企業等に所属する者で、学術の振興に寄与する研究を行っている者が一人で行う研究
１年間 10万円以上 100万円以下 補助金

科研費研究種目一覧（抜粋） 令和３（2021）年7月現在
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1996（平成8） 不採択課題の審査所見の開示を開始
2001（平成13） 一部種目から間接経費を措置、研究支援者の雇用を実現
2003（平成15） PD・PO制度である学術システム研究センターを設置
2011（平成23） 「基金化」の導入
2013（平成25） 補助金に「調整金」枠を設定（前倒し使用、一定要件を満たす場合の次年度使用）
2015（平成27） 基金交付対象の見直し、海外在住日本人研究者の帰国前予約採択
2017（平成29） 「挑戦的萌芽研究」を「挑戦的研究」に発展・見直し
2018（平成30） 新たな「研究種目・枠組み」及び新たな「審査システム」による公募・審査
2019（平成31） 研究成果等の公開情報の充実、海外渡航による科研費の中断・再開制度の導入

近年の科研費の制度改善

科学研究奨励金
（大正7（1918））

科学研究助成補助金
（昭和21）

人文科学助成金
（昭和21）

科学研究費交付金
（昭和14）

科学試験研究費補助金
（昭和21）

学会誌出版補助金
（昭和22）

科
学
研
究
費
補
助
金

（
昭
和
40
）

科
学
研
究
費
助
成
事
業

（
平
成
23
～
）

昭和27

昭和27
昭和31

二段階審査方式ピアレビュー導入
（昭和43（1968））

基金化

新
た
な
枠
組
み
の
全
面
展
開

（
平
成
30
～
）

2018～

科研費制度の変遷と近年の主な制度改革
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○令和2年度の主な研究種目の応募件数は10万4,158件で、新規採択件数は2万8,569件であった。新規採択率は
27.4％だった。



科研費審査結果一覧（ （令和３年度 新規採択分） ）【速報値】
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令和３年７月現在

応　募　　（件） 採　択　　（件）

104 11 10.6

1,414 365 25.8

59,757 16,922 28.3

基盤研究（Ｓ）　　　　　　　　　　　　　　　　　 649 80 12.3

基盤研究（Ａ）　　　　　　　　　　　　　　 2,292 629 27.4

基盤研究（Ｂ）　　　　　　　　　　　 11,320 3,396 30.0

基盤研究（Ｃ）　　　　　　　　　　　　 45,496 12,817 28.2

11,527 1,748 15.2

挑戦的研究（開拓）　　　　　　 1,564 178 11.4

挑戦的研究（萌芽）　　　　 9,963 1,570 15.8

13,163 5,294 40.2

　　基盤研究

研　究　種　目

　　特別推進研究　　　　　　　　　　

採択率　（％）

　　挑戦的研究

　　若手研究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

研　究　課　題　数

　　新学術領域研究（研究領域提案型）
　　（H30年度採択領域）
　　公募研究



10

【参考】科研費審査結果一覧（ （令和２年度 新規採択分 ） ）

令和3年7月現在

　　学術変革領域研究（A） 232 20 8.6

　　（令和2年度採択領域）

　　　　　研究領域

　　計画研究 1,956 173 8.8

　　学術変革領域研究（B） 650 20 3.1
　　（令和2年度採択領域）
　　　　　研究領域

　　計画研究 2,939 91 3.1

＊令和3年度の学術変革領域研究（A）（B）については、審査中であるため、後日文部科学省HPで公表する予定。

研　究　種　目
研究課題数

採択率　　　（％）
応　　募　　　（件） 採　　択　　　（件）

研　究　種　目
研究課題数

採択率　　　（％）
応　　募　　　（件） 採　　択　　　（件）
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科研費改革の三本柱

１．審査システムの見直し
→学術動向の変遷により即した公募・審査を目指し、開かれた競争的環境下において審査の
質を高め、多様かつ独創的な学術研究を振興する。
（平成30年度助成～ 大括り化した新「審査区分表」の適用、「総合審査」等の本格実施）

２．研究種目・枠組みの見直し
→学術研究への現代的要請、とりわけ「挑戦性」をめぐる危機を乗り越えることなどを念頭に、
種目の役割・関係性・趣旨等を明確化する。
（平成29年度助成～ 「挑戦的萌芽研究」の発展的見直し）
（平成30年度助成～ 「特別推進研究」、「若手研究（Ａ）」の見直し・新制度の実施等）
（令和２年度助成～ 「新学術領域研究（研究領域提案型）」を発展的に見直し、

