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評価シートの記載事項について
評価シートは、独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）が、中期目標、中期計画
及び年度計画に基づき、平成 18 年度において実施した事業・業務の実績について、１）意義・必要
性、２）事業・業務の実施状況、３）定性的評価、４）定量的評価、５）成果に関する評価、６）自
己点検評価、７）外部評価結果を記載したものである。
なお、評価シートの各項目に記載された内容は、下記のとおりである。

１

意義・必要性
当該事業を行う意義・必要性について記述し、自己点検評価委員会が検証又は評価を行ったもの。
なお、評価基準は、下記のとおり。
Ｓ： 事業・業務を行う意義・必要性が極めて高い
Ａ： 事業・業務を行う意義・必要性が高い
Ｂ： 事業・業務を行う意義・必要性が必ずしも高いとは言えないため、事業・業務の実施に
あたっては、検討を加える必要がある
Ｆ： 事業・業務を行う意義・必要性は認められない
２ 評価資料
自己点検及び外部評価のために提出された資料。
３ 事業・業務の実施状況
平成 18 年度（平成 18 年 4 月 1 日〜平成 19 年 3 月 31 日）の事業・業務の実施状況について記載
したもの。
４ 事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
事業・業務の実施状況について、自己点検評価委員会が、①効率性、②有効性、③公正性・透明
性の観点に基づき、定性的な検証又は評価を行ったもの。
なお、評価基準は下記のとおり。
（文部科学省独立行政法人評価委員会科学技術・学術分科会が策定した基準と同様）
Ｓ： 特に優れた実績を上げている
Ａ： 計画通り進んでいる。又は、計画を上回り、中期計画を十分達成し得る可能性が高いと
判断される
Ｂ： 計画通り進んでいるとは言えない面があるが、工夫若しくは努力によって、中期計画を
達成し得ると判断される
Ｆ： 遅れている、又は、中期計画を達成し得ない可能性が高いと判断される
５ 数値目標に対する達成度（定量的評価）
年度計画における数値目標に対する実績を記載し、定量的目標に対する達成度について検証した
もの。
６ 得られた成果に対する評価
事業・業務を実施する上で、結果として得られた成果を、自己点検評価委員会及び外部評価委員
会が評価を行ったもの。評価の観点は、事業・業務の目的等を踏まえて、支援の対象となった研究
の成果、支援対象者の能力の向上、利用者に対するサービスの向上など、それぞれに観点を定め、
検証・評価した。
なお、評価基準については、上記４と同様である。
７ 独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
自己点検評価委員会が、当該事業・業務について評価を行ったもの。
８ 外部評価委員による総合的な評価
外部評価委員会が、当該事業・業務について評価を行うとともに、事業の見直しや改善点などに
ついて記述したもの。
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注）自己点検評価シートの評価における評点の基準については以下のとおりである。
１）意義・必要性における評点
Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｆの４段階とし、その基準については、以下のとおりとする。
Ｓ：事業・業務を行う意義・必要性が極めて高い。
Ａ：事業・業務を行う意義・必要性が高い
Ｂ：事業・業務を行う意義・必要性は必ずしも高いとは言えないため、事業・業務の実施
にあたっては検討を加える必要がある。
Ｆ：事業・業務を行う意義・必要性は認められない。

４）事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
、５）数値目標に対する達成度（定量的評価）
及び６）得られた成果に関する評価

における評点

Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｆの４段階とし、その基準については、以下のとおりとする。
（文部科学省独立行政法人評価委員会科学技術・学術分科会において決定された「研究開
発独立行政法人の評価に関する検討について」と同一である。）
Ｓ：特に優れた実績を上げている。
Ａ：計画通り進んでいる。又は計画を上回り、中期計画を十分達成し得る可能性が高いと
判断される。
Ｂ：計画通り進んでいるとは言えない面があるが、工夫若しくは努力によって、中期計画
を達成し得ると判断される。
Ｆ：遅れている、又は、中期計画を達成し得ない可能性が高いと判断される。
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外部評価結果の総括
序文
独立行政法人日本学術振興会は、研究者の自由な発想に基づく学術研究を支援し、我が
国の学術の振興を図ることを目的として設立された独立行政法人である。
平成１８年１２月には、行政改革推進本部決定において、
「独立行政法人日本学術振興会
の組織・事業の見直しに関する勧告の方向性」が示されたところであり、平成１９年度中
には、第２期中期目標・中期計画が示される予定である。
これらを踏まえ、独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会が実施する外部評価にお
いては、平成１８年度事業の評価に加えて、次期中期計画を策定する上で留意すべき点な
どについても、評価結果に盛り込むこととした。
なお、評価方法については、振興会が実施した自己点検評価結果を各評価委員が評価項
目毎に分担して精査・分析し、その結果を全体会議に付すことによって、評価結果として
取りまとめることとした。
１

業務運営
評議員会、学術顧問会議、学術システム研究センターの意見をくみ上げることによっ
て、学術の特性に配慮した制度運営が十分に行われている。
また、約２２００億円もの事業規模を１００名以下の少ない常勤職員で執行している
効率性の水準の高さは、海外の同様の資源配分機関との比較からも明らかである。今後
は、科学技術・学術政策の動向を踏まえた質的向上の部分を如何に強化できるかが課題
であろう。
科研費などの申請・審査の手続きの電子化に積極的に取り組み、業務の簡素化を図っ
ていることも高く評価できる。今後予定されている全面的な電子化の取り組みに向けて、
セキュリティ対策を強化するなど、必要な措置をきめ細かく進めることが必要である。
振興会は、効率化の観点から業務の外部委託を十分に進めているが、科研費の審査や
評価など公正と秘匿を第一義としなければならない業務があり、選択的外部委託が肝要
である。

２

学術研究の助成
科研費は、我が国の基礎科学を助成する競争的資金として最も重要なものであり、ピ
アレビューによる審査方式は高い信頼を獲得している。科研費の新種目の設定をはじめ
として、その運営を絶え間なく改善している点も高く評価できる。
科研費の審査・評価に関わる膨大な事務処理を少ない職員で極めて効率的に実施して
いることは、特筆に値する。特に、他機関の類似事業に先駆けて、電子申請のシステム
を完成し、実用に供したことは画期的であり高く評価する。関係者の努力を賞賛したい。
1
11

今後は、申請数の多い種目への適用を拡大することにより、電子化の効果は一層顕著
になると思われる。そのための措置がとられることを期待する。
平成１８年度に新設された若手研究（スタートアップ）、平成１９年度より始まる若手
研究（Ｓ）など、若手研究者支援制度の充実にも大きな役割を果たしている。今後は、
中・長期的視点からの研究助成のあり方の検討を進めることを望みたい。
科研費の柔軟な使用への取り組みは着実に進められているが、研究費の有効利用の観
点から、一層の努力を望みたい。
交付額の大きい科研費の一部の種目について、
中間・事後評価が行われていることは、
アカウンタビリティの観点から適切であるが、学術の成果の評価は直ちには定まらない
ものであるので、中・長期的な視点からの成果の評価を踏まえて、事業の有効性の検証
を行うことが望ましい。
研究活動や研究費に関わる不正行為は、科学の信頼を揺るがす大きな問題である。そ
のことを十分すぎるほど研究者等に徹底することが肝要であり、コンプライアンスの徹
底に向け一層の努力を期待したい。
人文・社会科学の振興は、我が国だけでなく世界の課題でもある。人文・社会科学振
興プロジェクト研究は、時限付きの事業ではあるが、終了後の評価とともに、その評価
に基づく新たな振興策を考えるべきではないだろうか。
３

若手研究者の養成
第３期科学技術基本計画等の指摘にあるように、優れた研究者の養成・確保を推進す
ることは、国の重要な施策である。こうした点を踏まえて、振興会は、研究者養成に係
る各事業について、選考・審査体制の見直しを絶えず行って、審査の公正性・透明性の
向上を図るとともに、審査結果の申請者本人への開示、特別研究員募集における電子申
請システムの導入を実施して、申請者に対するサービスの向上に努めている。それに加
えて、支援対象者への資金供給も円滑に実施しており、総じて適切な運営が行われてい
ると判断される。また、特別研究員等が採用期間終了後１０年経過時でその９０％以上
が常勤の研究職に就いていることから、研究者の養成・確保に大きく貢献しているとい
える。
上記基本計画の「第３章１．人材の育成、確保、活躍の促進

⑤女性研究者の活躍促

進」等を踏まえて、他機関に先駆けて、特別研究員制度において出産・育児に伴う採用
の中断・延長の取扱いの運用改善を図ったこと及び、出産・育児による研究中断者の復
帰を支援するための特別研究員(ＲＰＤ)制度を新たに創設して、募集、選考、採用を行
ったことは極めて高く評価される。
しかしながら、従来の考え方は、いささかアカデミックな人材の育成強化に偏り過ぎ
ているのではないだろうか。上記基本計画にある「モノから人へ」の方針は、明らかに
大学と企業共に含んだ概念であると思われる。我が国の科学技術における国際競争力強
2
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化を実現するためには、若手研究者のみならず高度職業人（若手技術者）の育成が重要
であり、大学院学生のモティベーションを高めることに役立つ枠組みも必要になると考
えられる。この観点から、博士号取得者等の社会の多様な場における活躍促進を図るた
め、「研究に従事する機関」の中に一定の条件を満たす民間企業等も加えることについ
ての検討を期待したい。
また、今後の課題としては、優れた若手研究者の養成・確保の重要性に鑑み、特別研
究員等の採用数・率を一層増大させる必要がある。特に、平成１９年度から開始される
「グローバルＣＯＥプログラム」に対して、
「２１世紀ＣＯＥプログラム」以上の数の優
秀な大学院博士課程在学者特別研究員を配置できるよう努力されることを期待したい。
４

学術の国際交流
学術の国際交流に関しては、海外の学術振興機関との交流が更に増えるなど、着実な
足取りが感じられる。若手研究者への国際的な研鑽の場の提供として、日本人研究者の
海外派遣数が対前年度比で６２１人増加しており評価できる。
我が国がアジアの科学技術先進国として、その責務を果たしていくことは言を俟たな
い。環境問題、食料問題、人口高齢化など、アジアに共通する課題も多く、近々に解決
策を見いだすことは容易ではない。こうした観点からも、アジア諸国との国際交流を通
して、若手研究者がともに学び、諸問題の解決に向けて切磋琢磨できる国際的な研鑽の
場を提供することは意義深く、併せて、アジアの学術研究レベルの向上に向け大きく貢
献することが期待される。
外国人研究者の招へい事業は、我が国の人材育成に貢献する効率が極めて大きい。特
に、若い世代の交流は極めて重要であり、我が国の科学技術・文化の国際的評価を高め
るための、将来への投資としての意義も大きく、意欲的な取り組みを期待したい。
海外研究連絡センターは、我が国の大学等の活動支援について事業開始以来着実に成
果を挙げつつあると評価できる。今後は、活動の幅を広げるとともに、支援活動のポリ
シーをより明確にすることを期待したい。一方で、我が国の大学に対し、海外からの問
い合わせの多い情報についてレポートとして公表するなど、収集分析された情報の体系
化を進める必要がある。
このように、振興会は、学術の国際交流に関し重要な役割を担うようになっているが、
欧州のエラスムス・プログラムに比べるとあまりにも小規模である。国際化、高度化を
図るべき現在、我が国の研究分野の多様化・複合化に対応した円滑な国際交流をいかに
計画するか、大きな指針が必要であろう。

５

産学協力・成果普及
振興会が推進している学術研究の社会連携、産業連携の事業は、学界や産業界の要請
に基づき研究動向等の情報交換の場を提供しており、ボトムアップ的スタンスで、適切
3
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な事業運営がなされていると言える。学術研究のイノベーションへの貢献が社会的要請
として強く期待されており、今後は、学術研究にとり重要なボトムアップ的運営の基本
は堅持しつつも研究内容によっては、イノベーション促進のための運用策を講じられる
ことが望まれる。
情報提供と成果の活用に関する事業は、学術月報、ホームページ等あらゆる媒体を利
用し、質を落とさず的確な情報提供を幅広く行っており、高く評価したい。特に、学術
月報は、非常に質の高い内容であり、学術研究への理解を広げるためにも、さらに幅広
い読者層を獲得する活動をされることを期待する。
社会的還元・普及事業、特に、多感な中学生、高校生を対象にした「ひらめき☆とき
めきサイエンス

ようこそ大学の研究室へ

KAKENHI」は、学術研究のおもしろさや夢を

参加者のみならず家庭に伝える効果的なプログラムであり、引き続き充実させていくこ
とが望ましい。
６

学術システム研究センター
学術研究の助成事業においては、研究現場のニーズが正しく反映されることが肝要で
あり、第一線の研究者からなる学術システム研究センターは、この点で重要な役割を果
たしている。
学術システム研究センターは、我が国のアカデミア全体を一つの緩やかな組織として
捉え、institutional study（研究費、施設、マンパワーなど所与の条件でどれほどの成
果を上げられるかの調査研究）を実践する機能をも有しており、画期的な活動である。
例えば、科研費の申請データは、我が国の学術の最新の動向を反映するものであり、
我が国の研究者の英知の集積であると見なせる。これらのデータを解析することにより、
我が国の学術の動向をリアルタイムに抽出でき、投入したファンド状況に対する成果の
状況も把握できる。このように、将来的には、学術システム研究センターが、学術行政
のシンクタンクの一翼も担うことが可能であると期待できる。
この機能を一層充実させるためには、できる限り多様な年齢層、研究分野、そして将
来は国籍の異なる協力者を得る必要があろう。また、プログラムディレクター・プログ
ラムオフィサーの視野を広げ、サイエンス・マネージャーとして育成するような運用が
待たれる。

７

まとめ
振興会の研究助成事業、研究者養成事業は、量的拡大だけでなく、新規分野や出産等
で中断した研究活動を再開させるといった細やかな対応が進んでおり、主要な事業を高
く評価できる。外部評価委員会としては、振興会が実施した平成１８年度の各事業が、
いずれも円滑かつ効果的に進捗し、所定の目標は十分に達成できたものと評価する。
4
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一方、最近話題となっている国立大学に対する運営費交付金の配分問題をはじめとし、
我が国の大学教育・研究に対する国費投入のポリシーが大きく変化しようとしている。
即ち、従来の量的なパラメーターによる固定的な配分から、質的評価による配分へと大
きくシフトしつつある。
この変化は、振興会の最大の事業である、研究助成事業の枠組みにも影響を与えるも
のと思われる。我が国は、諸外国と比べて、基礎研究比率が低いが、それでも、従来は、
地味であまり経費を要さない基礎研究を、基本配分研究費により実施できた。しかしな
がら、今後は、このような基礎研究でも、外部資金に頼らざるを得なくなりつつある。
つまり、ボトムアップを標榜する本事業においても、我が国の基礎研究をバランスよく
発展させるための役割をより明確にさせなくてはならない。
改革の方向づけについては十分な検討が必要だが、若手重視、大学間格差（国立大・
私大格差を含む）是正、分野間格差（人文・社会・教育系を含む）是正、小規模研究費
枠の増大、分科細目（申請・審査体制）の見直しなどが必要となろう。
我が国の基礎研究の推進において、振興会の果たす役割はますます重要となっており、
第３期科学技術基本計画はもとより、教育再生会議、経済財政諮問会議、イノベーショ
ン２５戦略会議、アジア・ゲートウェイ戦略会議などの政府諸会議の提言等を踏まえつ
つ、研究者の自由な発想に基づく多様な研究分野の学術研究を支援するという使命を果
たすべく、我が国の学術の振興に向け一層の努力を期待したい。

5
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評価シート（Ⅰ-１）

第一 業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置
事業・業務の名称：１．業務運営の効率化
掲載箇所

中期計画

１頁

年度計画

１頁 業務実績報告書

１４頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

特殊法人等改革推進本部参与会議の指摘を踏まえ、文部科学大臣が定めた中期目標期間にお
いて、一般管理費については期間中１３％、事業費については毎事業年度１％の効率化を確実
に実施する必要がある。

Ａ

２．評価資料
財務諸表及び決算報告書

３．事業・業務の実施状況
中期計画に掲げた「業務運営については、既存事業の徹底した見直し、効率化を図る。このため、
一般管理費（人件費を含む。）に関し、計画的な削減に努め、平成１４年度を基準として中期目標期間
中に、その１３％以上の削減目標を達成するほか、その他の事業費（競争的資金等を除く。）について、
毎事業年度、対前年比１％以上の効率化を図る。また、寄附金事業等についても業務の効率化を図る。」
を実現するため、各課への予算配分に当たって効率的な執行を指示するほか、随時執行状況を周知し、
常に事業実施にあたって予算を意識させた。この結果、平成１８年度においては、一般管理費につい
て平成１７年度予算に対して８．５％の削減を図ったほか、その他の事業費について、平成１７年度
予算に対して２．８％（運営費交付金を財源とする事業については２．５％）の削減を図るとともに、
寄附金事業についても効率化を図った。
また、国における見直しの取組（
「公共調達の適正化について」
（財務大臣から各省庁あて）
）等を踏
まえ、一般競争入札の範囲（少額随意契約限度額）を国の基準と同一にするなど、随意契約規則の見
直しを行った。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

3

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績
予算配分、執行状況の把握を一元的に行うこと、また、随時執行状況を周知す
ることにより、効率的な事業実施を行えた。

有効性

予算の執行状況の把握を一元的に行うことにより、予算の再配分等が迅速、か
つ、柔軟に対応可能となった。

独立行政法人通則法に定める企業会計原則の適用及び独立行政法人会計基準
による会計処理により、公正性・透明性は確保されている。また、監査法人との
公正性・
任意監査契約により帳簿類を精査することで、より公正性・透明性は確保されて
透明性 いる。
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評価
Ａ

Ａ

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点
一般管理費（人件費を
含む）に関し、計画的な
削減に努め、平成 14 年度
を基準として中期目標期
間中に、その 13％以上の
削減目標を達成する。

日本学術振興会の自己点検
実績
評価基準は文部科学省独立行政法
人評価委員会業務運営評価ワーキン
ググループにより提案された３段階
の評価区分に準じた。
なお、中期計画期間中に、その
13％以上の目標を達成するため、平
成 1８年度においては、一般管理費
に関し、平成 1７年度予算に対して
5％以上の効率化を計画したところ
であるが、実績では８．５％達成し
た。
前年度予算額（退職手当を除く）
−次期繰越額＝前年度執行予算額
(前年度執行予算額−決算額（退職
手当、繰越額を除く）) ÷前年度執
行予算額＝効率化率
【運営費交付金事業】
(596,948,000−546,355,204)
/596,948,000
＝8.5％

評価基準
6.0％以上
A
5.9％〜5.0％ B
4.9％以下
C

1

判定

A
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その他の事業費（競争
的資金等を除く）につい
て、中期目標期間中、毎
事業年度、対前年度比
１％以上の業務効率化を
図る。