「学術変革領域研究（Ａ・Ｂ）」を創設）

３．柔軟かつ適正な研究費使用の促進
→研究費使用に係る自由度を高めるとともに手続きの省力化を図り、科研費による研究の効果を
更に高める。
（平成23年度助成～ 一部研究種目の基金化）
（平成25年度助成～ 「調整金」の導入）
（令和元年度助成～ 海外渡航時の科研費の中断・再開制度の導入）

1968年に従来の審査システムの原型が
形作られて以来、50年ぶりの改革
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更新済

文科省HP掲載箇所 http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1362786.htm

「科学研究費助成事業の審査システム改革について」（平成２９年１月１７日科学技術・学術審議会学術分科会）

従来の審査システム（平成29年度助成） 新たな審査区分と審査方式による公募・審査 ～平成30年度助成（平成29年9月公募）～

「総合審査」方式－より多角的に－

個別の小区分にとらわれることなく審査委員全
員が書面審査を行ったうえで、同一の審査委員
が幅広い視点から合議により審査。
※基盤研究（Ｓ）については、「審査意見書」を活用。

・特定の分野だけでなく関連する分野からみ
て、その提案内容を多角的に見極めること
により、優れた応募研究課題を見出すこと
ができる。

・改善点（審査コメント）をフィードバック
し、研究 計画の見直しをサポート。

最大４００余の細目等で
公募・審査

中区分（６５）で公募・審査
小区分を複数集めた審査区分

小区分（３０６）で公募・審査
これまで醸成されてきた多様な

学術に対応する審査区分

大区分（１１）で公募・審査
中区分を複数集めた審査区分

細目数は３２１、応募件数が最多の
「基盤研究（Ｃ）」はキーワードにより
さらに細分化した４３２の審査区分で審査。

若手研究（Ａ)            
（Ｂ）

基盤研究（Ｓ）

基盤研究（Ａ）
（Ｂ）
（Ｃ）

若手研究

基盤研究（Ｂ）
（Ｃ）

基盤研究（Ｓ）

・ほとんどの研究種目で、細目ごとに同様
の審査を実施。

・書面審査と合議審査を異なる審査委員
が実施する２段審査方式。

※「挑戦的萌芽研究」を発展・見直し、平成２９年度公募から新
設した「挑戦的研究」では、「中区分」を使用し、
「総合審査」を先行実施。

「２段階書面審査」方式－より効率的に－

同一の審査委員が電子システム上で２段階に
わたり書面審査を実施し、採否を決定。

・他の審査委員の評価を踏まえ、自身の評
価結果の再検討。

・会議体としての合議審査を実施しないため
審査の効率化。

新
た
な
審
査
シ
ス
テ
ム
へ
移
行

「分科細目表」
を廃止

基盤研究（Ａ）

挑戦的研究

科研費の公募・審査の在り方を抜本的に見直し、
多様かつ独創的な学術研究を振興する

（注）既に人文社会・理工・生物等の「系」単位で審査を行っている大規模研究種目（「特別推進研究」、「新学術領域研究」）の審査区分は基本的に現行どおり。
審査方式については、当該種目の見直しの進捗を踏まえて逐次改善する予定。

「科研費審査システム改革2018」の概要 １．審査システム
の見直し
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別紙２「総合審査」の概要

採
否
を
決
定

書面審査の集計結果をもとに、書面審査と同一の審査委員
が合議によって多角的な審査を実施し、採否を決定。

１課題当たり、より幅広い分野にわたって（「中区分」ごと）
配置された複数名の審査委員が電子システム上で書面
審査（相対評価）を実施。

＜審査委員＞

A

B C
D

E

F G

H

書面審査
結果

＜審査委員＞

A B C D

E F G H

応募
書類

応募
書類

応募
書類

応募
書類

応募
書類応募

書類

応募
書類

応募
書類

書面審査（中区分、大区分ごと） 合議審査（中区分、大区分ごと）

○ 比較的大型の種目である「基盤研究（Ｓ）」 「基盤研究（Ａ）」「挑戦的研究（開拓）」は、幅広い分野の複数の審

査委員が、複数段階の審査（書面審査を行った上で合議審査を実施）を行う「総合審査」を実施。

○ 特定の分野に限らず、関連する幅広い分野から多角的な審査を行うことができ、不採択者には審査の所見を

開示することで、次回の研究計画の見直しを支援することができる。

【「総合審査」のイメージ】

１．審査システム
の見直し
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別紙２「二段階書面審査」の概要

○ 比較的小型で、応募が数万件に及ぶ種目である「基盤研究（Ｂ）」「基盤研究（Ｃ）」「若手研究」「挑戦的研究（萌芽）」について

は、複数の審査委員が電子システム上で２段階にわたって書面審査を行う「二段階書面審査」を実施。

○ 同一の審査委員による複数段階にわたる審査により、他の審査委員が付した評価結果を踏まえた自身の評価結果の再検討

を行うことができ、合議審査を実施しないため、審査委員の負担軽減と審査を効率化することができる。

【「二段階書面審査」のイメージ】

１課題当たり、「小区分」ごとに配置された複数名の審査委
員が電子システム上で書面審査を（相対評価）を実施。

１段階目の書面審査の集計結果をもとに、他の委員の審査
意見も参考に電子システム上で２段階目の評点を付し、採
否を決定（審査委員は1段階目と同一）。

A B C D

応募
書類

応募
書類

応募
書類

応募
書類

A B C D 採
否
を
決
定

【電子システム】

（１段階目の書面審査の結果）

・ボーダーライン付近の研究課題

・他の審査委員の審査意見

１段階目の書面審査（小区分ごと） ２段階目の書面審査（小区分ごと）

１．審査システム
の見直し
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（４）「新学術領域研究」の見直し

科研費による挑戦的な研究に対する支援強化について

（１）「挑戦的萌芽研究」の見直し

（２）「若手研究」の見直し等

１．日本の研究をめぐる危機

２．研究種目の見直し

○ 我が国の学術研究にとって、新たな知の開拓に挑む「挑戦性」の追求が最重要課題。
○ しかし、近年、以下のような問題が顕在化。

・研究者の自由なボトムアップ研究をめぐる環境が劣化（基盤的経費の縮減、研究時間の減少など）。
・短期的な成果を目指した研究が増加する一方、長期的視点に立った挑戦的な研究が減退。
・軌を一にして、日本の論文生産の順位などにおける存在感の低下（過去10年でTop10％論文数 4位→10位）。

⇒ 学術研究を支える唯一の競争的研究費である科研費により、学術の枠組みの変革・転換を志向する挑戦的な研究を積極的
に支援。学問の「たこつぼ化」を是正する審査システム改革との一体的な見直しを推進。

○ 「基盤研究」種目群を基幹
としつつ、相補的な「学術変
革研究」種目群等を再編・強
化し、新たな体系へ。

○ 各種目の性格に応じた採択
率・充足率のバランスを確保。

（３）「特別推進研究」の見直し
「学術変革研究」

種目群

特別推進研究

「若手研究」種目群

「基盤研究」
種目群

２．研究種目・枠組み
の見直し

○ 学術に変革をもたらす大胆な挑戦を促すため、現行の「挑戦的萌芽研究」（～500万
円）を発展させ、より長期的かつ大規模な支援を可能化。

⇒ 新種目「挑戦的研究（萌芽）」（～500万円）、「挑戦的研究（開拓）」（500～
2000万円）を創設。【平成29年度助成から】

○ 「挑戦性」を一層重視し、助成対象の新陳代謝を促進（同一研究者の複数回受給を不
可に）｡【平成30年度助成から】

○ オープンな場での切磋琢磨を促すため、大型の「若手研究（A）」を「基盤研究」に
統合。【平成30年度助成から】

○ 若手の基盤形成を幅広く支援するため、小型の「若手研究（B）」を充実。
○ 研究者としての独立に必要な研究基盤整備のため、所属機関と連携した重点支援の仕
組みを新設。

○ 「若手研究」の応募要件を博士号取得後８年未満の者に変更。
○ 上記の取組を中心に「若手支援プラン」を策定。

○ 「新学術領域研究」を発展的に見直し、次代の学術の担い手となる研究者の参画を得
つつ、これまでの学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを先導する新種目「
学術変革領域研究（Ａ・Ｂ）」を創設。【令和２年度助成から】 16



科研費における最近の制度改善①（応募等手続、情報公開、研究費使用）

■「応募等の手続」に関する改善

○ 研究計画調書（応募書類）について、研究者からの改善要望を
踏まえ、様式の罫線・枠線を削除して研究者の負担を軽減。 【平
成29年3月から一部種目で試行、平成30年度公募から全面対
応】