評価基準は文部科学省独立行政法
人評価委員会業務運営評価ワーキン
ググループにより提案された３段階
の評価区分に準じた。
なお、中期計画期間中、毎事業年
度、対前年度１％以上の業務効率化
を図るため、平成 1８年度において
は、平成１７年度予算額に対して
１％以上の効率化を計画したところ
であるが、運営費交付金事業では
２．５％、全体（競争的資金(科学研
究費補助金)及び受託事業を除く。）
では２．８％の効率化を達成した。
前年度予算額（退職手当を除く、
業務政策係数による増分を含む）−
次期繰越額＝前年度執行予算額
(前年度執行予算額−決算額（退職
手当、繰越額を除く）)÷前年度執行
予算額＝効率化率
【運営費交付金事業】
(29,157,223,000−28,432,185,957)
/29,157,223,000＝2.5％
【科学研究費補助事業】
((100,795,582,501−69,311,104)
−107,759,222,741)
/100,726,271,397＝△7.0％
【研究拠点形成費等補助事業】
(190,000,000−100,956,819）
/190,000,000＝46.9％
【寄付金事業】
(79,050,000−56,651,386)
/79,050,000＝28.3％
【産学協力事業】
(245,310,000−242,349,433)
/245,310,000＝1.2％
【学術図書出版事業】
(18,495,000−13,114,107)
/18,495,000＝29.1％
【受託事業】
(19,677,000‑145,934,974)/
19,677,000=△641.7%
【全体】
(130,505,337,501 − 69,311,104 −
136,750,415,417)
/130,436,026,397＝△4.8％
(競争的資金(科学研究費補助金)及
び受託事業を除く)
(29,690,078,000−28,845,257,702)
/29,690,078,000＝2.8％

1.5％以上
A
1.4％〜1.0％ B
0.9％以下
C

2
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A

６．得られた成果に関する評価

予算の効率的執行

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

日本学術振興会の自己点検

評価の観点

成果
理事長のリーダーシップのもと予算配分等において
機動的な執行が可能となり、各種業務に寄せられる研
究者の要望に的確に応えることが可能となった。

1

また、各課に対して随時執行状況を周知することで、
事業実施に当たって予算を意識し、限られた予算の中
で効率的に執行する意識の向上が図られた。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
平成１８年度においては、運営費交付金事業について、各部署への予算配分時に効率的な執行を指
示するほか、随時、執行状況を周知し、常に事業実施にあたって予算を意識させることにより、効率
化目標を達成した。
また、国における見直しの取組（
「公共調達の適正化について」
（財務大臣から各省庁あて）
）等を踏
まえ、一般競争入札の範囲（少額随意契約限度額）を国の基準と同一にするなど、随意契約規則の見
直しを行った。

８．外部評価委員による総合的な評価
目標数値のＡをそれぞれ達成しているばかりか、予算の効率的執行に関する意識の向上が図られた
ことがＡ評価の理由である。
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評価シート（Ⅰ-2）

事業・業務の名称：２
掲載箇所

中期計画

職員の能力に応じた人員配置
１頁

年度計画

１頁 業務実績報告書

１４頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

限られた人員で効率的かつ適正な業務運営を行うためには関係機関との計画的な人事交流
や職員研修を実施し、職員のインセンティブを高める必要がある。

Ａ

２．評価資料

３．事業・業務の実施状況
・限られた人員で効率的かつ適正な業務運営を行うために、新規採用と併せて、関係機関との計画的
な人事交流を行い、多様な人材を配置した。
・勤務成績を処遇に適切に反映させるべく、勤務評定制度を確立させ、複数の評定者による客観的か
つ公平な勤務評定により、成績優秀者（職員全体の約 30％）を選出し、勤勉手当を増額して支給し
た。また、号俸の細分化に伴い、より勤務成績に反映された昇給制度に改め、平成 19 年 1 月から実
施した。
・業務の効率的・効果的な遂行を可能にするため、語学研修をはじめ海外での研修や外部で開催され
る研修へ職員を参加させた。
・業務の見直し・簡素化、業務委託の推進等により、引き続き時間外勤務の適正化を図った。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績
各個人の能力に応じた人員配置をきめ細かに実施するとともに、業務の見直
し、簡素化、業務委託の推進等により、業務を効率的・効果的かつ機動的に遂行
した。
この結果、時間外勤務の適正化が図られた。

評価

Ｓ

きめ細やかな人員配置を行うとともに、語学研修をはじめとする国内外での研
修へ職員を参加させ、業務の円滑な遂行、職員の資質向上を図った。

2

有効性

Ａ
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3

勤務成績を職員の処遇に適切に反映させ、職員のインセンティブを高める方策
として、勤務評定制度を確立させ、複数の評定者による客観的かつ公平な勤務評
公正性・ 定を実施した。
透明性

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
価委員

成果
職員のインセンティブの

1

2

向上

外部評

日本学術振興会の自己点検

評価の観点

評価

の評価

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

適正な人員配置、職務成績の処遇への反映、各種研
修等により、職員のインセンティブ向上が図られた。

研究助成、国際交流等を担

大学等との人事交流を積極的に実施した結果、大学

当する大学職員等の資質

等において研究助成、国際交流等を担当する職員の資

向上

質向上に寄与した。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
新規採用者と併せて、広く関係機関との計画的な人事交流を行うとともに、各個人の能力に応じた
人員配置をきめ細かに実施し、限られた人員で業務を効率的・効果的に遂行した。また、管理職員を
中心として、具体的な業務の見直し・簡素化を図り、業務委託等を積極的に推進した。それに伴い、
時間外勤務の適正化に努めた。しかし、効率化は、ほぼ限界に達しており、業務を円滑かつ研究者の
ニーズに応じてきめ細かく実施するためには、人員体制の充実を図る必要がある。
勤務成績を職員の処遇に適切に反映させるべく、前年度に引き続き複数の評定者による客観的かつ
公平な勤務評定を実施した。それにより、職員の処遇について、公正性及び透明性を高めた。

８．外部評価委員による総合的な評価
予算規模、研究者の多様なニーズに対して極めて効率的かつ有効に人員配置がなさている。しかし、
今後さらに多様化する研究者のニーズに対応するためには、現有職員数だけでは限界がある。
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評価シート（Ⅰ-３）

事業・業務の名称：３
掲載箇所

中期計画

省エネルギー、廃棄物削減に向けた取組み
１頁

年度計画

１頁 業務実績報告書

１４頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

政府の施策として、再利用等により廃棄物を削減し、資源の有効利用をするためのグリーン購入法、
エネルギーの使用の合理化に関する法律を制定し推進している。本会においては、これら制度の趣旨を
踏まえ、業務の合理化・効率化を通じ、経費削減とともに廃棄物等の削減や省エネの徹底を図る必要が
ある。

Ａ

２．評価資
環境物品等の調達の推進を図るための方針（平成 1８年５月／独立行政法人日本学術振興会）

３．事業・業務の実施状況
平成１８年度においては、環境省が推進する地球温暖化防止対策推進に賛同し、
「チーム・マイナス
６％」の一員となり、メールによる職員への呼びかけやポスター等の掲示により来会者への周知を通
じ、省エネ意識を図った。
また、業務の合理化・効率化による残業の削減やコスト意識の醸成を図ること等が効率化の原点で
あり省エネを図ることから、適時又は随時において、メールや文書等による通知や初任者研修におけ
る採用職員への説明等により周知と理解を図った。
具体的な省エネルギー、廃棄物削減に向けた取組みは以下のとおり。
・ メールによる通知の発出及び掲示による周知
・ 初任者研修での説明
・ 会議室等常時人がいないフロアの消灯チェック巡回
・ 夏季における軽装の励行
・ 不使用時や帰宅時のパソコン、プリンター、コピー機等ＯＡ機器の電源オフ
・ 各事務室の視認性が高くエアコン調整盤近接の場所に、デジタル温湿度計を設置
・ 事務用文具のリユースと用紙削減のためペーパーレス化等の喚起（電子決裁の段階的推進、オン
ライン申請の導入、資料等の両面印刷や縮小印刷の励行。）

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績
業務の合理化・効率化、コスト意識の醸成を通じて、省エネが図られている。
各事務室には視認性の高いデジタル湿温度計を設置し、エアコンの温度設定の
徹底を図り経費の効率的執行に努めた。
廃棄物削減については、環境物品等の調達の推進に関する方針、実績のホーム
ページへの掲載、冊子の各課への配布、及び購入依頼時の指導などにより、環境
物品の購入、リサイクルへの意識向上を図った。
また、クリップやフォルダーを回収し、再度配付を行うなど事務用具のリサイ
クルに努めるとともに、オンライン申請や会議資料のデータ化を徹底することに
よりペーパーレス化を推進した。
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評価

Ａ

2

3

有効性

消灯チェックの巡回、夏季における軽装の励行、不使用時等の事務用ＯＡ機器
の電源オフ並びにデジタル湿温度計の各事務室への設置等職員の意識向上によ
り省エネの効果は現れている。
また、オンライン申請の拡大や会議資料のデータ化等のペーパーレス化、クリ
ップやフォルダーなどの再利用、詰替が行える消耗品への移行などにより廃棄物
削減の効果も表れている。

公正性・

グリーン購入法に基づき、本会の環境物品等の調達方針の作成及び調達実績概
要について取りまとめを行い、ホームページを通じて公表している。

透明性

Ａ

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

定期的な注意喚起（少な
くとも 4 回以上）等によ
り、職員の意識向上を図
る。

日本学術振興会の自己点検
実績
Ｓ
６回
Ａ
・通知の発出
４回
Ｂ
・掲示
１回
Ｆ
・研修での説明
１回

評価基準
８回以上
４〜７回
１〜３回
０回

判定
Ａ

６．得られた成果に関する評価

省エネに対する意識向上

1

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

日本学術振興会の自己点検

評価の観点

成果
適時における職員への周知喚起、各事務室へのデジ
タル温湿度計の設置による空調管理の徹底、不使用時
等における事務用ＯＡ機器の電源オフ、軽装の励行な
どにより、職員の省エネへの意識向上が図られた。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
効率的かつ有効な事業が行えることを第一としつつ、コストと環境という新たな視点をも踏まえた
購買やサービスの提供ができるよう、職員の認識とより一層の工夫を図っていく必要がある。

８．外部評価委員による総合的な評価
省エネルギーおよび廃棄物削減に十分な効果をあげている。ただし、わが国全体が世界の主要先進
国と比べるなら省エネルギー型社会であり、今後ともいっそうの意識向上が望まれる。
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評価シート（Ⅰ-４-(１)）

事業・業務の名称：４．情報インフラの整備
掲載箇所

中期計画

１頁

年度計画

（１）業務システムの開発・改善
１頁 業務実績報告書

１５頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

本会の業務運営にとって、会計システムにより伝票を電子的に処理すること及び会計帳簿を
電子的に管理することは、限られた職員で効率的に業務を行うために必要不可欠である。

A

２．評価資料
会計システムフローチャート

３．事業・業務の実施状況
会計システムについて、伝票を電子的に処理するとともに、会計帳簿についても電子的に管理し、
独立行政法人会計基準に則り効率的かつ適正な会計処理を行った。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

3

効率性

有効性

公正性・
透明性

日本学術振興会の自己点検
実績
会計システムにより、伝票を電子的に処理することで収入・支出に係る伝票作
成を迅速に行うことが可能となり、会計処理時間の短縮を行うことができ会計処
理が効率的に行われた。

評価
A

会計システムにより、伝票を電子的に処理することでそのデータが直接各種会
計帳簿に反映されることにより、質の高い会計帳簿を作成することが可能となっ
た。
また、会計帳簿を電子的に管理することにより、各課の執行状況をリアルタイ
ムで把握することが可能となった。

A

会計システムでは、伝票を電子的に処理することにより、会計帳簿にそのデー
タが直接反映されるため透明性の高い会計帳簿として管理することが可能とな
った。

A

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
該当なし
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６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検
成果

評価の観点
効率的な経費の執行
1

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

会計システムにより、各課の執行状況がリアルタ
イムで把握できたことにより、効率的執行が可能と
なった。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
会計システムは、会計処理及び会計データの管理において、効率的かつ有効に機能するとともに財
務状況の透明性を確保している。今後は、更に効率的に運営状況を把握することが可能となるよう会
計システムにセグメント情報の機能を追加する必要がある。

８．外部評価委員による総合的な評価
会計業務は電子化などのシステム化にもっとも適した業務分野であり、他の業務に率先して効率的
なシステム化を図っていることを評価したい。
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評価シート（Ⅰ-４-(2)）

事業・業務の名称：４．情報インフラの整備
掲載箇所

中期計画

１頁

年度計画

（２）文書管理システムの構築
２頁 業務実績報告書

１６頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述
「行政内部の業務・システムの最適化（効率化・合理化）」を図ることを一つの目的とする
電子政府構築計画に添った事業である。
限られた職員数で一定の業務成果を出すために、情報技術を利用した事務体制の整備は不可
欠である。

検証･
評価

Ａ

２．評価資料
文書管理システム操作マニュアル

３．事業・業務の実施状況
文書決裁処理を効率化させるため、決裁処理を電子化するシステムを導入し、添付文書の少ないも
の、決裁過程の単純なものについて電子決裁処理を行った。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

3

効率性

有効性

公正性・
透明性

日本学術振興会の自己点検
実績
電子決裁の開始により、決裁の持ち回り等に伴う時間の節約、決裁中文書の状
況確認の手間や管理の省力化等事務処理面の効率化が一部図られた。

電子決裁システムの運用を開始したことにより、回付の迅速化や決裁文書の所
在の明確化など従来の文書管理や手続きの質の向上が図られた。

電子決裁システムでは、決裁過程の承認・却下の記録も残るため、透明性の高
い意思決定手続きを実現している。

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
該当なし
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評価
Ａ

Ａ

Ａ

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検
成果

評価の観点
決裁過程の明確化
１

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

電子決裁システムにより、決裁過程が明確とな
り、事務の効率化が図られるとともに、迅速な意思
決定手順が実現された。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
限られた職員でいかに効率的に業務を行うかは、本会の運営にとって大きなテーマである。電子決
裁システムは、まだ試験的な運用の状態であり、今後、システムを改善していく必要がある。

８．外部評価委員による総合的な評価
今後は電子決済処理に適していない文書をどう扱うかが課題であろう。
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評価シート（Ⅰ-5）

事業・業務の名称：５
掲載箇所

中期計画

外部委託の促進
２

頁

年度計画

２

頁 業務実績報告書

１６頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

平成９年に発表された行政改革会議最終報告に端を発し、行政機能のアウトソーシングや業
務の効率化等の推進を背景に独立行政法人制度が提唱され、また平成１２年１２月に閣議決定
された行政改革大綱においては、行政の組織制度の在り方等について抜本的見直しを行い、新
たな行政システムの構築を実施していくことが決定した。
その一つとして特殊法人等の独立行政法人への移行があり、これらの背景を鑑みると本会に
おいても業務の合理化・効率化を図っていくことが必須である。

Ａ

２．評価資料

３．事業・業務の実施状況
従前から、事業の移管や新規増などに対応するため、各課で各事業の業務を精査し、業務の一部に
ついて外部委託を行ってきた。平成１８年度については、より一層合理的かつ効率的に行うよう検討
し、外部委託を拡大した。これにより、新たに一部のシンポジウムについて、シンポジウム全般の準
備から当日の受付に亘る一連の管理業務、運営業務の外部委託を行った。
・ フェローシップ事業における公募、日本語研修、オリエンテーション、日常管理、
生活支援等業務
・

特別研究員の就職状況等のデータ入力

・

情報システム運用管理支援業務

・ オンライン申請システムの維持運用保守
・ ＩＴコンサルタント会社による電子システム調達見積の評価
・

先端科学シンポジウムの管理・運営業務（平成１８年度から）
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４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

3

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績
各事業を効率的に行うため、各業務を精査し、引き続き一部業務委託を行った。さ
らなる業務の効率化及び外部委託を推進するため、シンポジウム全般の準備から
当日の受付に亘る一連の管理業務、運営業務を外部委託した。

有効性

平成１８年度はシンポジウム等の運営の準備から当日の受付に亘る一連の管理・
運営業務を外部委託したことにより、事務の効率化はもちろんのこと、シンポジウム
等がスムーズに運営された。

公正性・

独立行政法人日本学術振興会会計規程及び契約規則等に基づき、契約事務の適
正かつ公正な実施を図っている。

透明性

評価
Ａ

Ａ

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点
業務の効率的な実施、省
１ 力化

成果

外部評

評価

価委員
の評価

外部委託を積極的に推進し、業務増・業務改善に
対応した結果、職員 99 名という少数で本会全体の

Ａ

Ａ

業務を遂行し、研究者へのサービス向上を図った。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
本会は、各種審査や評価業務等が中心であることから、公正性や秘匿性の確保について最大限配慮
した上で、常に国からの移管事業や新規事業と継続事業を見据え、適切に業務委託を行っている。
新規の外部委託についても、今後業務の効率化及び研究者等のサービスに配慮しつつ進める必要が
ある。

８．外部評価委員による総合的な評価
業務の外部委託を十分に進めている。ただし、研究の審査や評価など公正と秘匿を第一義としなけ
ればならない業務があり、選択的外部委託が肝要である。
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評価シート（Ⅱ-１-(１)）

第二

国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためにとるべき措置
事業・業務の名称：１ 総合的事項 （１）学術の特性に配慮した制度運営
掲載箇所

中期計画

２頁

年度計画

２頁 業務実績報告書

１７頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

学術の特性に配慮した制度運営は、研究者の自主性や創造性を尊重しつつ、公平で公正な審
査・評価を通じて、大学等を中心とする学術研究、研究者の養成・確保及び学術の国際交流を
支援する振興会の目的を達成するために不可欠である。
また、振興会が我が国の学術研究の振興に関するファンディングエージェンシーとして、国
内外の研究者及び関連機関から信頼される機関となるための基盤と言える。

Ｓ

２．評価資料

３．事業・業務の実施状況
学界、産業界、大学等の各層の有識者による評議員会を開催し、振興会の組織・業務の見直し、研
究費の不正行為防止対策など、振興会の業務運営に関する重要事項について御審議いただいた。
また、学術研究に高い識見を有する研究者による学術顧問会議を開催し、振興会の組織・業務の見
直しの議論に伴う「今後の学術研究の在り方」など、振興会の各種事業について専門的見地から幅広
い助言をいただいた。
さらに、学術システム研究センターは、研究員 113 名（所長 1 名、副所長 2 名、主任研究員 17 名、
専門研究員 93 名）の体制で、個々の研究員の高度な専門的知見を基盤としてセンターの総合力を結集
し、幅広い見識に基づき「研究費の助成」、「若手研究者の養成」及び「学術の国際交流」などの各事
業についての改善の提言・助言を行うとともに、各事業の審査・評価業務に参画した。
科研費審査委員約 5,000 名及び特別研究員等審査会の審査委員約 1,800 名のピアレビューに基づい
て公平で公正な審査・評価業務を実施した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

効率性

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
評価
評議員会及び学術顧問会議については、各界各層の有識者で構成され、学問分
野のバランスにも配慮されている。また、学術システム研究センターについても、
8 領域 40 研究分野に効率よく研究員を配置するなど、人文・社会科学から自然
Ａ
科学を対象とする学術の特性に配慮した運営がなされている。
振興会の業務運営について、各界各層の有識者による大所高所からの意見の反
映及び大学等で活躍する第一線の研究者の参画により、研究者のニーズに対応し
た制度運営・改善が図られることで有効性が図られている。
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Ａ

3

振興会の業務に関して、大学等で活躍する第一線の研究者の参画、長期的視点
公正性・ に立ったアカデミックな立場からの助言、更に学界のみならず産業界からの幅広
い意見を業務運営に取り入れるなど、研究者の視点に立った公正な制度運営が実
透明性
施されている。