○ 研究計画調書に、過去に産休育休や介護休暇等で研究活動を中
断していた事情を記載できることを明示。 【平成30年度公募から】

○ 研究計画調書（応募書類）について、従来の「研究業績欄」から
「研究遂行能力及び研究環境欄」に改め、研究計画の実行可能性
の根拠となる業績を選択して記載する書式に変更。 【平成31年度
公募から】

○ 研究計画調書（応募書類）の確認用のPDFを作成途中で作成
できるようにし、応募手続の利便性を向上。 【平成31年4月から一
部種目で試行、令和2年度公募から全面対応】

○ 科研費電子申請システム上で全ての書類を電子的に提出可能とし
た。【令和2年度から】

○ 公募、内定時期を前倒し【令和4年（2022）度公募から】

■「研究費使用」に関する改善

■「研究成果等の公開」に関する改善

○ 応募課題と担当審査委員との対応関係をより明確化し、審査の公正性の一層の向上を図るため、研究種目別に書面審査委員を公表。 【平
成29年度助成から】

○ 採択課題の審査の所見について、特別推進研究、基盤研究(S)、新学術領域研究に加え、「基盤研究(A)」（令和元年度助成）「挑戦的研
究（開拓）」（令和3年度助成）についても公表。

○ 「科学研究費助成事業データベース（KAKEN）」において、「研究課題名」と「配分予定額」に加え、「研究の概要」を新たに公表。 【令和元年
度助成から】

○ 研究成果報告書に研究者が科研費においてどのような研究成果を生み出したかを明らかにするため、「研究成果の学術的意義や社会的意義」に
ついて分かりやすく記載する欄を新設。 【令和元年度提出分から】

３．柔軟かつ適正な
研究費使用の促進
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○ 補助金の繰越を原則電子化。また、研究機関の事務担当職員
が研究者の繰越申請の作成を支援できるようシステムを改修する
など研究者の事務負担を軽減。【平成30年度への繰越から】

○ 研究の進展等に応じた補助金前倒しや次年度使用を可能とする
「調整金」制度を導入。令和元年度助成から対象種目に「特別
研究員奨励費」を新たに追加。

○ 海外渡航によって科研費の研究を断念することがないよう、海外
渡航期間に応じて柔軟に科研費の中断・再開を可能とすることで、
帰国後の研究費を保障し、若手研究者の海外での研さん等を促
進。【令和元年度助成から】

○ 平成23年度から基金化を段階的に拡大し、会計年度の制約の
ない柔軟な研究費使用を推進。令和2年度助成から基金対象
種目に「挑戦的研究(開拓)」を新たに追加。

○ 令和３年度助成から研究以外の業務の代行に係る経費（バイ
アウト経費）の支出を可能とした。【令和３年度助成から】



科研費における最近の制度改善②（研究種目、審査）
■「研究種目の見直し」に関する改善
○ 「挑戦的研究（開拓、萌芽）」を創設。【平成29年度公募か
ら】

○ 「若手研究(B)」の名称を「若手研究」に改めるとともに、国際
通用性や研究者としての実質的なキャリアを考慮し、応募資格
を「39歳以下」から「博士取得後8年未満」に変更。【平成30
年度公募から】

○ 「特別推進研究」について、新陳代謝を促進する観点から、平
成30年度公募以降の同一研究者の受給回数を原則1回に
制限するとともに、真に必要な場合は応募上限額を5億円に
(真に必要な場合には、5億円を超える応募も可能)、研究期
間を5年→7年にすることを可能とした。【平成30年度公募か
ら】

○ 国際共同研究の更なる強化のため若手研究者の参画を必須
とする新種目「国際共同研究強化(B)」を創設。【平成30年度
公募（30年4月）から】

○ 「帰国発展研究」について、より幅広い層の研究者が応募でき
るようポストドクターの応募も可能とした。【令和2年度公募から】

○ 「国際共同研究強化（Ａ）」の応募資格について、年齢制限
の下限を撤廃（36歳以上45歳以下→45歳以下）。 【令
和2年度公募から】

○ 次代の学術の担い手となる研究者の参画を得つつ、これまでの
学術の体系や方向を大きく変革・転換させることを先導する新
種目「学術変革領域研究（Ａ・Ｂ）」を創設。 【令和2年度
公募から】

○ 若手研究者のより規模の大きな研究への挑戦を促進するため、
「若手研究(2回目)」と「基盤研究(S・A・B)」との重複応募制
限を緩和するとともに、「研究活動スタート支援」と他種目との重
複受給制限を緩和。【令和2年度公募から】

○より幅広い研究者の挑戦を促進するため、「挑戦的研究(開
拓)」と「基盤研究(B)」との重複応募、受給制限を緩和。 【令
和2年度公募から】

○若手研究者が継続的・安定的に研究を遂行できるよう「若手研
究」の研究期間を2～４年→2～5年とした。 【令和3年度公
募から】

■「審査」に関する改善

○ 新たに「審査区分表」を作成し、研究種目の特性に応じた審査区分
（小区分、中区分、大区分）を設定。【平成30年度公募から】

○ 関連する幅広い分野の審査委員が、合議を含む複数段階の多角的
な審査を行う「総合審査」と、電子システムを活用した複数段階の書
面審査により、負担軽減と審査の効率化を図る「二段階書面審査」を
実施。 【平成30年度公募から】

○ 「researchmap」と、科研費の電子審査システムとをリンクさせて、審
査委員が必要に応じて参照可能とした。【平成31年度公募から】

○ 審査委員1人当たりの審査負担の軽減と若手研究者の育成の観点
から、審査委員候補者データベースへの登録対象を若手に拡大すると
ともに、小型種目（基盤研究(B)、基盤研究(C)、若手研究）の審
査に年齢の比較的低い(49歳以下)審査委員未経験者を積極的に
登用。 【令和2年度公募から】

３．柔軟かつ適正な
研究費使用の促進

科研費は毎年制度改善を続けています。
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１．科研費の概要

２．科研費改革の趣旨

３．科研費制度における関係者の役割・研究者の責務

説明内容
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文部科学省

○科学技術・学術審議会の報告・決定等

・審査に当たっての基本的な考え方
（研究種目の目的・趣旨、審査方式など）

・評価の在り方
（中間事後評価、進捗評価の対象種目など）

・科研費制度全体の在り方、改善の方向性等

日本学術振興会

事業実施に当たって
の基本的考え方・役
割分担を提示

○科学研究費委員会

・審査・評価の実施
（審査会の運営など）
※学術変革領域研究（A・B）の

審査・評価は文部科学省で実施。

・審査・評価規程の策定
（審査の進め方、評価基準の観点・基準、
評価の具体的方法など）

科学技術・学術審議会学術分科会
○研究費部会
○科学研究費補助金審査部会

制度の見
直し・改

善

連携

○学術システム研究センター

・審査委員候補者の選考
・審査の検証
・審査の仕組み・運営、評価方法等について、ＰＯ（研究
者）の立場から見直し・改善を検討

科研費制度を所管 審査・評価・交付業務を実施

・・・

組織のイメージ

審査・評価第一部会
（特別推進研究）

人文・社会系小委員会

理工系小委員会

科研費における文部科学省と日本学術振興会との役割分担

外部からの要望等の受付（科研費に
関するご意見・ご要望受付窓口設置）

両者が連携・協力して
制度改善などを検討

【事務担当】
研究振興局 学術研究助成課

【事務担当】
研究事業部 研究助成企画課、研究助成第一課、

研究助成第二課、研究事業課
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文部科学省
日本学術振興会

研究機関
（事務職員、技術職員、URA等）

研究者

・研究機関使用ルールの提
示・確認

・科研費制度への要望

・研究者使用ルールの
提示・確認

・審査・評価への参画
・科研費説明会の実施
・科研費制度への要望

・応募資格の確認
・科研費の経理・管理
・研究者からの要望への対応

・制度設計
・審査業務の実施
・科研費の交付

・科研費の管理
・応募等の支援

・研究の実施
・ピア・レビューの実施
・研究成果の発信

科研費は３者がそれぞれ
の立場で努力するとともに、
それらがうまくかみ合うことに
よって支えられている制度。
従って、どこか一部分がうまく

いかないと機能不全に
陥ってしまう。

研究者

研究
機関

配分
機関

科研費における三者の関係と役割
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・現在、科研費は研究者にとってだけでなく、研究機関にとっても基盤的な研究費として大変重要な研究費と認識さ
れていますので、研究機関が研究者に科研費への応募を促すこともあるかと思います。