Ａ

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
なし

６．得られた成果に関する評価

学術の特性に配慮した制
度運営・制度改善

1

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

日本学術振興会の自己点検

評価の観点

成果
科学研究費補助金の審査については、評定要素を充
実したことにより、書面審査の精度が向上し、より公
平・公正な審査が可能となった。また、科研費の適正
な執行を徹底するため、事業説明会による注意喚起・
指導のほか、研究機関による経費管理・監査体制充実
のための諸施策を講じ、国民・社会の信頼性の確保に
努めた。
特別研究員の選考については、有識者からなる特別
研究員等事業委員会の意見や学術システム研究センタ
ーに設置した作業部会における検討の結果を踏まえ、
審査方針、審査体制の見直しを積極的に行うことによ
り審査精度が向上した。
学術の国際交流事業については、有識者からなる国
際事業委員会において、諸外国の学術動向や国際情勢
等を総合的に勘案し審査・評価を実施したほか、学術
システム研究センターとの連携により、書面審査の分
析を開始するなど、戦略的な国際交流事業の推進が図
られた。
このほか、評議員、学術顧問等の意見を適宜事業に
反映させ、研究者の視点に立った制度運営・制度改善
を実施した。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
研究者の自由な発想・研究意欲を源泉として新たな知を生み出す学術研究を支援するためには、常
に研究者の視点に立った事業運営の実施が必要であり、引き続き評議員会、学術顧問会議及び学術シ
ステム研究センターからの提言、助言を得つつ、学術の特性に配慮した制度運営を実施する必要があ
る。

８．外部評価委員による総合的な評価
評議員会、学術顧問会議、学術システム研究センターの意見をくみ上げることによって学術の特性
に配慮した制度運営が十分に行われている。今後は３０代、４０代の研究者の意見をどうくみ上げる
かを配慮してほしい。
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評価シート（Ⅱ-1-(2)）

事業・業務の名称：１
掲載箇所

中期計画

総合的事項
２頁

（２）評議員会

年度計画

２頁 業務実績報告書

１７頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

学界・産業界等の意見を確実に反映するため、理事長の諮問に応じ、本会の業務運営に関す
る重要事項について審議するため、独立行政法人日本学術振興会法第１３条の規定に基づき設
置された組織である。

Ａ

２．評価資料
・独立行政法人日本学術振興会第５回評議員会議事次第、及び第６回評議員会議事次第
・独立行政法人日本学術振興会評議員名簿（第２期）

３．事業・業務の実施状況
平成１８年９月１４日に第５回評議員会を、平成１９年３月１５日に第６回評議員会を開催し、平
成１９年度の事業展開、中期計画の変更、年度計画の策定等、本会の業務運営に関する重要事項につ
いて審議いただいた。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

3

日本学術振興会の自己点検
実績
低廉な会場を選定し、会場借料、音響機器使用料等の会議費用を節減した。

効率性

有効性

評価

Ａ

評議員会には本会役員、各部長の他、各課長も出席し、評議員会において出さ
れた意見等が直接業務に反映できる体制を整備した。さらに文部科学省振興企画
課の職員にも出席を依頼し、評議員会において出された意見について文部科学省
とも連携をとりやすい体制を整備した。

学術界、産業界、大学等の各界、各層から幅広く人材を求め、評議員会におけ
る議論が偏らないよう配慮した。なお、独立行政法人日本学術振興会法第１４条
公正性・ の規定に基づき、文部科学大臣の認可を受けて評議員を任命している。
透明性
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Ａ

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点
評議員会を年２回開催す
る

1

日本学術振興会の自己点検
実績
・ 第５回評議員会：
平成１８年９月１４日開催
・ 第６回評議員会：
平成１９年３月１５日開催

評価基準
2 回開催‥‥Ａ
1 回開催‥‥Ｂ
0 回開催‥‥Ｆ

判定

Ａ

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点
今後の事業の改善

1

外部評

成果

評価

評議員会において、研究者の養成、国際関係事業、
科研費等の研究助成及び研究費の不正使用防止等に
ついて、本会が今後検討、改善していくべき課題の示
唆をいただいた。

Ａ

価委員
の評価

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
本会議においては、幅広く、高い識見に基づく意見をいただくことができた。今後も年２回定期的
に開催し、より一層評議員会の機能を発揮できるよう運営していく必要がある。

８．外部評価委員による総合的な評価
学術界、産業界、大学等の各界、各層から幅広く人材を求めており、学術顧問会議とは重複を避け
ていることも評価できる。
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評価シート（Ⅱ-１-(３)）

事業・業務の名称：1.総合的事項（３）研究者が振興会の業務運営に適切に関与する
体制の整備 ① 学術システム研究センター
掲載箇所

中期計画

２頁

年度計画

２頁 業務実績報告書

１８頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

総合科学技術会議の意見（
「競争的資金制度改革について」平成 15 年 4 月 21 日）により、
ＰＯ（プログラムオフィサー）・ＰＤ（プログラムディレクター）の設置が求められ、本会で
は、平成１５年度に学術システム研究センターを設置した。本会の事業に研究者が参画し、公
平・公正な審査の実施、研究者の意見を反映した事業運営等を推進する上で、学術システム研
究センターは必要不可欠である。

Ｓ

２．評価資料
総合科学技術会議「競争的研究資金制度改革について」（意見）
学術システム研究センター研究員名簿（平成 18 年 4 月 1 日現在）
「日本学術振興会事業におけるプログラムオフィサー制度の果たす役割についてー科学研究費補助金
を中心とした審査・評価システムの構築―」に関する説明会の開催について（通知）
学術システム研究センター研究員候補者の推薦について（依頼）

３．事業・業務の実施状況
平成 18 年度は、学術システム研究センター研究員 113 名（所長 1 名、副所長 2 名、主任研究員 17
名、専門研究員 93 名）の体制で業務を実施。
平成 18 年度は引き続き、主任研究員会議を原則月２回、各専門調査班会議を原則月１回開催し、
「研
究費の助成」、「若手研究者の養成」及び「学術の国際交流」の各事業について意見具申、助言を行う
とともに、各事業の審査・評価業務に参画。また、重要でかつ継続的に審議が必要な課題として、科
学研究費補助金事業及び特別研究員事業でワーキンググループを設置し、機動的に対応した。
また、平成１８年度に任期満了となる研究員の後任や新分野に研究員を配置するため、大学等研究
機関に新規研究員の推薦を依頼するなど、広く公募を行い公平性・透明性を確保しつつ、平成１９年
度の主任研究員・専門研究員の選考を行った。
さらには、学術システム研究センターの活動について、研究者等の認知を高めるため、全国８カ所
においてセンターの事業説明会を開催した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
9 領域、49 研究分野に効率よく人員を配置するとともに、所長、副所長と主任
研究員からなる主任研究員会議および研究領域別の主任研究員と専門研究員か
らなる専門調査班会議を交互に開催し、専門性と総合性を有機的に結合させる効
率的運営を行った。
振興会事業に対し、第一線の研究者の参画を得たことにより、学術研究の現場
における声を事業運営に反映させ、その特性に十分配慮した審査・評価業務が可
能となった。
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評価

Ａ

Ｓ

3

平成 19 年度新規の研究員選考にあたっては、全国の大学等研究機関から推薦
公正性・ された候補者を中心に、継続の研究員と専門分野が補完されるように配慮して選
透明性 考。また、業務への参画の継続性を確保する一方で、事業に対する公正性を確保
するため、研究員の任期を３年間とした。

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
評価の観点

1

2

競争的研究資金制度にお
ける一貫したマネージメ
ント体制による審査・評価
の質の向上

若手研究者への顕彰に対
する評価

日本学術振興会の自己点検
成果
科学研究費補助金の審査委員選考において、学術シ
ステム研究センターで、審査委員のデータベースを構
築し、専門的見地からより適切な選考を実施。また、
利益相反の規定を明確にするなど、審査・評価基準の
見直しを図ったことにより、審査精度が一層高くなっ
た。
優れた若手研究者を顕彰する制度である日本学術振
興会賞において、学術システム研究センターでは、学
術的な見地から予備審査を行った。その審査結果につ
いては、内外から高い評価を得た。

評価

外部評
価委員
の評価

Ｓ

Ｓ

Ａ

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
振興会の主たる事業である「研究費の助成」、「若手研究者の養成」及び「学術の国際交流」におい
て審査・評価業務に参画するとともに、その審査・評価方法の改善などにおいて、研究者の見地から
の提言を行うなど、本会の業務遂行していく上で、非常に重要な役割を果たしてきている。
また、今年度学術システム研究センターの活動について、広報活動を行い、研究者等における認知
を高めたことは評価できる。

８．外部評価委員による総合的な評価
学術システム研究センターの活動は高く評価できる。今後は、プログラム・ディレクターやプログ
ラムオフィサーがより広い視野を持ち、国際的な場面などで十分に活躍できるような、いわゆるサイ
エンス・マネージャーとして育つような運営と波及が待たれる。
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評価シート（Ⅱ-1-(3)-②）

事業・業務の名称：１ 総合的事項（３）研究者が振興会の業務運営に適切に関与す
る体制の整備 ② 学術顧問
掲載箇所

中期計画

２頁

年度計画

２頁 業務実績報告書

２４頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

本会業務に対する研究者のニーズの反映、今後の方向性検討等のためには、学界を代表する
有識者の意見を積極的に取り入れていく必要がある。

Ａ

２．評価資料
・
・
・
・
・
・
・
・

学術顧問名簿（第２期）
独立行政法人日本学術振興会学術顧問に関する要項
独立行政法人日本学術振興会学術顧問会議設置要項
第１４回学術顧問会議議事次第
第１５回学術顧問会議議事次第
第１６回学術顧問会議議事次第
第１７回学術顧問会議議事次第
第１８回学術顧問会議議事次第

３．事業・業務の実施状況
本会の事業について専門的見地から助言をいただく会議として、平成１８年５月１８日、７月３１
日、１０月１９日、１２月２７日及び平成１９年３月２３日に学術顧問会議を５回開催した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

日本学術振興会の自己点検
実績
評価
日程調整を綿密に行い、多くの学術顧問の出席が得られるよう配慮した。また、
本会の会議室を使用したことにより、経費を最小限に抑えることができた。

効率性

有効性

Ａ

新規事業については準備段階から学術顧問から助言を得ることをするととも
に、学術顧問会議に本会役員の他、関係する部課長も出席し、学術顧問から出さ
れた意見等が業務に反映できる体制を整備した。
Ａ
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3

学術顧問に関する要項及び学術顧問会議設置要項を定め、事務手続きを明示し
ている。
また、ホームページの組織紹介のページにおいて氏名を公表している。
公正性・
透明性

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点
学術顧問会議を年６回程
度開催する。

1

評価基準
７回以上‥Ｓ
５〜６回‥Ａ
２〜４回‥Ｂ
０〜１回‥Ｆ

日本学術振興会の自己点検
実績
平成 18 年 5 月 18 日：第 14 回学術顧問会議
平成 18 年 7 月 31 日：第 15 回学術顧問会議
平成 18 年 10 月 19 日：第 16 回学術顧問会議
平成 18 年 12 月 27 日：第 17 回学術顧問会議
平成 19 年 3 月 23 日：第 18 回学術顧問会議

判定

Ａ

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点
有識者の意見を反映した

1

事業運営

成果

外部評

評価

価委員
の評価

研究者の養成、国際関係事業、科研費等の研究助成
及び研究費の不正使用防止等について、学術顧問会議

Ａ

Ａ

の意見を反映し、事業の適切な実施に貢献した。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
学術顧問はノーベル賞受賞者、大学長経験者等、学術研究に関する特に高い識見を有する研究者か
ら構成されており、人文科学から医歯薬学まで幅広く対応できるようになっている。また、平成１８
年度中においては学術顧問会議を５回実施し、本会の各事業について専門的見地から幅広い助言を得
ることができ、研究者の意見が適切に反映される体制が整備されている。

８．外部評価委員による総合的な評価
俯瞰的な見地からの意見・助言はＪＳＰＳの活動にとって極めて重要であり、したがって有意義で
ある。その意見・助言と学術システム研究センターの提言・助言とをいかに整合させるかが今後の課
題であろう。
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評価シート（Ⅱ-１-(４)-①）

事業・業務の名称：１
①

掲載箇所

中期計画

総合的事項
自己点検

２頁

（４）自己点検及び外部評価の実施

年度計画

２頁 業務実績報告書

２５頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

独立行政法人日本学術振興会中期目標において、毎事業年度毎に「自己点検評価及び外部評
価」を実施し、その結果を踏まえて事業の改善・見直し等を行うことが定められており、これ
に基づき中期計画及び平成 18 年度計画に、自己点検評価及び外部評価の実施を明記している。

Ａ

２．評価資料
平成 17 事業年度自己点検・外部評価報告書

３．事業・業務の実施状況
「独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会規程」
、
「独立行政法人日本学術振興会平成 17 年
度自己点検評価規程」及び「独立行政法人日本学術振興会平成 17 年度事業の評価手法について」に基
づき、各部課において必要な資料を作成するとともに、作業部会を経て平成 18 年 4 月 19 日に自己点
検評価委員会を開催し、自己点検評価報告書を取りまとめた。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績
自己点検評価報告書は、振興会の外部評価委員会の審議資料及び文科省独立行
政法人評価委員会の参考資料となるため、限られた時間内に作成する必要があ
る。そのため、評価様式及び評価基準の統一化、評価資料の共通化を行い、評価
の質を維持しつつ作業量の短縮を図った。
「平成 17 年度事業の評価手法のついて」の作成にあっては、我が国における
評価の指針である「国の研究評価に関する大綱的指針」などを参照するとともに、
米国及び英国のファンディングエージェンシーにおける研究評価手法などを参
考に、学術研究を支援する機関としての業務の特殊性を配慮した自己点検評価手
法を作成した。

2

有効性

3

自己点検評価の実施にあたっては、「独立行政法人日本学術振興会自己点検評
価委員会規程（平成 16 年 2 月 20 日理事長裁定）に基づき、「独立行政法人日本
公正性・ 学術振興会平成 17 年度自己点検評価実施要領」及び「独立行政法人日本学術振
興会平成 17 年度事業の評価手法について」を作成し、全職員が共通認識のもと
透明性
に自己点検評価を行った。
また、自己点検評価報告書は、終了後、ホームページ等に公表される。
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評価

Ａ

Ａ

Ａ

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価

自己点検評価の実施が各

成果
自己点検評価実施することにより、業務の現状・課

種業務運営にもたらした

題の把握、分析、改善方策が明らかになり、迅速に業

効果

務改善が図れることが可能になった。

1

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

日本学術振興会の自己点検

評価の観点

また、全職員が、独立行政法人制度の根幹である効
率性、有効性、公正性、透明性の観点を認識した上で
業務に取り組む姿勢が顕著になり、特に、効率性を意
識した業務運営が行われた。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
「独立行政法人日本学術振興会平成 18 事業年度の評価手法について」に、平成 17 年 9 月 26 日に
文部科学大臣決定された「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」に示された配慮事項
などを明記することにより、適時、評価手法の見直しを行うなど、効果的に自己点検評価を実施する
ことができた。
また、評価手法等を全職員に周知することにより、共通認識のもとに効率的に自己点検評価を実施
することができ、職員の事務負担の軽減にも繋がった。

８．外部評価委員による総合的な評価
自己点検評価は各種評価のなかでもっとも基本的な事柄であり、そのことが十分に認識されている
ことを評価したい。

29
39

評価シート（Ⅱ-１-(４)-②）

事業・業務の名称：１ 総合的事項
② 外部評価
掲載箇所

中期計画

２頁

（４）自己点検及び外部評価の実施

年度計画

３頁 業務実績報告書

２６頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

独立行政法人日本学術振興会中期目標において、毎事業年度毎に「自己点検評価及び外部評
価」を実施し、事業の改善・見直し等を行うことが定められており、これに基づき中期計画及
び平成 18 年度計画に、自己点検評価及び外部評価の実施を明記している。

Ａ

２．評価資料
平成 17 事業年度自己点検評価･外部評価報告書
【（１）総合的事項（４）自己点検外部評価の実施①自己点検評価と同じ】

３．事業・業務の実施状況
第１回外部評価委員会を平成 18 年 4 月 24 日、第２回外部評価委員会を平成 18 年 5 月 29 日、第３
回外部評価委員会を平成 18 年 6 月 20 日に開催し、外部評価結果報告書をとりまとめた。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

3

日本学術振興会の自己点検
実績
外部評価委員の負担を軽減し、かつ効果的に外部評価を実施する観点から、自
己点検評価と外部評価に一貫性を持たせ、評価フォーマットを共通化するなど、
外部評価を効率的に実施することを可能とした。
外部評価の際には、容易に自己点検評価結果を参照することが可能であり、各
事業担当者が各外部評価委員からヒアリングを受けることで、短期間に外部評価
を実施することができた。
外部評価に先立ち自己点検評価を実施し、その結果を外部評価資料として提供
することにより、外部評価委員に対して必要な情報を適切に提供することか可能
となっている。
また、評価項目に「得られた成果に対する評価」として、アウトカムを記載し
ており、外部評価委員が各事業の成果を明確に把握することが可能となってい
る。

外部評価委員の選考にあっては、振興会から直接支援を受けていないことな
ど、利害関係にも配慮しており、公正な評価が行われる制度としている。
外部評価結果については、外部評価が終了した時点で、外部評価報告書として
公正性・
ホームページ等を通じて公表している。
透明性
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評価

Ａ

Ａ

Ａ

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

日本学術振興会の自己点検

評価の観点
外部評価の実施が各種

成果
外部評価を実施することにより、全職員が、独立行

業務運営にもたらした

政法人制度の根幹である効率性、有効性、公正性、透

効果

明性の観点を認識した上で業務に取り組む姿勢が顕著
になり、特に、効率性を意識した業務運営が行われた。
また、外部評価委員の意見に基づいた業務の改善が

1

図られるとともに、
「経済産業省関係のファンディング
が政策対応型で技術開発に傾斜していることを踏まえ
ると、日本の学術研究の将来にとって、基礎研究を重
視する振興会の事業の果たす役割が極めて重要であ
る」との評価結果を踏まえ、より質の高い、学術の特
性に配慮した業務運営の実施が図られている。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
平成１７事業年度の外部評価を実施するに当たり、アウトカムを明確にした上で外部評価を実施し、
評価資料も自己点検評価と共通化するなど、効果的・効率的に外部評価を実施することができた。結
果、評価する側、される側双方の評価業務に過大な労力が費やされることなく、適切に外部評価を実
施することができた。

８．外部評価委員による総合的な評価
外部評価と自己点検評価とで評価資料を共通化するなどの効率化は大いに評価できる。
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評価シート（Ⅱ-１-(5)-①）

事業・業務の名称：１．総合的事項
掲載箇所
掲載箇所

中期計画
中期計画

頁
２頁

（５）情報システムの整備
年度計画

年度計画

①

電子化の活用

頁 業務実績報告書

頁

３頁 業務実績報告書

２６頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

電子政府構築計画及び総合科学技術会議の意見具申等国の科学技術政策に沿った事業であ
る。
本会は学術研究の振興を目的とする我が国を代表する機関であり、各種公募事業はそのため
の中核的な事業となっている。申請者やその所属機関に大きな利便をもたらすこれら事業の電
子化を実施することは、対外的なサービス向上であるとともに、業務の効率化・合理化の面で
本会にとって重要な課題である。

Ａ

２．評価資料
日本学術振興会自己点検評価・外部評価報告書、電子政府構築計画、総合科学技術会議意見具申
電子申請システムホームページ

３．事業・業務の実施状況
すべての公募事業における募集要項・応募様式等の各種書類をホームページから入手出来るように
した。
また、平成１８年度公募事業２８事業のうち、国際交流事業、科学研究費補助金事業及び研究者養
成事業の一部（１７事業）について、電子的申請受付と書面審査の電子システムの実施を行った。
このうち、国際交流事業は、平成１５年度に開発した電子的申請受付と書面審査を実施し、科学研
究費補助金事業は、平成１６年度に開発した学術創成研究費及び基盤研究・萌芽研究・若手研究の電
子的申請受付と書面審査に加え、若手研究スタートアップの電子的申請受付と書面審査及び基盤研究
（Ｓ・Ａ・Ｂ）について、調書も含めた完全電子化にて申請を受け付けた。
なお、平成１９年度実施にむけて科学研究費補助金事業（若手研究）の完全電子化と研究者養成事
業（RPD）の書面審査電子化、国際交流事業（外国人特別研究員、外国人特別研究員招へい）の電子化
に関する検討を行った。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績

評価

国際交流事業と科学研究費補助金事業（基盤研究 S・A・B）については、電子的に申請
できるようになったことにより、申請者や研究機関では、入力内容の形式チェックや郵送
のための切手貼付、学内での書類受け渡し等が不要になった。また、本会業務担当者によ
る受付書類の仕分け・取りまとめ作業等がなくなったことなど、公募事業に関わる全体の
手続き及び事務が効率的に行えるようになった。
その他の科学研究費補助金事業及び研究者養成事業においては、入力内容の形式チェッ
クや研究機関で作成する書類等が不要となった。また、本会業務担当者によるチェック作
業が軽減されたこと等により、事務の効率化が図られ審査開始を早めることができた。

Ａ
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2

有効性

申請手続きが自宅のＰＣや海外からも可能となったこと、形式チェックが申請前に行わ
れること、審査員が審査内容の秘密保持に書類ほど気を使わなくて済むようになったこ
と、本会業務担当者の書類整理事務がなくなったこと、審査コメントを短時間で効率的に
とりまとめるようになったことなど、申請時の利便性の向上、事務効率の向上に有効であ
ることがわかった。
さらに完全電子化された科学研究費補助金（基盤研究 S・A・B）については、審査に必
要な書類も電子的に閲覧することが可能になり、審査員がいつでもどこからでも審査を行
うことが可能となった。

Ｓ

公募事業の電子化により、申請者等による軽微なミスにより審査に付されないことがな

3

公正性・ くなった。また、申請後の状況をシステム上で確認出来るようになった。
審査においては、審査コメントを迅速に集計して審査に供することが可能となり、より
透明性

Ａ

公正な審査の実施に寄与した。

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

募集要項・応募様式等の
書類を電子的に入手可能
にする仕組みについて
は、中期計画期間中に
90％以上の公募事業にお
いて実現させる。

2

申請書類を電子的に受け
付けるシステムについて
は、平成 16 年度より技術
的・制度的な課題を解決
した一部の公募事業で試
行的な運用を開始し、中
期計画期間中に、50％以
上の公募事業で実現させ
る。

日本学術振興会の自己点検
実績
２８の公募事業のうち、
２８
100％
S
事業（100％）において募集
80％以上〜100％未満
A
要項・応募書式の電子的入手
50％以上〜80％未満
B
を可能とした。
50％未満
F
評価基準

一部の事業で申請書類の電子
的な受付を実施した。
Ｓ
一部の事業で電子的受付事業
を選定し開発を行った。
Ａ
一部の事業でシステム化の技
術的・制度的検討を行ったが開
発着手にはいたっていない。 B
システムの技術的・制度的検討
を行っていない。
F

平成１８年度公募事業２
８事業のうち、国際交流事
業、科学研究費補助金事業及
び研究者養成事業の一部（１
７事業）について、電子的申
請受付と書面審査の電子シ
ステムの実施を行った。

判定

Ｓ

Ｓ

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検
成果
電子申請システムの導入という政策的要請に対応し
国の政策的ニーズへの対
て、他の競争的研究資金制度に先駆けて 10 万件規模の
応
申請件数に対応するシステムの運用が実施された。
申請者や研究機関の更なる効率化を図るべく、一部
電子化で実施している事業については完全電子化を進
める。
評価の観点

1

評価

外 部 評
価 委 員
の評価

Ｓ

Ｓ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
国の政策課題となっている研究開発公募事業の申請等の電子化について、他機関に先だって申請件
数の多い事業の申請及び書面審査の電子化を本格的に実施し、10 万件規模の申請及び 30 万件規模の
審査を電子的に受け付けたことは高く評価できる。

８．外部評価委員による総合的な評価
研究開発公募事業の申請など膨大な文書を電子化したことは大いに評価できる。申請する研究者に
とっても大変メリットの大きな改革であった。
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評価シート（Ⅱ-１-(5)-②）

事業・業務の名称：１．総合的事項 （５）情報システムの整備
② 業務用データベースの整備
掲載箇所

中期計画

３頁 年度計画

３頁 業務実績報告書

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

２７頁
］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

研究者情報等を多数有する本会がこれらをデータベース化して有効活用し、もって効果的な
学術研究支援を行うことは、日本の学術研究の振興にとって重要である。
また、本会が行っている各種事業に関わる情報（科学研究費補助金交付申請書、特別研究員
採用者氏名等の事業データ及び科研費審査委員候補者等）をデータベース化することは、審査
業務等の効率的遂行にとって有効である。

Ａ

２．評価資料

３．事業・業務の実施状況
本会事業を進める上で必要となる各種情報のデータベースを整備し業務の効率化に役立てるため、
本会実施事業に関する情報の追加を行った。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績
研究者に係る情報、特に審査業務に係る情報のデータベースを作成し情報を追
加したことで、審査業務事務をより効率的に行なえるようになった。
業務用データベース、特に研究者や申請書に係るデータベースを有効活用する
ことで、本会における業務、特に審査業務の質を向上させることができた。

2

有効性

3

本会の業務、特に審査業務に研究者関連情報のデータベースを活用することに
公正性・
より客観的で公正な審査業務の遂行に向けた基盤整備を進めることができた。
透明性
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評価
Ａ

Ａ

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
日本学術振興会の自己点検
評価基準
実績
情報量については、毎年 データ量の増加が年 50％ 対前年度１１％増加があった。
度 10％の増を図る。
以上
Ｓ
データ量の増加が年 10％
〜50％未満
Ａ
データ量の増加が年 10％
未満
Ｂ
データ量の増加が年５％
未満
Ｆ
評価の観点

1

判定

Ａ

６．得られた成果に関する評価
評価の観点
情報の共有と有効活用

1
適切な審査委員の選定
2

日本学術振興会の自己点検
成果
業務用の複数のデータベース件数が増えたことによ
り業務上で有効に参照できるデータが更に増え、情報
の共有と有効活用を進めることができた。また、情報
の陳腐化を防ぐことができた。
審査業務に供するデータベースを構築し、情報が追
加・更新されたことにより、研究分野に応じた適切な
審査委員の選定がより充足され、公平で公正な審査の
実施に寄与した。

評価

外 部 評
価 委 員
の評価

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
業務用データベースの蓄積件数は着実に増加しており、情報の検索・抽出など日々の業務に活用で
きる情報が幅広くなっている。今後は、既存データの更新を容易にする仕組みを検討するとともに、
個人情報の保護に関する法律などを遵守し、情報漏洩の予防に努める必要がある。

８．外部評価委員による総合的な評価
データベースにとって蓄積件数の増加、検索履歴の蓄積が重要な課題であり、十分な対応を行って
いる。
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評価シート（Ⅱ-１-(5)-③）

事業・業務の名称：１．総合的事項 （５）情報システムの整備
③ ホームページの充実
掲載箇所

中期計画

３頁

年度計画

３頁 業務実績報告書

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

２７頁
］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

学術研究の助成、研究者養成の支援、学術国際交流の促進など広く研究者の支援を目的とす
る本会からホームページを通じて研究者にわかりやすく的確で迅速な情報提供を行うことは
極めて有効な手段となっており、本会の重要な情報発信手段としてホームページを活用する必
要がある。
我が国を代表する学術研究支援機関である本会のホームページによる情報発信は、海外の学
術研究支援機関や研究機関・研究者にとっても極めて有益であるとともに、これらの機関との
相互協力・理解にとっても不可欠である。

Ａ

２．評価資料
日本学術振興会ホームページ
ホームページファイル件数・アクセス件数

３．事業・業務の実施状況
本会の業務に関する情報に関して、一般国民や研究者のニーズに応える的確で見やすい情報提供を
行うため、平成１８年度は、情報の更新を行うとともに、英文ホームページの情報の充実を図った。
また、正しい情報提供ができるようホームページの見直しを行った。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

3

日本学術振興会の自己点検
実績
評価
本会が実施する公募事業の案内や募集要項・申請書式等を低コストで迅速に全
世界に提供でき、利用者は外部のどこからでも手軽にかつ迅速にインターネット
から入手できることから、双方にとって効率的な情報伝達手段となっている。ま
効率性
Ａ
た、公募事業への電子的な申請機能を付加したことにより、情報入手だけでなく、
研究者等が本会公募事業に申請する作業も郵送や記載ミスによらず、効率的に行
なえるようになった。
本会からの情報発信や情報提供に加えて、本会公募事業への申請手続きもホー
ムページから電子的に行なえるように拡充したことにより、場所や時間を選ばな
有効性
Ａ
い双方向機能を有するインターネット上の本会の総合的窓口として極めて有効
に機能している。
ホームページにおいては、本会が行うすべての公募事業の概要を公開している
公正性・ が、一部については審査基準や採択結果も併せて公表することにより、業務実施
Ａ
透明性
の透明性を高めている。
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５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

2

3

評価基準
提供文書ファイル数を中 対前年度増加
期 計 画 期 間 中 に 全 体 で 20％以上
10％以上増加させる。
10％以上〜20％未満
（年度計画
全体で
5％以上〜10％未満
9,200 件以上）
5％未満
特に英文ページについて
は、提供文書ファイル数
を中期計画期間中に 20％
以上増加させる。
（年度計画 1,150 件以
上）
中期計画終了時には、年
間のアクセス件数を 20％
以上増加させる。
（年度計画 1,600 万件
以上）

対前年度増加
10％以上
5％以上〜10％未満
3％以上〜 5％未満
3％未満

日本学術振興会の自己点検
実績
判定
ホームページの内容を更新し、ま
Ｓ た、正しい情報が提供できるよう
見直した結果、平成１７年度１５，
Ａ
Ｓ
５９３件に対し、１９，６７４件
Ｂ （２６％増）であった。
Ｆ
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｆ

平成１４年度比増加率
30％以上
Ｓ
20％以上〜30%未満 Ａ
10％以上〜20％未満 Ｂ
10%未満
Ｆ

英文ホームページの情報提供の充
実を図った結果、平成１７年度の
４，４８１件に対し、５，８９２
件（約２８％贈）であった。

平成１４年度の約１，３６０万件
に対し、平成１８年度は約６，４
５１万件（うち、電子システム２，
５０３万件）で、対１４年度比３
５０％以上（除く、電子システム
２９０％）の増となった。

Ｓ

Ｓ

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検
成果
本会ホームページの充実を図ることにより、アクセ
本会事業についての理解
ス件数は平成１７年度からほぼ横ばいであるが、訪問
と周知
数については引き続き増加傾向が見られ、本会事業の
周知が図られた。
評価の観点

1

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
本会と研究者等を結ぶネット上の総合的窓口として効果的に機能している。
アクセス数の増加に対応して、今後とも不断に内容の充実やページ構成・機能の見直し、不要な情
報の整備を行い、ホームページの利用しやすさの向上に努める必要がある。

８．外部評価委員による総合的な評価
きめ細かな対応がはかられており、研究者にとっては有効である。一般の国民に対するＪＳＰＳの
わかりやすい広報をより充実させるべきではないだろうか。
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評価シート（Ⅱ-１-(5)-④）

事業・業務の名称：１．総合的事項 （５）情報システムの整備
④ 情報セキュリティの確保
掲載箇所

中期計画

３頁

年度計画

３頁 業務実績報告書

２８頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

政府の情報セキュリティ施策に基づく事業である。
本会が行う公募業務の過程で発生する情報については、透明性の確保の一方で、高い情報管
理が求められる。特に業務の電子化が進む中で振興会の信頼を維持するために情報セキュリテ
ィの確保は必要不可欠である。
本会が業務上の目的で公募事業申請者等から取得した各種情報は、情報セキュリティ対策の
確保された環境の下で管理される必要がある。

Ａ

２．評価資料
日本学術振興会中期計画・年度計画
電子政府構築計画

３．事業・業務の実施状況
本会の重要な情報資産を外部からの不正アクセスやウイルス、誤操作による情報漏えい等から守る
ため、本会ネットワークを利用形態に応じて区分しファイアウォールによって安全に運用できるよう
にするとともに、職員の各パソコンの OS アップデイトを一括して実施するシステムの運用を行った。
また、平成１６年度より実施している外部専門機関による本会ネットワークの常時監視を引き続き行
った。職員に対しては、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する講習を実施し、情報セキュリテ
ィや個人情報保護に関する知識の向上に努めた。また、情報セキュリティポリシーの策定を進めた。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績
夜間や休日を問わず必要となるネットワークの常時監視を外部委託によって
効率的に実施した。さらにファイアフォールの設置やＯＳの一括アップデイト、
情報セキュリティ及び個人情報保護に関する講習の実施、情報セキュリティポリ
シーの策定等による職員の意識向上醸成は、万が一の情報漏えい等によるリスク
発生に伴う莫大な損失コストを考えれば効率的な措置であると考えられる。
情報セキュリティ水準の向上に向けて有効で必要な措置を実施することができ
た。

2

有効性

3

セキュリティ確保のための技術的な措置や各種講習会の実施、情報セキュリティ
公正性・
ポリシー策定などによって、透明性を高めた。
透明性
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評価

Ａ

Ａ

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
日本学術振興会の自己点検
実績
情報セキュリティ及び個人情報保
護に関する講習を４回実施した。
（参加者は、本会職員等を中心に
のべ９１人）

評価の観点

1

評価基準
説明会・講習会などを 年間実施回数：
少 な くと も年 ２ 回新 ４回以上
S
たに実施する。
３回
A
１回
B
０回
F

判定

Ｓ

６．得られた成果に関する評価
評価の観点
セキュリティ水準の向上

1

日本学術振興会の自己点検
成果
セキュリティ確保のための諸方策により、インター
ネットを通じた公正で透明性の高い本会事業を実施す
るために必要な情報基盤の整備を更に進めることがで
きた。

評価
Ａ

外 部 評
価 委 員
の評価

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
いくつかのセキュリティ上の措置を実施することによって、一定のセキュリティ水準を持つネット
ワークとすることができた。また、職員への啓発もあわせて実施したことなどにより、情報セキュリ
ティに対する意識の向上を図ることができた。また、昨今の情報漏えい問題の基本対策として、本会
職員等の情報セキュリティに対する意識を継続させる必要がある。

８．外部評価委員による総合的な評価
電子化が進めば進むほどセキュリティの課題が増加する。このため、つねに対策をきめ細かく進め
ることが重要である。
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評価シート（Ⅱ-１-(6)）

事業・業務の名称：
掲載箇所

中期計画

１．総合的事項（６）研究費の適切な管理
３頁

年度計画

４頁 業務実績報告書

２８頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

科学研究費補助金の執行については、研究課題が効果的に進展するよう、研究費の使途にで
きる限り制限をかけないようにするとともに、一方で、適切な管理を徹底し、不正な使用を的
確に防ぐための措置が必要である。

Ａ

２．評価資料
科学研究費補助金（基盤研究等）取扱要領、平成１９年度科学研究費補助金公募要領等説明会資料、
科研費ハンドブック（研究者用、研究機関用）、「科学研究費補助金に係る不正使用等防止のための措
置について」
（平成 18 年 11 月 28 日付け 18 文科振第 559 号文部科学省研究振興局長通知）

３．事業・業務の実施状況
科学研究費補助金における適正な執行を徹底するため、不正使用だけでなく、不正受給に対しても
罰則規程を適用するための対応を行っている。なお、不正使用・不正受給に対する認識を高め、防止
するため、科研費の使用ルールについての研究者及び研究機関向けハンドブックを改正し、配布する
とともに、事業説明会等の場において、具体的な例を示して、注意喚起、指導を行った。また、平成
１９年度科学研究費補助金の応募分について、所属機関の経費管理・監査体制等の状況を確認するた
めの資料の提出を求めた。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

効率性

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
所属機関あての通知だけでなく、ホームページによる周知や全国を地区別に分
けて実施した事業説明会等の場での説明などにより、効率的な注意喚起、指導に
努めた。

評価

Ａ

科研費の使用ルールについて、判りやすく説明したハンドブックを修正し、研
究者や所属機関事務職員の不正使用・不正受給に対する理解が効果的に促進され
るように努めた。
Ａ
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罰則規程の強化については、その内容を各研究機関あてに直ちに通知するだけ
でなく、ホームページで周知することにより、透明性を高めるようにした。

3

公正性・

Ａ

透明性

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検
成果

評価の観点
利用者に対するサービス
の向上

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

説明会等の場において、ハンドブック等を使用した
具体的な説明により、判りにくかった科研費の使用ル
ールが、罰則の適用を含め、よく理解されるようにな

1

った。
また、ハンドブックの活用により、所属機関が研究
者に適正な執行を徹底することが容易になるという意
見を多くいただいた。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
不正使用だけでなく、不正受給に対しても罰則が適用されることについて周知するため、科研費の
使用ルールを解説したハンドブックを修正、配布して、研究者等が正しく理解できるように努めてい
る。また、所属機関への通知及び事業説明会や研究機関が実施する説明会等の場において、所属機関
は補助金を適切に管理しなければならないこと、研究者は不正使用を決して行なってはいけないこと
を十分に説明するなど指導を徹底している。

８．外部評価委員による総合的な評価
不正受給、不正使用は科研費のアキレス腱であり、そのことを十分すぎるほど研究者等に徹底する
ことが肝要である。
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評価シート（Ⅱ-１-(７)）

事業・業務の名称：１
掲載箇所

中期計画

総合的事項
４頁

（７）広報

年度計画

４頁 業務実績報告書

２８頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

独立行政法人は透明性の高い業務運営を実施することが求められている。また、本会の支
援・助成により得られた研究成果などを積極的に公開することで広く国民に理解を得つつ、事
業を実施する必要がある。
また、本会が国際交流事業を円滑に実施するためには、その活動状況等を英文ニューズレタ
ーにより外国の学術振興機関、在日大使館等に継続的に発信し、本会を信頼される組織、顔の
見える組織とする必要がある。