・科研費の応募は研究者の発意に基づいて行われるものであり、各研究機関において科研費に応募させることを目
的化することは望ましくなく、応募者は自らの責任において研究計画を立案する必要があります。

・研究者は、研究計画調書の作成にあたって、十分な準備と推敲を重ね、質の高い研究計画を応募するよう心掛け
てください。

・応募研究課題が採択された研究者は、研究実施者として関係法令や補助条件等を遵守し、研究を実施することに
なります。文部科学省・日本学術振興会では、科研費の使い勝手が良くなるよう、運用上の改善を図っています。

・科研費による研究は、研究者の自覚と責任において実施するものですので、研究の実施や研究成果の公表等に
ついては、国の要請等に基づくものではなく、その研究成果に関する見解や責任は、研究者個人に帰属します。

・研究者は、公的研究費を使用する者として、研究者倫理の自覚の下に、不正使用や不正受給、不正行為を決して
行うことなく、研究活動に従事してください。

・科研費の審査には、毎年8,000名以上の研究者（科研費採択者等）が審査委員として参画し、公正で透明性の高
い審査システムを支えています。

・審査委員が担当する書面審査の件数を減少させるなどの改善を図っていますが、現在、新規応募件数は10万件
を超えております。

・研究者にとって、審査委員として優れた研究計画を見出すことは、科研費によって優れた研究成果を創出すること
と同様、学術研究を支えるためにも重要なことですので、積極的な御協力をお願いします。

「応募者」としての責務

「研究実施者」としての責務

「審査委員」としての責務

研究者が支える科研費制度－研究者には３つの「責務」がある－
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参考資料集
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○各研究機関においては、当該方針の趣旨を踏まえ、研究インテグリティの確保に関する取り組
みを進めていただくとともに、関係者にも周知をお願いします。

○なお、研究機関の研究インテグリティの確保の状況などについて、必要に応じて確認すること
があります。

「我が国の科学技術・イノベーション創出の振興のためには、オープンサイエンスを大原則
とし、多様なパートナーとの国際共同研究を今後とも強力に推進していく必要がある。同時に
、近年、研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクにより、開放性、透明性といった
研究環境の基盤となる価値が損なわれる懸念や研究者が意図せず利益相反・責務相反に陥る危
険性が指摘されており、こうした中、我が国として国際的に信頼性のある研究環境を構築する
ことが、研究環境の基盤となる価値を守りつつ、必要な国際協力及び国際交流を進めていくた
めに不可欠となっている。

「研究活動の国際化、オープン化に伴う新たなリスクに対する研究インテグリティの確保に係る
対応方針について」（令和３年４月２７日 統合イノベーション戦略推進会議）

URL: https://www8.cao.go.jp/cstp/tougosenryaku/integrity_housin.pdf

研究インテグリティの確保について



・全国７３国立大学法人、２高専、２公立大学と分子科学研究所が連携分子科学研究所が全国事務局担当
・参画大学が所有する研究設備の共用利用等推進のための新予約・課金システムの導入・運用
・装置整備等を支援する加速事業
・技術スタッフ人材育成講習会
・2017~ 自然機構大学間連携事業(NICA)
・2019年4月より公私立大等も設備NW加盟可能にしさらに拡大予定

概要

実績
■装置関連実績（＊数字はR3 6.10 現在）

・登録機関数 485 機関（国公私立大、民間企業等）

・登録装置台数 3202 台（紹介のみ装置含む）

・登録者数 14,881 名
・年間利用実績 149,232 件 学外 2,611 件 (R2年度)
■装置整備支援
・加速事業 15件採択、総額 25,000 千円支援
例）極低温粉末 X 線回折装置の GM 冷凍機更新及び測定温度領域の拡大(金沢大）
核磁気共鳴装置の固体プローブ修理と固体測定環境の強化（千葉大）

設備NWの特徴

・日本全国の研究設備をインターネットで予約
・多様な研究設備を共用可能
・リーズナブルな利用料金
・利用と支払いを簡便に

大学連携研究設備ネットワーク (2021.6現在）

大学連携研究設備ネットワークは、全国の73国立大学法人と自然科学研究機構分子科学研
究所が連携する事業です。参画大学等が所有する研究設備の相互利用と共同利用を推進して、
将来の新たな共同研究を促すことを目的としています。
科研費による研究活動を実施されるに当たり、科研費により購入した設備の登録や、登録された
設備の活用ついて積極的にご検討ください。

https://chem-eqnet.ims.ac.jp/
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