Ａ

２．評価資料

３．事業・業務の実施状況
従来のパンフレット（和文・英文）に加え、より一般向けに簡易版を作成するとともに、本会の各
種事業データについても積極的に発信するため、カード版のＣＤ−ＲＯＭを作成した。
昨年に引き続き、科学研究費補助金及び特別研究員事業等に関する事業説明会等を実施するととも
に、サイエンスダイアログ事業など本会事業の積極的な広報に努めた。
また、海外向けの広報誌「Japan Journal」編集委員会に参画し、本会事業を積極的に広報した。ま
た、文部科学省が主催する「文部科学省所管独立行政法人等広報担当者会議」に出席し、本会の広報
活動等の報告及び他の科学技術関係法人等で実施されている広報活動についての情報収集等を実施し
た。
また、広報委員会を年４回開催し、学術月報（平成１８年７月号〜平成１９年６月号分）の特集分
野及び年間計画の策定などについて実施した。
英文ニューズレターについては、
「JSPS Quarterly」を平成１８年６月、９月、１２月及び平成１９
年３月にそれぞれ 15,000 部発行し、本会の事業により来日したことのある外国人研究者、海外の学術
振興機関、在日大使館等に配布した。
また、内容の見直しについては、対象読者にとって有益な情報を提供できるよう検討を進めている。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

効率性

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
本会の各種事業の情報発信手段として、文部科学省記者クラブを通じた記者発
表など効率的な広報活動を実施するとともに、文部科学省及び大学等と連携し科
学研究費補助金をはじめとする本会事業について効率的に説明会を実施した。
広報用ポスター作成をイラストレーターに依頼することや海外向け広報誌に
本会の事業をシリーズで掲載すること（ジャパンジャーナル：２１世紀ＣＯＥプ
ログラム特集）を通じて本会の事業を積極的に発信することができた。
また、英文ニューズレターを本会の事業により過去に来日した外国人研究者に
配布することにより、本会と外国人研究者との関係を保つことが期待できる。
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評価

Ａ

Ａ

3

公正性・

広報委員会を開催することにより、本会の広報活動の課題、問題点及び事務手
続き等について全職員が共通理解のもと広報活動を進めることが可能となった。

透明性

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

2

広報に関する委員会を
設置し、年４回以上開催
する。
英文ニューズレターに
ついて、現行と同じ年４
回発行する。

評価基準
４回以上
Ａ
２回〜３回
Ｂ
１回以下
Ｆ
４回以上
Ａ
２回〜３回
Ｂ
１回以下
Ｆ

日本学術振興会の自己点検
実績
平成 18 年度中に 4 回広報に関
する委員会を開催した。
「JSPS Quarterly No.16」を平成
18 年 6 月、
「JSPS Quarterly No.17」
を平成 18 年 9 月、
「JSPS Quarterly
No.18」を平成 18 年 12 月、「JSPS
Quarterly No.19」を平成 19 年 3
月にそれぞれ 15,000 部発行した。

判定
Ａ

Ａ

６．得られた成果に関する評価

本会事業への理解増進
及び情報発信強化

1

評価

外部評
価委員
の評価

Ｂ

Ａ

日本学術振興会の自己点検

評価の観点

成果
科研費説明会など、振興会事業の説明会等を実施す
ることにより、事業内容の理解の増進が図られるとと
もに、説明会等における質疑応答を通じて適切な申請
がなされることで、より効率的な業務実施が可能とな
った。
また、外国人研究者に対する継続的な情報提供を行
うことにより、国際的な人的ネットワークが構築され
つつある。
さらには、海外向け広報誌に、平成 18 年５月から１
年間のシリーズで「21 世紀ＣＯＥプログラム」の特集
が組まれ、海外に情報発信された。
引き続き、国民に対する更なる理解の促進が必要で
ある。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
研究者等に対しては、ホームページ等を通じて、迅速な情報提供を実施することができた。しかし、
国民に対する研究成果の発信や振興会事業の理解促進については、更なる努力が必要。

８．外部評価委員による総合的な評価
研究者に対する広報活動は十分であるが、今後は一般国民にいかににわかりやすい広報をするかが
課題である。
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評価シート（Ⅱ-２-(１)）

事業・業務の名称：
掲載箇所

中期計画

２．学術研究の助成
４頁

年度計画

（１）科学研究費補助金事業
４頁 業務実績報告書

３０頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

科学研究費補助金は、人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたる学術研究（研究
者の自由な発想に基づく研究）を支援する競争的研究資金であり、我が国の発展基盤形成につ
ながる基幹的な研究費として極めて重要である。

Ｓ

２．評価資料
独立行政法人日本学術振興会法、科学研究費補助金（基盤研究等）交付要綱、科学研究費補助金（基
盤研究等）取扱要領

３．事業・業務の実施状況
科学研究費補助金事業は、審査・評価の充実及び研究者へのサービス向上の観点から、基盤研究等、
一部の研究種目における審査・交付業務が、平成１１年度に文部省（現文部科学省）から本会に移管
され、それ以降、間接補助事業として実施している。
平成１８年度には、特別研究員奨励費の交付業務が更に本会に移管された。また、若手研究（スタ
ートアップ）が新設され審査・交付業務を実施した。審査・交付業務の実施に当たっては、文部科学
省から示される方針等に従いつつ、有識者で構成する科学研究費委員会や研究経験者で構成する学術
システム研究センターなど、専門家の意見を取り入れた改善を図りつつ、適切に遂行した。
また、平成２０年度補助金の公募から適用される分科細目表の見直しのための作業を進めた。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
評価
本会では、科学研究費補助金予算全体（約１，８９５億円）のうち、
交付業務については約１，０８０億円、審査・評価業務に至っては約
１，３４０億円分を担当している。特別研究員奨励費の移管による交付業務及び
若手研究（スタートアップ）の新設に伴う審査・交付業務の増があったにもかか
わらず、従事する常勤の事務職員については約２０名、所要事務経費については
Ｓ
配分審査予算額の約１％程度の額により、外部委託や電算化の促進等を図りつ
つ、効率的に業務を実施した。
諸外国の同種の機関の所要事務経費（概ね配分審査予算額の約４％）に比して、
極めて効率的に業務を実施している。
制度運営にあたっては、文部科学省の方針を踏まえた上で、審査会等における
研究者の意見等を参考にして、科学研究費委員会での議論や学術システム研究セ
Ｓ
ンターからの助言等により、改善方策について適切にとりまとめ、効果的に事業
運営を実施した。
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3

有識者で構成する科学研究費委員会における「科学研究費補助金（基盤研究等）
における審査及び評価に関する規程」の制定及び改正、研究経験を有する学術シ
公正性・ ステム研究センター研究員による、前年度の審査結果の検証・分析を踏まえての
透明性 審査委員の選考、研究者のピアレビューによる２段階審査などを行うとともに、
その内容を適切に説明、公開することにより、公正で透明性の高い事業運営に努
めている。

Ｓ

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検
成果

評価の観点
審査の適切性

Ｓ

Ｓ

Ｓ

Ｓ

科学研究費補助金は、競争的研究資金制度の中で、
最も審査システムがしっかりしており、公正で透明性

1

評価

外部評
価委員
の評価

の高い、信頼できる研究費と評価されている。
利用者に対するサービス

2

の向上

審査会、説明会等の場において、研究者等と積極的
に意見交換を行うことにより、その具体的な要望やニ
ーズを的確に把握し、有識者の意見を聴いた上で、適
切に事業の改善に活かしている。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
科学研究費補助金事業は、基本的に文部科学省の方針に基づいて実施する事業であるが、本会が担
当する研究種目については、文部科学省と協議しつつ、研究者の要望やニーズを的確に取り入れ、適
切な改善に努めることにより、公正で透明性の高い審査・評価を行うとともに、効率的な事務処理に
よる迅速な交付を行うなど、適切な事業運営を実施している。

８．外部評価委員による総合的な評価
科学研究費は学術研究を支援する競争的研究資金として最も重要なものであり、不断の改善により
研究者のニーズに答えている。新規事業が追加されたにもかかわらず、きわめて効率的に事業を運営
し、公正で透明性の高い審査・評価に努めていることは高く評価できる。
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評価シート（Ⅱ-２-(１)-①）

事業・業務の名称：

掲載箇所

中期計画

２．学術研究の助成
① 交付業務
４頁

年度計画

（１）科学研究費補助金事業

４頁 業務実績報告書

３０頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

科学研究費補助金は、人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたる学術研究（研究
者の自由な発想に基づく研究）を支援する競争的研究資金であり、我が国の発展基盤形成につ
ながる基幹的な研究費として極めて重要である。

Ｓ

２．評価資料
科研費ハンドブック（研究者用、研究機関用）

３．事業・業務の実施状況
平成１７年度科学研究費補助金について、補助金を交付した研究者からの実績報告書を基に額の確
定を行うとともに、年度繰越が承認された課題への補助金交付を行った。
平成１８年度科学研究費補助金の交付業務については、移管された特別研究員奨励費及び新設され
た若手研究（スタートアップ）が新たに加わったものの、迅速・的確な事務処理により、基盤研究等
については４月中旬、若手研究（スタートアップ）については８月下旬にそれぞれ交付内定通知を発
出し、内定者から提出された交付申請書を基に交付決定を行い、基盤研究等については６月中旬、若
手研究（スタートアップ）については 10 月初旬にそれぞれ補助金を交付した。年度途中では、育児休
業への対応、間接経費（基盤研究（Ｂ）新規研究課題対象）の追加交付なども行った。
平成１８年４月には、科研費の柔軟な使用への取組として、科研費の繰越の取扱いの通知を改正し、
これまで限定的に記載されていた繰越しの事例を大幅に追加するなど、年度間繰越の活用促進を図っ
た。
また、実績報告書の提出期限については、研究者が年度末の研究遂行に支障をきたすことのないよ
う、翌年度の５月 31 日まで延長した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績
応募件数の約８千件増、採択件数の約３千件増とともに、特別研究員奨励費及
び若手研究（スタートアップ）の交付業務の増があったにもかかわらず、迅速・
的確な処理により、早期に交付内定を行うことに努め、基盤研究等については４
月 14 日、若手研究（スタートアップ）については８月 25 日に行った。
交付決定に当たっては、基盤研究等については交付申請書の受理から、1,016
件の辞退、転出等への対応を８日間で、若手研究（スタートアップ）については
15 件の辞退、転出等を２日間でそれぞれ確実に処理した。
年度途中においては、研究費の効率的な使用等に資するため、基盤研究（Ｂ）
の新規課題を対象として、研究環境の改善や研究機関全体の機能の向上等に活用
する間接経費を追加で交付した。
年度繰越が承認された課題（31 件）への補助金交付については、研究遂行に
支障がないよう迅速に行った。
実績報告書の提出期限については、研究者が年度末の研究遂行に支障をきたす
ことなく効率的に研究費を使用できるよう、４月 25 日を５月 31 日に延長した。
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評価

Ａ

2

3

交付業務の迅速化だけでなく、交付内定日以降であれば、補助金が交付されて
いなくても、研究開始（精算）を可能とすることにより、できるだけ研究遂行に
支障がないようにしている。
有効性
補助金は、使用ルールにおいて、研究遂行上必要であり、適正に経理管理され
ていれば、柔軟に使用できることを、引き続き、ハンドブック等を用いて事業説
明会等において説明し、研究者に浸透するように努めた。
また、育児休業の申し出（16 件）への対応も適切に行った。
交付した補助金の使途等について、不正の疑いがある場合には、所属研究機関
公正性・
に徹底した調査を行わせるとともに、調査報告書を厳正にチェックすることによ
透明性 り、補助金の返還、罰則の適用等、適切に対処した。

Ａ

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
日本学術振興会の自己点検
評価基準
実績
①採否に関する通知は４ 目標の期日より大幅に早く行った 採否の通知
月下旬までに行う。
場合
Ｓ ４月１４日
② 審 査 結 果 の 開 示 通 知 目標の期日までに行った場合 Ａ
は、６月中旬までに行う。 特定の理由により、目標の期日ま 審査結果の通知
③補助金の額の確定につ でに行えなかった場合
Ｂ ５月３１日
いては、７月下旬までに 特段の理由なく、目標の期日まで
行う。
に行えなかった場合
Ｆ 額の確定
７月 ７日
評価の観点

1

判定

Ａ

６．得られた成果に関する評価
評価の観点
利用者に対するサービス
向上

1

日本学術振興会の自己点検
成果
評価
基盤研究等の新規採択課題（約 22,000 件）について、
研究者の研究開始に支障がないよう、迅速・的確な事
務処理により、３月下旬の審査終了から、交付内定通
知の発出まで約３週間で事務処理を行い、その後の交
付決定、補助金交付の業務が滞らないよう、1,016 件
の辞退・転出等の処理を８日間で確実に実施した。
Ｓ
また、若手研究（スタートアップ）の新規課題（803
件）についても８月上旬の審査終了から、交付内定通
知の発出まで約２週間で事務処理を行い、その後の交
付決定、補助金交付の業務が滞らないよう、15 件の辞
退・転出等の処理を２日間で確実に実施した。

外部評
価委員
の評価

Ｓ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
交付業務については、新たな業務移管や研究種目の新設という状況の中で、新規・継続を合わせた
約２万６千件の交付内定・交付決定・額の確定などの大量の事務作業に加え、年度途中での間接経費
の追加交付、年度繰越・育児休業の課題への対応、不正使用に対する補助金の返還など、限られた人
員により、円滑、迅速、的確な事務処理を実施している。

８．外部評価委員による総合的な評価
若手研究（スタートアップ）の交付業務の追加、応募件数の増加があったにもかかわらず、的確、
迅速な事務処理により交付業務を遅滞無く実施したことは高く評価できる。
科学研究費の柔軟な使用への取組みは着実に進められているが、研究費の有効利用の観点から、一
層の努力を望みたい。
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評価シート（Ⅱ-２-(１)-②）

事業・業務の名称：

掲載箇所

中期計画

２．学術研究の助成 （１）科学研究費補助金事業
② 募集業務（公募）
４頁

年度計画

４頁 業務実績報告書

３２頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

科学研究費補助金は、人文・社会科学から自然科学まで全ての分野にわたる学術研究（研究
者の自由な発想に基づく研究）を支援する競争的研究資金であり、我が国の発展基盤形成につ
ながる基幹的な研究費として極めて重要である。

Ｓ

２．評価資料
平成１９年度科学研究費補助金（基盤研究、萌芽研究、若手研究（Ａ・Ｂ））の公募について（通知）、
平成１９年度科学研究費補助金（研究成果公開促進費）の公募について（通知）
、平成１９年度科学研
究費補助金（若手研究（Ｓ）及び若手研究（ｽﾀｰﾄｱｯﾌﾟ））の公募について（通知）、平成１９年度科学
研究費補助金公募要領・研究計画調書、平成１９年度科学研究費補助金公募要領等説明会資料

３．事業・業務の実施状況
平成１９年度科学研究費補助金の公募については、適切な改善を加えた上で、公募要領を作成し、
関係機関に対し募集を行うとともに、公募の内容や計画調書の様式等の情報をホームページにより公
表した。
また、科学研究費の公募要領等に関する説明会を文部科学省と合同で開催するとともに、研究成果
公開促進費の公募要領等に関する説明会を開催した。さらに各研究機関が実施する科研費説明会に出
席し、内容説明等を行った。その際、応募可能な経費の説明と併せて、不正使用に関する具体的な事
例を示して注意喚起も行った。
応募書類の受付については、４日間で約８万６千件を迅速に処理するなど、効率的かつ適切に実施
した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
公募要領等に対する研究者の理解については、ホームページと全国の地区別説
明会の開催により、効率的な促進を図った。
応募書類の受付については、基盤研究の「企画調査」について募集を行わなか
ったことなどにより応募件数が昨年度に比べ約 400 件減の約 86,000 件となった
が、膨大な応募件数であることに変わりはなく、事務処理の迅速化等により、昨
年度と同じ４日間で滞りなく実施した。
公募要領や研究計画調書の様式を作成するにあたり、学術システム研究センタ
ーや科学研究費委員会の専門家の意見を聴きつつ、より適切でかつ分りやすいも
のとなるように改善を図った。特に研究計画調書については、記入内容と審査基
準の評定要素の対応を明確化する見直しを行った。
競争的研究資金の不合理な重複や過度の集中を避けるための対応として、研究
計画調書に研究者のエフォートが 100%になるよう、
「応募者の研究費」
、
「受入予
定の研究費」に加え、新たに「その他の活動」も記入させることとした。
説明会資料をホームページで公開することにより、説明会に出席できなかった
より多くの研究者等の理解が促進するように努めた。
また、大学等が主催する説明会に積極的に出席し、事業についての正しい理解
を一人でも多くの研究者等に持っていただけるよう努めた。
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評価

Ｓ

Ａ

3

基盤研究等の公募においては、昨年度に引き続き、応募受付前に審査方針・評
定基準等をホームページで公開することにより、より一層、制度の公正性・透明
性を高めるようにしている。また、若手研究（スタートアップ）の公募において
公正性・ は、公募要領に審査方針・評定基準を掲載している。
研究計画調書では、研究実績における公正性を確保するため、見込みのものは
透明性
記入しないように変更している。また、エフォートが全体で 100%になるよう記
入させる工夫をした。
事業説明会の場において、公募要領や研究計画調書等の変更点を分りやすく説
明することにより、研究者や事務担当者等の理解が促進するように努めた。

Ｓ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

事業に対する理解促進
及び事業の効果を上げる
ため、大学等機関への事
業説明を、文部科学省と
の共同実施及び機関から
の要望に応える形で、年
２０件以上行う

日本学術振興会の自己点検
実績
計 ５７回 開催
Ｓ
Ａ
○ 公募要領等説明会
Ｂ
○ 大学等機関説明会
Ｆ
○ 科学研究費補助金
制度説明会

評価基準
年間実施回数
３０回以上
１６回〜２９回
６回〜１５回
５回以下

判定

８回
４８回

Ｓ

１回

６．得られた成果に関する評価
評価の観点
利用者に対するサービス
の向上
1

日本学術振興会の自己点検
成果
大学等機関が主催する説明会に積極的に出席し、研
究者等に直接、事業の詳細な説明を行うとともに、疑
問点に答えることで、制度がよく理解できたとの意見
を多くいただいた。
また、審査方針・評定基準を応募受付前に公開する
ことにより、適切な応募書類の作成に寄与するという
評価を受けた。

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
公募要領の作成にあたっては、文部科学省と協議の上、競争的研究資金の不合理な重複や過度の集
中を避けるための工夫を加えるなど必要な対応をとるとともに、研究計画調書の内容を審査基準の評
定要素に合わせて修正するなど、応募者と審査委員の両者にとって有益な改善を行っている。また、
その周知については、ホームページ、事業説明会、大学等機関が主催する説明会などにおいて、一人
でも多くの研究者・事務担当者が正しく事業の内容を理解できるよう、多方面からの説明に努めてい
る。応募受付については、滞りなく事務処理を実施している。

８．外部評価委員による総合的な評価
競争的研究資金の不合理な重複を避ける工夫や、研究計画調書の内容を審査基準の評定要素に合わ
せて修正するなど、科学研究費をより公正で透明性の高いものにするための改善がはかられた。
説明会、ホームページなどを通じ、応募者、研究機関に対し丁寧な説明がなされている。
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評価シート（Ⅱ-２-(１)-③）

事業・業務の名称：

掲載箇所

中期計画

２．学術研究の助成
③ 審査業務等
４頁

年度計画

（１）科学研究費補助金事業

５頁 業務実績報告書

３５頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述
科学研究費補助金は、あらゆる分野における研究者の自由な発想に基づく研究を支援する基
幹的な助成事業であることから、各研究分野の研究者のピアレビューに基づく審査を公正・適
切に実施する必要がある。そのため、審査委員の選考においては、特に公正で評価能力の高い
研究者を選定する必要がある。

検証･
評価

Ｓ

２．評価資料
独立行政法人日本学術振興会が行う科学研究費補助金の審査の基本的考え方、科学研究費補助金に
係る審査委員の選考に関する要項、科学研究費補助金（基盤研究等）における審査及び評価に関する
規程、平成１９年度科学研究費補助金第１段審査の手引き、平成１９年度科学研究費補助金第２段審
査の手引き

３．事業・業務の実施状況
平成１９年度補助金の審査委員について、審査委員候補者データベースの更新・充実を図るととも
に、学術システム研究センター研究員が、平成１８年度補助金の審査委員の審査結果の検証・分析も
適切に行った上で、公正な審査が期待できる審査委員を選考した。
審査方針・評定基準等については、文部科学省科学技術・学術審議会が示す「審査の基本的考え方」
を踏まえた上で、
「科学研究費補助金（基盤研究等）における審査及び評価に関する規程」として一つ
にまとめ、本会の科学研究費委員会において決定した。審査については、平成１８年１２月末〜１９
年３月に書面審査（審査委員 4,100 名）及び合議審査（審査委員約 900 名）を実施することにより、
約 86,000 件の新規応募課題から、約 19,000 件の採択を行った。
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４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

3

効率性

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
書面審査については、17 年度から審査結果を電子的に受けることを開始した
が、審査委員の意見に基づき、表示内容の変更などシステム改修を行い、より効
率的な審査を可能にした。また、新設した若手研究（スタートアップ）について
も同様の対応をとっている。
合議審査委員に対しても第２段審査の手引きを作成し、事前に配付することに
より、審査会当日の運営等を効率的に行えるようにしている。
対前年度約 400 件減の約 86,000 件の新規応募課題に対し、利害関係がある場
合の審査委員の変更等も迅速に行いつつ、２段階審査を約３か月の期間で効率的
に実施した。

書面審査の評定基準において、評定要素を従来の２項目から５項目に細分化す
るとともに５段階評価から４段階評価にして中間評点をなくすことにより、きめ
細かな審査が行われている。
また、萌芽研究の評定基準を基盤研究・若手研究と分離することにより、研究
種目の性格にあったリスクの高い研究も適切に支援できるようにしている。

書面及び合議の２段階によるピアレビューを行っており、審査委員の恣意的な
評価を避けるため、応募者との利害関係の扱いを欧米の例を参考に強化（緊密な
関係、対立的な関係にある場合はその課題を評価しない。）した。また、合議審
査では応募者をそもそも審査委員にしていない。
公募要領等において、審査方針・評定基準等を公表することにより、より一層、
制度の公正性・透明性を高めている。
審査委員が審査システムを理解し、より公正に審査を行えるよう、書面審査委
員に対しては、第１段審査の手引きに、ポイント・心構え等を詳しく記入すると
ともに、特に重要な事項については、手引きとは別に１枚にまとめ審査委員に配
公正性・
付した。
透明性
合議審査において、学術システム研究センター研究員が決定権を持たずに議事
進行等運営に参画することにより、審査状況をチェックし、公正性を高めている。
審査委員の氏名や審査委員を選考する学術システム研究センター研究員の氏
名等を本会ホームページ等で公表することにより、審査の透明性を確保してい
る。
審査委員については、公正性・適切性を確保するため、学術システム研究セン
ター研究員が、その審査結果等についての検証・分析を行った。
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評価

Ｓ

Ｓ

Ｓ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

科学研究費委員会は年
２回開催するとともに、
配分審査のための小委員
会を必要に応じ開催する

日本学術振興会の自己点検
評価基準
実績
科研費委員会の開催回数
科研費委員会
３回
２回以上
Ａ
配分審査の小委員会 ６２回
１回
Ｂ
０回
Ｆ

判定

Ａ

６．得られた成果に関する評価
評価の観点
優れた支援対象の選定

日本学術振興会の自己点検
成果

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

学術システム研究センターにおいて、公正な審査委
員の選考に努めたこと、また、審査基準の充実・見直
しを図るとともに、利害関係者の排除についても充実
させたこと等により、多くの合議審査委員から、恣意
的な評価がほとんど見られず、適切な改善が図られて

1

いると評価された。今後、更に公正で透明性の高い審
査を行っていくために、審査委員候補者データベース
の拡充を図っていく必要がある。

研究者へのサービス向上
2

審査の手引きについては、わかりやすく、審査シス
テムの理解に役立つと評価された。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
審査方針・評定基準等については、評定要素を充実させたことにより、審査委員の負担は増すこと
になったが、書面審査の精度が確実に上がっている。
審査委員については、詳細な分野ごとの審査委員候補者データベースを基に、学術システム研究セ
ンター研究員が選考することにより、公正な評価能力のある審査委員を選定している。
増加する応募件数への対応と個々の審査委員の負担軽減のため、今年度も多くの研究者が審査委員
として関わることになっており、今後とも優れた審査委員を確保していけるかが懸念される。
審査委員の審査制度に対する共通理解を深めるため、審査の手引きや特に重要な事項を１枚にまと
めて配付しており、公正性・透明性の確保に大きく寄与している。

52
62

８．外部評価委員による総合的な評価
公正な審査を実現するため、審査基準の充実・見直しや利害関係者の排除の強化などの改善が行わ
れた。ピアレビューによる科学研究費の審査方式は、研究者からの支持もあり、高く評価できるが、
今後とも学術システム研究センターを中心に、審査の質の向上に努めることが望まれる。
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評価シート（Ⅱ-2-(1)-④）

事業・業務の名称：２．学術研究の助成
④評価業務
掲載箇所

中期計画

（１）科学研究費補助金事業

４頁 年度計画

５頁 業務実績報告書

３６頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○］、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述
科学研究費補助金は、我が国の基幹的な研究助成制度であり、学術振興上極めて重要な補
助金であるが、適切な評価を行い、アカウンタビリティの要請に応える必要がある。
特に、比較的交付額の大きい学術創成研究費及び基盤研究（Ｓ）については、当該専門分
野において我が国を代表する研究者により構成される部会において中間･事後評価を実施し
ている。

検証･
評価

Ａ

２．評価資料
学術創成研究費中間・事後評価実施要領、学術創成研究費中間・事後評価ヒアリング等実施要領、
科学研究費補助金（基盤研究（Ｓ））中間・事後評価実施要領

３．事業・業務の実施状況
科学研究費補助金の中で交付額の大きい学術創成研究費、基盤研究（Ｓ）の２種目について、本会
科学研究費委員会の下に学術創成部会、基盤研究（Ｓ）評価部会を設置し、研究開始後２年経過後の
研究課題について中間評価を行い、研究終了の課題について事後評価を実施した。
中間評価については、研究の進捗状況や研究成果等の評価によって、以後の研究費の増減について
検討を行った結果、研究経費の増額、減額、研究の中止に該当する課題はなかった。
他の研究種目の課題評価については、毎年度の実績報告書を一般に公開するとともに、研究期間終
了後の評価は、次に続く研究課題に応募する際に前回支援を受けた課題の成果等を記入させ、審査に
諮ることで効率的な評価を実施した。
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４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

3

効率性

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
学術創成研究費及び基盤研究（Ｓ）の中間評価においては、研究の進捗状況等
を考慮し、研究経費の増減を可能とし、研究費執行の効率性を高めることができ
るものとしている。平成１８年度においては、評価の結果、増額、減額及び研究
中止の対象となる研究課題は該当なしと判断された。
他の研究種目の課題評価については、毎年度の実績報告書を一般に公開すると
ともに、研究期間終了後の評価は、次に続く研究課題に応募する際に前回支援を
受けた課題の成果等を記入させ、審査に諮ることで効率的な評価を実施した。

学術創成研究費、基盤研究（Ｓ）については、それぞれの研究種目に応じた評
価基準を定め、研究の進捗状況、当該学問分野への貢献度、研究費の使用の妥当
性等を評価することにより、綿密な評価を行った。
また、今後の研究の進展に資するため、課題ごとに評価意見を付した。

評価の終了後に学術創成研究費及び基盤研究（Ｓ）の中間評価基準及び事後評
価基準並びに評価部会委員の氏名をホームページ上で公開するとともに、評価結
公正性・ 果についてもホームページ上で公開した。
また、当該専門分野において我が国を代表する研究者により構成される部会に
透明性
おいて中間･事後評価を実施した。
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評価

Ａ

Ａ

Ａ

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
評価の観点
評価委員会を年５回開催
する。

1

2

3

評価基準
５回以上
４回
３回以下

日本学術振興会の自己点検
実績
Ａ
平成１８年度中に基盤研究
Ｂ
（Ｓ）評価部会を２回、中間評
Ｆ
価、事後評価に係る学術創成部
会を３回、計５回開催した。

学術創成研究費の中間･事
後評価を行う。
（中間評価は
研究開始後２年経過後の研
究課題（２０課題）を対象
としてヒアリングにより行
い、必要に応じて現地調査
を行う。事後評価は、研究
が終了した研究課題(２８
課題)を対象として書面に
より行い、必要に応じてヒ
アリング・現地調査を行う。
この結果に基づき中間評価
においては、必要に応じて
以後の研究経費の増減、研
究の中止を行う。

90％以上の課題の評価を
学術創成研究費については、
実施した場合
Ａ
対象となる２０課題についてヒ
アリングにより中間評価を行っ
80％以上の課題の評価を た。その結果、以後の研究経費
した場合
Ｂ
の増減、研究の中止に該当する
課題はなかった。
80％未満の課題を評価し
また、対象となる２８課題に
た場合
Ｆ
ついて書面より事後評価を行っ
た。

基盤研究（Ｓ）の中間･事後
評価を行う。中間評価は、
研究開始後２年経過した研
究課題（６１課題）を対象
とし、事後評価は、研究が
終了した研究課題（６０課
題）を対象とする。評価は、
中間･事後ともに書面によ
り行い、必要に応じてヒア
リングにより評価を決定す
る。この結果に基づき、中
間評価においては必要に応
じて、以後の研究経費の増
減、研究の中止を行う。

90％以上の課題の評価を
実施した場合
Ａ

判定

Ａ

Ａ

80％以上の課題の評価を
した場合
Ｂ
80％未満の課題を評価し
た場合
Ｆ
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基盤研究（Ｓ）については、
対象となる６１課題全てについ
て、書面により、うち、１件は
ヒアリング、1 件は現地調査を
実施して中間評価を行った。中
間評価の結果、１件の現地調査
を含む６１課題について、以後
の研究経費の増減、研究の中止
に該当する課題はなかった。
また、対象となる６０課題に
ついて書面により、うち２件ま
でヒアリングを実施して、事後
評価を行った。

Ａ

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点

1

中間評価の結果に基づく
研究費の増減

成果

評価

中間評価については、研究の進捗状況に応じて研
究経費を増減できるよう評価基準を設定したが、増
額、減額、研究の中止に該当する課題はなかった。

Ａ

外部評
価委員
の評価

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
本会が行う科学研究費補助金事業のうち、学術創成研究費及び基盤研究（Ｓ）の評価については、
本会の学術システム研究センター、科学研究費委員会並びにその下に設置された学術創成部会及び基
盤研究（Ｓ）評価部会の意見を踏まえて運用しており、当該専門分野で我が国を代表する研究者の意
見に基づき、公正で透明性が高く、効率的で効果的な評価業務を実施した。今後も引き続き、より良
い中間・事後評価を目指していく。
また、他の研究種目の課題評価については、毎年度の実績報告書を一般に公開するとともに、研究
期間終了後の評価は、次に続く研究課題に応募する際に前回支援を受けた課題の成果等を記入させ、
審査に諮ることで効率的な評価を実施した。

８．外部評価委員による総合的な評価
学術創成研究費及び基盤研究（Ｓ）の中間・事後評価については、対象となるすべての課題につい
て実施された。評価結果は、評価基準、評価部会委員の氏名とともに公開されており、評価業務は適
切に運用されている。
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評価シート（Ⅱ-２-(１)-⑤）

事業・業務の名称：

掲載箇所

中期計画

２．学術研究の助成 （１）科学研究費補助金事業
⑤ その他（電子申請）
４頁

年度計画

６頁 業務実績報告書

３８頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

科学研究費補助金を含む競争的研究資金制度の電子システム化については、総合科学技術会
議の「競争的研究資金制度改革について（意見）」において、平成１７年度を目途に導入を図
ることとされている。
また、電子システムの導入は、業務の効率化、研究者の利便性を促進する上でも、有効であ
ることから、着実に推進する必要がある。

Ｓ

２．評価資料
総合科学技術会議「競争的研究資金制度改革について（意見）」

３．事業・業務の実施状況
「基盤研究等」において、基盤研究（Ｓ）（Ａ）
（Ｂ）の応募書類の受付を完全電子化した。
更に、平成１９年度から、応募書類の一部（研究計画調書と別に提出を求めていた応募カード（電
算帳票））のみ受付を電子化している研究種目についても、順次完全電子化に向けて取り組んでいる。
また、平成 17 年度に導入した基盤研究等の審査過程の電子化（書面審査における評定表（審査結果
を記入する様式））については、審査委員のコメント等を基に、改修を行った。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
基盤研究等の応募書類の一部電子化は、応募者の所属機関や本会における応募
書類をチェックするための事務負担軽減につながり、大幅な事務の効率化をもた
らしている。
「書面審査における評定表」の電子システムについては、審査委員の意見に基
づき、レイアウトの変更など、使いやすくなるように改修を行った。
受付の完全電子化を行った基盤研究（Ｓ）
（Ａ）
（Ｂ）については、応募書類の
整理作業を人手により行う必要がなくなり、業務の効率化が進んでいる。
基盤研究等の応募書類の一部電子化により、応募カードにより登録していた内
容の不備については、ミスがあれば、入力時に電子システムによりチェックされ
ることとなっており、応募者へのサービス向上に寄与している。
「書面審査における評定表」の電子システムを改修することにより、更に、書
面審査委員のコメントの充実が期待できるようになった。
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評価

Ａ

Ｓ

3

「書面審査における評定表」の電子化により、合議審査において、課題ごとに
各審査委員の専門分野、評点、コメントを一括表示することが可能になり、審査
公正性・ の公正性を高めている。
透明性

Ａ

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検
成果

評価の観点
業務の質の向上

Ｓ

Ａ

Ｓ

Ｓ

電子システムの導入により、事務の簡素化、応募状
況・審査状況等の把握を的確に行うことが可能になり、

1

評価

外部評
価委員
の評価

業務の円滑な遂行に寄与した。
研究者へのサービス向上

基盤研究等の応募書類の一部電子化により、応募者
の記入ミスが大幅に減少し、審査に付されなかった課
題数が減少した。

2

応募書類受付の完全電子化により、従来研究者が行
っていた応募書類提出に関する事務の簡素化が図られ
た。また、
「書面審査における評定表」の電子システム
については、改修を加え審査の効率化に寄与している。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
基盤研究等の応募書類の一部の受付を電子化したことにより、応募者は記入ミスを自ら防止し、所
属機関は記入ミスのチェックを行う必要がなくなっており、応募者へのサービスが向上するとともに、
研究機関の業務の簡素化も図られ、応募者・研究機関からも高い評価を得ている。
また、応募受付の完全電子化を行った研究種目については、応募書類の整理作業を人手により行う
必要がなくなり、本会における業務の効率化が着実に進んでいる。
このように、業務への電子システムの導入により、事務の簡素化、情報の適切な把握等が可能にな
り、大きなメリットをもたらしている。引き続き、電子システム化の充実に努めることが必要である。

８．外部評価委員による総合的な評価
基盤研究（Ｓ）（Ａ）（Ｂ）については完全電子化が実施され、応募者、研究機関を含む事務が簡素
化されたことは高く評価できる。
また、他機関の類似事業に先駆けて、電子申請のシステムを完成し、実用に供したことは画期的で
あり高く評価する。関係者の努力を賞賛したい。今後、申請数の多い種目へ適用を拡大することによ
り、電子化の効果は一層顕著になると思われる。そのために必要な措置がとられることを期待する。
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評価シート（Ⅱ-２-(２)）

事業・業務の名称：２．学術研究の助成（２）学術研究の助成に関するその他の事業
掲載箇所

中期計画

４頁

年度計画

６頁 業務実績報告書

３８頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

我が国の学術振興における中核的機関としての役割を果たし、ファンディングエージェンシ
ーとして機能していくためには、振興会が効果的な学術研究の発展につながる多様な支援制度
を検討することが必要である。
また、公正で透明な人事評価に基づく競争性の下、若手研究者に自立性と活躍の機会を与え
ることを通じて、活力ある研究環境の形成を指向することなどが、
「第３期科学技術基本計画」
において指摘されているところである。

Ａ

２．評価資料

３．事業・業務の実施状況
科学研究費補助金については、若手研究者の自立支援の一つとして、若手研究のスタートアップ時
期に配慮したプログラムの設置の必要性等から、平成 18 年度、若手研究（スタートアップ）を設置し
た。
また、平成 19 年度には、特に優れた若手研究者に活躍の機会を与え、国際的に高い評価を得る可能
性がある研究を推進するため若手研究（Ｓ）が設置され、本会が審査・交付業務を行うこととなり、
平成 19 年２月 28 日にその公募を開始した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績
若手研究者の自立支援策や特に優れた若手研究者への重点的な支援策などを、
科学研究費補助金を活用して実施することは、特別研究員事業等他の事業と相俟
って、本会の研究助成事業全体の効率性向上にも資するものである。
科学研究費補助金等の多様な事業を活用して、若手研究者の自立支援策や多様
で優れた研究者への支援策を実施することは、国際的に活躍できる人材の確保、
新興・融合分野の研究者育成、我が国の研究活動の広がり等、学術の振興上有効
である。

2

有効性

3

本会において新たな支援策を検討するに当たり、学術システム研究センター研
究員等から学術的な見地からの提案・助言を取り入れるなど、公正性・透明性に
公正性・ 配慮している。
透明性
また、事業の実施に当たっては、その趣旨や方針等を周知するとともに、審査
において公正性や透明性を確保している。
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評価
Ａ

Ａ

Ａ

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検
成果

評価の観点
本会の研究助成事業の全
1

体図の向上

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

平成１９年度の科学研究費補助金の予算において、
「若手研究（Ｓ）
」の新設が認められ、本会はその審査・
交付業務を行うこととなったが、特別研究員事業と相
まって、多様な若手研究者の支援が可能となっている。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
独立行政法人化により、業務運営の効率化を図る必要から、新たな事業に対する予算面での制約は
大きいが、文部科学省との協議等を通じながら、科学研究費補助金事業等を活用して、特に優れた若
手研究者への重点的な助成事業等の創設を図ったことは評価できる。

８．外部評価委員による総合的な評価
平成 18 年度に新設された若手（スタートアップ）
、平成 19 年度より始まる若手（Ｓ）など、若手研
究者支援の制度の充実に大きな役割を果たした。
中・長期的視点からの研究助成のあり方の検討を進めることを望みたい。
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評価シート（Ⅱ-3-(1)）

事業・業務の名称：
掲載箇所

中期計画

３

研究者養成のための資金の支給
６頁

年度計画

（１）全般的な取組み

６頁 業務実績報告書

３８頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

第１期科学技術基本計画の「ポストドクター等１万人支援計画」、第２期科学技術基本計画の
「人材の流動性の向上」、「若手研究者の自立性の向上」等の施策を踏まえ、我が国の学術研究
の将来を担う優れた若手研究者の養成・確保に資することを目的とした各事業を実施している。
優れた研究者の養成・確保を推進することの必要性については、引き続き科学技術・学術審
議会基本計画特別委員会「第 3 期科学技術基本計画の重要施策−知の大競争時代を先導する科学技
術戦略−（中間とりまとめ）
」や総合科学技術会議「
『科学技術に関する基本施策について』に対す
る答申」
、第３期科学技術基本計画「人材の育成、確保、活躍の促進」においても指摘されてい
るところである。

A

２．評価資料
科学技術基本計画（第１期）、科学技術基本計画（第２期）、科学技術・学術審議会人材委員会第二次
提言「国際競争力向上のための人材の養成・確保を目指して」
（平成 15 年 6 月）
、科学技術・学術審議会基
本計画特別委員会「第 3 期科学技術基本計画の重要施策−知の大競争時代を先導する科学技術戦略−（中
間とりまとめ）
」
（平成 17 年 3 月）
、総合科学技術会議「
『科学技術に関する基本施策について』に対する答
申」
（平成 17 年 12 月）
、科学技術基本計画（第３期）
、平成 19 年度特別研究員募集要項、平成 20 年度
特別研究員募集要項、平成 19 年度海外特別研究員募集要項、平成 20 年度海外特別研究員募集要項、
平成 18・19 年度特別研究員-RPD 募集要項、平成 20 年度特別研究員-RPD 募集要項、特別研究員等事
業委員会委員一覧、特別研究員等審査会委員等の候補者の選考及び委嘱に関する要項、特別研究員等
審査会委員一覧、特別研究員事業における選考方法の改善について、
「出産・育児に係る特別研究員の
採用中断及び延長の取扱い」の改正について（通知）
、第 3 回（平成 18 年度）日本学術振興会賞推薦要
項、特別研究員遵守事項および諸手続の手引

３．事業・業務の実施状況
平成 18 年度の支援対象者、延べ 4,718 名に対し、円滑に資金を支給した。
平成 19 年度採用の特別研究員及び海外特別研究員について、特別研究員等審査会において、審査方
針に基づき、書面審査、合議審査及び面接審査により選考を行い、12,986 名の申請者に対し、2,383
名の採用を内定した（内定率 18.4％）
。また、審査方針をホームページ等において公開した。
特別研究員等の選考について、有識者からなる特別研究員等事業委員会の意見や学術システム研究
センターに設置した作業部会における検討を踏まえ、審査方針、審査体制等の見直しを積極的に行う
ことにより、公正で透明性の高い審査を実施した。
審査結果の申請者本人への開示、特別研究員募集における電子申請システムの導入等について検討
を行い、平成 19 年度採用分から実施した。
特別研究員(SPD)の中間・最終評価を実施し、評価結果を本人に通知した。また、毎年度末に提出を
義務付けている特別研究員研究報告書について、アウトリーチ活動についての記載ができるよう様式
を変更した。
研究分野における男女共同参画を推進する取り組みとして、特別研究員制度において出産・育児に
伴う採用の中断及び延長の取扱いを希望者に対して行うとともに、中断後の研究の再開が円滑に図ら
れるよう、平成１７年度に改正した採用中断の取り扱いの運用を開始した。
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出産・育児による研究中断者の復帰を支援するためのフェローシップとして、平成 18 年度より新た
に特別研究員(RPD)を開始するとともに、平成 20 年度募集要項を作成・配付した。
優れた若手研究者を顕彰する「日本学術振興会賞」について、第 3 回となる平成 18 年度は、公募に
より推薦された 415 名の候補者の中から、日本学術振興会賞審査会において受賞者 25 名を選考し、授
賞式を日本学士院において開催した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

3

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績
特別研究員及び海外特別研究員事業への 1 万 2 千件を超える申請の選考・審査
業務及び 4 千人を超える支援対象者への資金支給業務を適切かつ効率的に実施
した。
特別研究員等事業委員会及び学術システム研究センター等における検討や支
援対象者からの意見等を踏まえ、政府の施策動向や研究現場からの要請を反映し
た各事業の見直しを継続的に行った。
申請者の利便性の向上を図るため、電子申請システムの導入にも積極的に取り
組み、平成 19 年度採用分から特別研究員の募集に際して実施した。

特別研究員及び海外特別研究員事業は、我が国の研究者養成の中核を担う制度
である。
特別研究員については、科学技術・学術審議会人材委員会第二次提言において
も、「特定の研究分野に限らず幅広い研究分野にわたって優れた若手研究者を確
保できる点に特徴があり、優れた若手研究者の重要なキャリア・パスの一つとし
て定着している。」と、高い評価を受けている。
有効性
海外特別研究員についても、総合科学技術会議の見解の中で、「国際的に活躍
できる研究者の要請・確保の観点から、若い時代から海外の研究活動の機会を与
えることは重要であり、着実に推進すべきである。」とされている。
特別研究員(DC、PD、SPD)や海外特別研究員の経験者から、第 1〜3 回日本
学術振興会賞受賞者が計 33 名出ており、特に優秀な研究者の養成に寄与してい
る。
我が国の学界の第一線の研究者で構成される特別研究員等審査会（委員 47 名、
専門委員約 1,800 名）を設け、人材養成の趣旨を踏まえ、専門的見地から書面審
査、合議審査及び面接審査により選考を行っている。審査に当たっては、研究分
野に応じて 8 つの部会を設け、各分野の専門家の意見を反映出来る審査体制を構
築している。
審査の公正性・透明性を確保するため、審査会委員の選考については、学術シ
ステム研究センターが候補者データベース等を活用して、各分野の申請状況、候
補者の所属機関のバランス及び女性研究者の登用等に配慮しつつ適切に行って
いる。また、書面審査、面接審査における利害関係者の取扱いについても厳格を
公正性・ 期している。
なお、特別研究員等事業委員会の意見や学術システム研究センターに設置され
透明性
た作業部会での検討を踏まえ、書面、合議、面接の各段階での審査方法の見直し
等を図ることにより、公正で透明性の高い選考・審査体制の整備に継続的に取り
組んでいる。
選考結果については、第一次選考の不合格者に、特別研究員等審査会における
各審査項目の評価及び当該領域におけるおおよその順位を通知している。
各事業の募集要項、申請書、審査方針、申請・採用状況及び特別研究員等審査
会委員の氏名・所属等について、本会ホームページを通じて、広く一般に公開し
ている。
研究上の不正行為、研究費の不正使用の防止について注意を促すため、そのよ
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評価

A

A

A

うな行為に対して厳正に対処する旨を明確にし、募集要項、手引等を改定してい
る。

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点
特別研究員等事業委員会
を、年 2 回、定期的に開
催する。

日本学術振興会の自己点検
実績
A
平成 18 年度については、本事業
B
委員会を 1 回開催するとともに、
F
特別研究員等の選考方法の改善を
図るため、前年度に引き続き同委
員会の下に学術システム研究セン
ターとの連携により設置した作業
部会を計 11 回開催し、検討を行っ
た。

評価基準
2回
1回
0 回以下

1

判定

A

６．得られた成果に関する評価
評価の観点
選考・審査体制の改善

1

研究者の養成・確保

2
研究者の流動性の向上

3

男女共同参画の推進

4

日本学術振興会の自己点検
成果
学識経験者で構成される特別研究員等事業委員会
の意見及び同委員会の下に設置された、第一線の研究
者からなる学術システム研究センターの作業部会に
おける検討の結果を踏まえ、特別研究員等審査会にお
ける選考・審査体制の改善を行った。このことにより、
審査の公正性・透明性が向上するとともに、より精度
の高い選考・審査が可能となった。
特別研究員採用期間終了後 10 年経過時でその多く
が常勤の研究職に就いているなど、優れた若手研究者
の養成・確保に貢献している。
新規採用者のうち、博士の学位を取得した所属研究
室以外の場で研究する者の割合は 98％以上であり、
特に SPD については、採用時に研究従事機関を変更
することを義務付ける等、研究者の流動性の向上に資
するものとなっている。
従来から実施している希望者（男性を含む）に対す
る、出産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いに
加え、中断中も短時間の研究を継続し、研究奨励金の
半額を受けることにより、中断後の研究の本格的再開
が円滑に図られるよう支援するための「研究再開準備
支援」の取り扱いを開始した。
また、政府の方針や研究者コミュニティからの要請
を踏まえ、出産・育児による研究中断者の復帰を支援
するためのフェローシップである特別研究員(RPD)を
新たに創設し、募集、選考、採用を行った。
これらにより、研究分野における男女共同参画の推
進に寄与するため積極的に取り組んでいる。
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外部評

評価

価委員
の評価

S

Ｓ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ｓ

Ｓ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
政府の重要施策である研究者養成に資することを目的とした各事業について、適切な選考・審査を
実施するとともに、支援対象者に対し円滑に資金を支給している。また、選考・審査体制の見直し、
男女共同参画推進のための採用中断・延長の取扱いの運用改善及び特別研究員(RPD)の創設など、制度
の改善・充実に積極的に取り組んでいる。引き続き本会の各事業の特色である、若手研究者の自立性
の向上・確保に資するという趣旨を踏まえつつ、政府の施策や研究現場からの要請に応じた適切な制
度運営を行っていくことが重要である。

８．外部評価委員による総合的な評価
研究者養成に資する各事業について、選考・審査体制の見直しを絶えず行って、審査の公正性・透
明性の向上を図るとともに、審査結果の申請者本人への開示、特別研究員募集における電子申請シス
テムの導入を実施して、申請者に対するサービスの向上に努めている。それに加えて、支援対象者へ
の資金供給も円滑に実施しており、総じて適切な運営が行われており評価できる。
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評価シート（Ⅱ-3-(2)-①）

事業・業務の名称：

掲載箇所

中期計画

３ 研究者養成のための資金の支給
① 特別研究員（DC, PD）
６頁

年度計画

（２）特別研究員事業

７頁 業務実績報告書

４０頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

本事業は、大学院博士課程学生や博士の学位を有する者等のうち優れた研究能力を有する若
手研究者に一定期間資金を支給し、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究
に専念できるよう支援するものである。
第１期科学技術基本計画の「ポストドクター等１万人支援計画」、及び第２期科学技術基本

A

計画の「人材の流動性の向上」、「若手研究者の自立性の向上」、第３期科学技術基本計画「人
材の育成、確保、活躍の促進」等の施策を踏まえ、我が国の学術研究の将来を担う優れた若手
研究者の養成・確保に資することを目的とした事業である。

２．評価資料
平成 19 年度特別研究員募集要項、平成 20 年度特別研究員募集要項、特別研究員の選考方法、特別研
究員遵守事項および諸手続の手引き、平成 19 年度 4 月期の提出書類について

３．事業・業務の実施状況
平成 18 年度に在籍した特別研究員（DC、PD）4,092 名に対し、円滑に資金を支給した。
平成 19 年度採用の特別研究員について、特別研究員等審査会において、審査方針に基づき、書面審
査、合議審査及び面接審査により選考を行い、11,917 名の申請者に対し、2,216 名の採用を内定した
（内定率 18.6％）
。また、審査方針をホームページ等において公開した。
出産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いを希望した 38 名に対して行った。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

日本学術振興会の自己点検
実績

評価

特別研究員（DC、PD）の募集については、全国一括で公募を実施し、特別研
究員等審査会により選考・審査を行うことにより、１万件を超える公募事業にも
関わらず、効率的且つ適切に実施した。
1

効率性

本事業申請者の利便性向上を目的として、電子申請システムの導入について検
討を行い、平成 19 年度採用分から実施した。
第 2 期科学技術基本計画、総合科学技術会議の見解、第 3 期科学技術基本計画
等における、博士課程学生への支援の拡充を推進すべきであるとの指摘を踏ま
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Ｓ

え、特別研究員（DC）については新規採用者数の拡充を図っているところであ
る。
限られた資源の中で、効率的に事業を運営するため、学術システム研究センタ
ー内に設置された作業部会において、申請資格について検討し、支援対象を明確
にする変更を行い、平成２０年度採用分から順次実施することとした。
科学技術・学術審議会人材委員会第二次提言においても、「若手研究者の主体
性を尊重し、特定の研究分野に限らず幅広い研究分野にわたって優れた若手研究
者を確保できる点に特徴があり、優れた若手研究者の重要なキャリア・パスの一
2

有効性

つとして定着している。」と、高い評価を受けている。
若手研究者の育成という趣旨に配慮した支援対象者の評価についても充実を

A

図っており、年度末に提出を義務付けている研究報告書に受入研究者が評価とコ
メントを記載する書式としている。また、同報告書について、アウトリーチ活動
の実施状況についても記載するよう変更を行ったところである。
我が国の学界の第一線の研究者で構成される特別研究員等審査会（委員 47 名、
専門委員約 1,800 名）を設け、人材養成の趣旨を踏まえ、専門的見地から書面審
査、合議審査及び面接審査により選考を行っている。審査に当たっては、研究分
野に応じて 8 つの部会を設け、各分野の専門家の意見を反映出来る審査体制を構
築している。
審査の公正性・透明性を確保するため、審査会委員の選考については、学術シ
ステム研究センターが候補者データベース等を活用して、各分野の申請状況、候
補者の所属機関のバランス及び女性研究者の登用等に配慮しつつ適切に行って
いる。また、書面審査、面接審査における利害関係者の取扱いについても厳格を
期している。
なお、特別研究員等事業委員会の意見や学術システム研究センターに設置され
3

公正性・ た作業部会での検討を踏まえ、書面、合議、面接の各段階での審査方法の見直し
透明性

等を図ることにより、公正で透明性の高い選考・審査体制の整備に継続的に取り
組んでいる。
選考結果については、第一次選考の不合格者に、特別研究員等審査会における
各審査項目の評価及び当該領域におけるおおよその順位を通知している。
本事業の募集要項、申請書、審査方針、申請・採用状況及び特別研究員等審査
会委員の氏名・所属等について、本会ホームページを通じて、広く一般に公開し
ている。
研究上の不正行為、研究費の不正使用の防止について注意を促すため、そのよ
うな行為に対して厳正に対処する旨を明確にし、募集要項、手引等を改定してい
る。
今後実施予定の申請資格の変更について、募集要項、ホームページ等で公開す
るとともに、説明会を開催し、周知徹底を図っている。
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Ｓ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
日本学術振興会の自己点検

評価の観点

1

評価基準

実績

判定

採用者のうち博士の学位

95％以上

S

対象となる新規採用者(PD)376

を取得した所属研究室以

90％〜94％

A

人に対し、372 人（99％）が博士

外の場で研究する者の割

70％〜89％

B

の学位を取得した所属研究室以外

合については 90％以上と

69％以下

F

の場で研究する者となった。

採用期間中、海外で一ヶ

35％以上

S

対象となる採用者（平成 18 年度

月以上、研究活動する者

30％〜34％

A

末に採用期間終了予定であった

の割合については 30％以

25％〜29％

B

PD）528 人に対し、海外で一ヶ月

上とする。

24％以下

F

以上、研究活動した者の数は 173

Ｓ

する。

2

人（33％）であった。なお、募集

Ａ

要項等により、海外における研究
活動を推奨しているところであ
る。

3

採用期間終了後 5 年経過

90％以上

S

対象となる支援者（PD）766 人

時に研究職に就く者の割

80％〜89％

A

に対し、不明者 146 人を除く 516

合については概ね 80％を

65％〜79％

B

人（83％）が採用期間終了後 5 年

下回らないよう事業を推

64％以下

F

経過時に常勤の研究職に就いた。

Ａ

進する。

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

外部評

評価の観点

価委員

成果
研究者の養成・確保

の評価

特別研究員採用期間終了後 10 年経過時でその多く
が常勤の研究職に就いているなど、研究者の養成・確

1

評価

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

保に大きな役割を果たしている。
研究者の流動性の向上
2

新規採用者のうち、博士の学位を取得した所属研究
室以外の場で研究する者の割合は 98％以上で、研究
者の流動性の向上にも資するものである。
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７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
本事業は、我が国を代表する若手研究者支援事業として、高い実績を有し、事業の創設から現在に
至るまで、継続的な改善を行うことにより制度の質的充実も図られている。今後も政府の施策や研究
環境の現況等を踏まえながら更なる改善を行いつつ、優れた研究能力を有する若手研究者を支援し、
我が国の若手研究者の養成に大きな役割を果たすことが望まれる。

８．外部評価委員による総合的な評価
特別研究員（ＤＣ，ＰＤ）については、選考・審査体制の見直しを絶えず行っており、評価できる。
また、特別研究員等が採用期間終了後 10 年経過時でその 90％以上が常勤の研究職に就いており、研
究者の養成・確保に大いに貢献しているといえる。さらに、第３期科学技術基本計画における、博士
課程学生への支援の拡充を推進すべきであるとの指摘を踏まえ、特別研究員（DC）の新規採用者数の
増大を図った点は高く評価される。また、新規採用者のうち、博士の学位を取得した所属研究室以外
の場で研究する者の割合は 98％以上で、研究者の流動性の向上にも大きく寄与している。今後とも、
政府の施策等を踏まえつつ、有資格者に対する支援の輪の拡大や質の向上に努力願いたい。
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評価シート（Ⅱ-3-(2)-②）

事業・業務の名称：

掲載箇所

中期計画

３ 研究者養成のための資金の支給
② 特別研究員（SPD）
６頁

年度計画

（２）特別研究員事業

７頁 業務実績報告書

４２頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

第２期科学技術基本計画の「ポストドクトラル制度等の質的充実を図る」等の施策を踏まえ、
世界の最高水準の研究能力を有する若手研究者を養成・確保する観点から、特別研究員（PD）
の中で、特に優れた者を優遇された条件（助教授相当の待遇）で特別研究員（SPD）として採

Ａ

用する事業である。

２．評価資料
科学技術基本計画（第 2 期）、平成 19 年度特別研究員募集要項、平成 19 年度特別研究員募集要項、特
別研究員の選考方法、特別研究員諸手続の手引き、特別研究員（SPD）の評価に関する取扱いについ
て

３．事業・業務の実施状況
平成 18 年度に在籍した特別研究員（SPD）32 名に対し、円滑に資金を支給した。
平成 19 年度採用の特別研究員（SPD）については、特別研究員等審査会において、審査方針に基づ
き、特別研究員（PD）に申請し、書面審査の結果採用内定となった者の中から特に優れた者 44 名に
ついて特別研究員（SPD）候補者として面接審査を実施して選考を行い、14 名の採用を内定した。ま
た、審査方針をホームページ等において公開した。
出産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いを希望した 1 名に対して行った。
特別研究員等事業委員会（委員長：黒川清日本学術会議会長）の意見を踏まえ、学術システム研究
センターの機能を活用して構築した評価体制のもと、採用期間終了者には最終評価を、また、採用中
の者については、中間評価を実施し、評価結果を本人に通知した。
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４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
日本学術振興会の自己点検

評価の
観点

1

効率性

実績
PD 申請者の中から、審査の結果特に優れた者を SPD として採用することによ
り、世界水準の研究能力を有する若手研究者の選考を効率的に行っている。

評価
Ａ

第２期科学技術基本計画等でも指摘されている、研究人材の流動性向上に資す
るため、特別研究員（SPD）については大学院在学当時の所属研究機関以外の研
究機関を研究従事機関として選定することを義務付け、異なる研究機関において
多様な経験を積ませることにより、視野の広い研究者を養成するための方策を講
じている。

2

有効性

特に優れた若手研究者を優遇された条件で採用することにより、各人が自立性
を確保しつつ、高い研究能力を最大限に発揮して研究を推進することを可能とし

Ａ

ている。
また、本会学術システム研究センターの機能を活用し、支援対象者の研究能力及び
意欲を向上させる観点から、
今後の研究活動に有益な助言を与えることを目的として、
採用期間終了者については最終評価を、また、採用中の者については中間評価を実施
し、評価結果を本人に通知した。
我が国の学界の第一線の研究者で構成される特別研究員等審査会（委員 47 名、
専門委員約 1,800 名）を設け、人材養成の趣旨を踏まえ、専門的見地から書面審
査、合議審査及び面接審査により選考を行っている。審査に当たっては、研究分
野に応じて 8 つの部会を設け、各分野の専門家の意見をきめ細かく反映出来る審
査体制を構築している。
特に SPD の選考にあたっては、候補者全員を面接し、面接審査の時間につい
ても PD、DC の 2 倍を確保する等、特に優れた者を適切に選考できる体制を整
備している。
審査の公正性・透明性を確保するため、審査会委員の選考については、学術シ
ステム研究センターが候補者データベース等を活用して、各分野の申請状況、候

3

公正性・ 補者の所属機関のバランス及び女性研究者の登用等に配慮しつつ適切に行って
透明性

いる。また、書面審査、面接審査における利害関係者の取扱いについても厳格を
期している。
なお、特別研究員等事業委員会の意見や学術システム研究センターに設置され
た作業部会での検討を踏まえ、書面、合議、面接の各段階での審査方法の見直し
等を図ることにより、公正で透明性の高い選考・審査体制の整備に継続的に取り
組んでいる。
本事業の募集要項、申請書、審査方針、申請・採用状況及び特別研究員等審査
会委員の氏名・所属等について、本会ホームページを通じて、広く一般に公開し
ている。
研究上の不正行為、研究費の不正使用の防止について注意を促すため、そのよ
うな行為に対して厳正に対処する旨を明確にし、手引等を改定している。
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Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
日本学術振興会の自己点検

評価の観点

評価基準

実績

判定

採用期間中、海外で一ヶ

40％以上

S

対象となる採用者（平成 18 年度

月以上、研究活動する者

30％〜39％

A

末に採用期間終了予定であった

の割合については 30％以

20％〜29％

B

者）10 人に対し、海外で一ヶ月以

上とする。

19％以下

F

上、研究活動した者の数は 2 人

1

B

（20％）であった。
なお、募集要項等により、海外
における研究活動を推奨してい
る。

※

採用期間終了後 5 年経過時に研究職に就く者の割合については、平成 14 年度に開始した事業であ
るため、指標を算出することが出来ない。

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

外部評

評価の観点

価委員

成果

評価
の評価

特に優れた若手研究者の
養成

1

特に優れた若手研究者を優遇した条件で採用するとと
もに、中間評価・最終評価を通じて今後の研究活動に有
益な助言を行っているが、終了直後に常勤研究者のポス

Ａ

Ａ

トに就く比率が高い（約８割）など、若手研究者の養成
に資するものとなっている。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
世界レベルでの活躍の可能性のある特に優秀な若手研究者を厳正な審査により採用し支援した。ま
た、採用後には、中間評価及び最終評価を行い、今後の各人の研究能力の向上に繋がるべく事業の質
的充実を図るという、目標に沿った制度の運営が行われている。引き続き、特に優れた若手研究者の支
援を推進していくことが重要である。
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８．外部評価委員による総合的な評価
本事業では、世界レベルで活躍の可能性のある特に優秀な若手研究者を厳正な審査により採用し、
採用後に中間評価及び最終評価を行って、今後の各人の研究能力の向上に繋げるという、目標に沿っ
た運営が行われ、成果を挙げている。引き続き、政府の施策等を踏まえつつ、有資格者に対する支援の
輪の拡大や、支援の質の向上に努力願いたい。なお「数値目標に対する評価」において、
「採用期間中、
海外で一ヶ月以上、研究活動する者の割合については 30％以上とする。」という評価の観点を掲げて
いるが、それはかなり機械的なものであり、再検討の要があると思われる。
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評価シート（Ⅱ-3-(2)-③）

事業・業務の名称：

掲載箇所

中期計画

３ 研究者養成のための資金の支給
③ 特別研究員（RPD）
６頁

年度計画

（２）特別研究員事業

７頁 業務実績報告書

４４頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述
本事業は、研究分野における男女共同参画の観点を踏まえ、出産・育児による研究中断者
の研究現場への復帰を支援するためのフェローシップとして、今年度開始したものである。

検証･
評価

S

２．評価資料
第３期科学技術基本計画、平成 18・19 年度特別研究員-RPD 募集要項、平成 20 年度特別研究員-RPD
募集要項、特別研究員の選考方法、特別研究員遵守事項および諸手続の手引き、平成 19 年度 4 月期の
提出書類について

３．事業・業務の実施状況
平成 18 年度及び 19 年度採用の特別研究員について、特別研究員等審査会において、審査方針に基
づき、書面審査、合議審査及び面接審査により選考を行い、平成 18 年度 140 名、平成 19 年度 212 名
の申請者に対し、平成 18 年度 32 名、平成 19 年度 34 名の採用を内定した（内定率 平成 18 年度 22.9％、
平成 19 年度 16.0％）。また、審査方針をホームページ等において公開した。
平成 18 年度に在籍した特別研究員（RPD）32 名に対し、円滑に資金を支給した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績
特別研究員（RPD）の募集については、全国一括で公募を実施し、特別研究員
等審査会において、海外特別研究員のスケジュールと合わせて選考・審査を行う
ことにより、新たな公募事業にも関わらず、効率的且つ適切に実施した。
本事業申請者の利便性向上を目的として、電子申請システムの導入について検
討を行い、来年度（平成 20 年度採用分）から実施することとしている。
第３期科学技術基本計画において「女性研究者がその能力を最大限に発揮でき
るようにするため、男女共同参画の観点も踏まえ、競争的資金等の受給において
出産・育児等に伴う一定期間の中断や期間延長を認めるなど、研究と出産・育児
等の両立に配慮した措置を拡充する。」とされている。この点において、出産・
育児による研究中断者の研究現場への復帰を支援する、特別研究員（RPD）事業
は、重要な役割を果たしている。

2

有効性

3

我が国の学界の第一線の研究者で構成される特別研究員等審査会（委員 47 名、
専門委員約 1,800 名）を設け、人材養成の趣旨を踏まえ、専門的見地から書面審
査、合議審査及び面接審査により選考を行っている。審査に当たっては、研究分
野に応じて 8 つの部会を設け、各分野の専門家の意見を反映出来る審査体制を構
公正性・ 築している。
審査の公正性・透明性を確保するため、審査会委員の選考については、学術シ
透明性
ステム研究センターが候補者データベース等を活用して、各分野の申請状況、候
補者の所属機関のバランス及び女性研究者の登用等に配慮しつつ適切に行って
いる。また、書面審査、面接審査における利害関係者の取扱いについても厳格を
期している。
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評価

A

A

Ａ

なお、特別研究員等事業委員会の意見や学術システム研究センターに設置され
た作業部会での検討を踏まえ、書面、合議、面接の各段階での審査方法を検討し、
公正で透明性の高い選考・審査体制の整備を図っている。
選考結果については、第一次選考の不合格者に、特別研究員等審査会における
各審査項目毎の評価及び当該領域におけるおおよその順位を通知している。
本事業の募集要項、申請書、審査方針、申請・採用状況及び特別研究員等審査
会委員の氏名・所属等について、本会ホームページを通じて、広く一般に公開し
ている。
研究上の不正行為、研究費の不正使用の防止について注意を促すため、そのよ
うな行為に対して厳正に対処する旨を明確にし、募集要項、手引等を改定してい
る。

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点
多様な研究者の養成・確保
1

男女共同参画の推進
2

成果
特別研究員（RPD）は、その事業の性格から、採用
内定者中、女性が占める割合が高い（平成 18 年度、
19 年度とも 100％）。出産・育児を経験した女性研究
者の研究現場への復帰により、多様な研究者の養成・
確保に貢献している。
特別研究員（RPD）を開始し、それを広く周知する
ことにより、研究分野における男女共同参画の推進に
寄与することに積極的に取り組んでいる。
また、ＲＰＤ制度が、Science 誌や主要新聞に取り上
げられ、さらに、民間（（財）味の素奨学会、住友生
命）においても、同様の支援制度が立ち上がるなど、
社会への波及効果もあり、大きな効果を挙げている。

外部評

評価

価委員
の評価

Ａ

Ｓ

S

Ｓ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
本事業は、研究分野における男女共同参画の観点を踏まえ、出産・育児による研究中断者の研究現
場への復帰を支援するためのフェローシップとして、今年度開始したものである。第３期科学技術基
本計画でも女性研究者の活躍促進が謳われており、今後も、他の関連事業とともに、着実にこの事業
を実施し、研究分野における男女共同参画の促進や多様な研究者の養成・確保に寄与していくことが
望まれる。

８．外部評価委員による総合的な評価
本事業は、第３期科学技術基本計画の「第３章１．人材の育成、確保、活躍の促進

⑤女性研究者

の活躍促進」等を踏まえて、他機関に先駆けて、特別研究員制度において出産・育児に伴う採用の中
断・延長の取扱いの運用改善を図るとともに、出産・育児による研究中断者の復帰を支援するための
特別研究員(RPD)制度を新たに創設して、募集、選考、採用を行ったものであり、基本計画等に対する
貢献が極めて高いと評価される。
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評価シート（Ⅱ-3-(2)-④）

事業・業務の名称：３
④
掲載箇所

中期計画

研究者養成のための資金の支給
特別研究員（２１世紀 COE）
６頁

年度計画

（２）特別研究員事業

７頁 業務実績報告書

４４頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

科学技術・学術審議会人材委員会第一次提言における「それぞれの大学院が独自に思い切っ
た指導の改善を行えるようにするため、優れた研究者の養成に意欲的に取り組もうとする大学
院博士課程に対する支援の充実を図る必要がある。このため、例えば『２１世紀ＣＯＥプログ
ラム』の対象となった大学院について、研究者養成に関する施策を重点的に措置するなどによ
り、その研究者養成機能の一層の充実を図る必要がある」との指摘を踏まえて、実施している
事業である。

A

２．評価資料
科学技術・学術審議会人材委員会第一次提言「世界トップレベルの研究者の養成を目指して」
（平成 14
年 7 月）

３．事業・業務の実施状況
「２１世紀ＣＯＥプログラム」に選定された拠点（大学院）において、主体的に研究に専念するこ
とを希望する優秀な博士課程在学者を「特別研究員」として採用し、256 名に対して、円滑に研究奨励
金を支給した。
出産育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いを、希望した 1 名に対して行った。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

効率性

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
「２１世紀ＣＯＥプログラム」の対象となった大学院について、研究者養成に関
する施策を重点的に実施することなどにより、世界最高水準の研究教育拠点のポ
テンシャルを活用し、優秀な研究者養成に資することを目的として事業を実施し
ており、支出される経費は合理性があると言える。
「２１世紀ＣＯＥプログラム」の対象となった大学院について、研究者養成に関
する施策を重点的に実施することなどにより、世界最高水準の研究教育拠点のポ
テンシャルを活用し、優秀な研究者養成に資することを目的とし、事業を実施し
ている。
その際、募集および第１次審査を「２１世紀ＣＯＥプログラム」採択拠点にお
いて行うことにより、各拠点のプログラムに最も相応しい人材を、採用候補者と
して選定することが出来るよう、配慮している。
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評価

A

A

3

各拠点の選考経過については、「選考結果報告書」により本会に報告を義務付
け、公平性を担保している。さらに、各拠点から推薦された者について、本会の
特別研究員等審査会において審査を行い、特別研究員として相応しい者を、最終
公正性・ 的な採用者としている。
特別研究員等審査会委員の氏名・所属については、本会ホームページ等を通じ
透明性
て一般に公開している。
研究上の不正行為、研究費の不正使用の防止について注意を促すため、そのよ
うな行為に対して厳正に対処する旨を明確にし、募集要項、手引等を改定してい
る。

A

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点
研究者の養成・確保

1

外部評

成果

評価

各拠点において公募等による選考の結果推薦され、
更に特別研究員等審査会の承認を受けた優秀な大学
院博士課程在学者を支援するものであり、世界最高水
準の研究教育拠点形成が期待される「２１世紀ＣＯＥ
プログラム」採択拠点において、主体性をもって研究
する優秀な大学院博士課程在学者が計画通り支援さ
れており、研究教育拠点形成事業と一体的に推進がな
されている。

A

価委員
の評価

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
平成 15 年度より採用を開始した制度であり、引き続き「２１世紀ＣＯＥプログラム」採択拠点にお
いて主体性をもって研究する優秀な大学院博士課程在学者の支援を適切に実施していく必要がある。

８．外部評価委員による総合的な評価
本事業は、世界最高水準の研究教育拠点形成を期待する「２１世紀ＣＯＥプログラム」に採択され
た各拠点が、選考の上、特別研究員等審査会に推薦し、その承認を受けた優秀な大学院博士課程在学
者を支援するもので、拠点形成上重要な役割を担っており、多くの拠点において十分な成果を挙げて
いるといえる。なお、平成 19 年度から開始される「グローバル COE プログラム」においては、
「２１
世紀ＣＯＥプログラム」以上の数の優秀な大学院博士課程在学者特別研究員を配置することが重要で
ある。
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評価シート（Ⅱ-3-(3)）

事業・業務の名称：
掲載箇所

中期計画

３

研究者養成のための資金の支給（３）海外特別研究員事業
７頁

年度計画

８頁 業務実績報告書

４５頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

本事業は、国際的視野に富む有能な研究者を養成・確保するため、優れた若手研究者を海外
の大学等学術研究機関に派遣し、長期間研究に専念できるよう支援するものである。若手研究
者の研究能力の向上を図るため、長期海外派遣を促進・充実することの重要性については、科
学技術・学術審議会人材委員会第三次提言等でも指摘され、また、第３期科学技術基本計画に
おいても若手研究者、ポスドクに対して「海外の優れた研究機関での研究機会や海外研究者と
の交流機会を拡大」することが謳われているところである。

A

２．評価資料
科学技術・学術審議会人材委員会第二次提言「国際競争力向上のための人材の養成・確保を目指して」
、科
学技術・学術審議会人材委員会第三次提言「科学技術と社会という視点に立った人材養成を目指して」
、平
成 19 年度海外特別研究員募集要項、平成 20 年度海外特別研究員募集要項、海外特別研究員の選考方
法、海外特別研究員事務手続の手引

３．事業・業務の実施状況
海外の優れた大学等において、長期間（２年間）研究に専念する有能な若手研究者 306 名に対し、
旅費及び研究費を支給した。
平成 19 年度採用の海外特別研究員について、特別研究員等審査会において、審査方針に基づき、書
面審査および面接審査を実施して選考を行い、857 名の申請者に対し、133 名の採用を内定した（内定
率 15.5％）
。また、審査方針をホームページ等において公開した。
出産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いを、希望した 3 名について行った。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

日本学術振興会の自己点検
実績

評価

効率性

全国一括で公募を実施し、特別研究員等審査会により選考・審査を行うことに
より、効率的に実施した。
審査の効率化を図るため、書面審査の電子化に向けて検討を行い、平成 19 年
度採用分から実施した。

A

有効性

若手研究者が自身の選択により海外の最先端の研究機関において、自由な発想
の下に研究に専念できる機会を提供することは、人材養成の観点からも極めて有
効であり、科学技術・学術審議会人材委員会第三次提言においても、「若い時期
に異文化に身を置き、自らを切磋琢磨することは、国際的に活躍できる研究者の
養成・確保に向けて非常に重要であり、世界水準の研究能力の獲得・伸長のため
にも、若い時期に海外の活力ある研究機関で、いわば「武者修行」の経験を積む
ことを一層促進するべきである。このため、我が国の若手研究者を海外の大学等
研究機関に派遣する海外特別研究員事業の拡充などにより、若手研究者の長期海
外派遣を促進することが重要である。」と指摘されている。
また、平成 17 年 12 月の総合科学技術会議「『科学技術に関する基本政策につ
いて』に対する答申」においても、若手研究者の海外の優れた研究機関での研究
機会等の拡大・充実を図ることとされている。

A
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3

海外特別研究員経験者に対するアンケート調査においても、95％が本事業の支
援を受けたことにより、十分に研究能力が向上したと回答している。
我が国の学界の第一線の研究者で構成される特別研究員等審査会（委員 47 名、
専門委員約 1,800 名）を設け、人材養成の趣旨を踏まえ、専門的見地から書面審
査、合議審査及び面接審査により選考を行っている。審査に当たっては、研究分
野に応じて 8 つの部会を設け、各分野の専門家の意見を反映出来る審査体制を構
築している。
審査の公正性・透明性を確保するため、審査会委員の選考については、学術シ
ステム研究センターが候補者データベース等を活用して、各分野の申請状況、候
補者の所属機関のバランス及び女性研究者の登用等に配慮しつつ適切に行って
いる。また、書面審査、面接審査においては、利害関係者の取扱いについても厳
格を期している。
公正性・
なお、特別研究員等事業委員会の意見や学術システム研究センターに設置され
透明性 た作業部会での検討を踏まえ、書面、合議、面接の各段階での審査方法の見直し
等を図ることにより、公正で透明性の高い選考・審査体制の整備に継続的に取り
組んでいる。
選考結果については、第一次選考の不合格者に、特別研究員等審査会における
各審査項目の評価及び当該領域におけるおおよその順位を通知している。
本事業の募集要項、申請書、審査方針、申請・採用状況及び特別研究員等審査
会委員の氏名・所属等について、本会ホームページを通じて、広く一般に公開し
ている。
研究上の不正行為、研究費の不正使用の防止について注意を促すため、そのよ
うな行為に対して厳正に対処する旨を明確にし、募集要項、手引等を改定してい
る。

A

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点

1

国際的視野を有する研究
者の養成

外部評

成果

評価

事業経験者の 95％が、支援を受けたことにより、自
身の研究能力が向上したと自己評価しており、海外で
の経験を提供することにより、国際的視野を有する優
れた研究者の養成・確保に資する有効な事業である。

A

価委員
の評価

Ｓ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
研究人材養成の観点から、若い時期に海外の大学・研究機関に長期に滞在し、海外の研究者との日
常的交流の中で研鑽を積む機会をもつことは極めて重要であり、本制度の拡充が強く望まれていると
ころである。引き続き支援者数の増加に努めるとともに、政府の施策や研究者コミュニティからの要
請を踏まえた制度改善を図りつつ、本事業を推進していく必要がある。

８．外部評価委員による総合的な評価
本事業は、科学技術・学術審議会人材委員会第三次提言、第３期科学技術基本計画等を踏まえた、
国際的に活躍できる若手研究者の育成・確保に資する重要なものである。また、本事業経験者の 95％
が、支援を受けたことにより、自身の研究能力が向上したと自己評価していることから、極めて有効
な事業と評価される。さらに、国際機関等で働く日本人研究者を増加させるという観点も加えて、有
資格者に対する支援の輪の拡大や質の向上に努力願いたい。
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評価シート（Ⅱ-3-(4)）

事業・業務の名称：
掲載箇所

中期計画

３

研究者養成のための資金の支給
６頁

年度計画

（４）日本学術振興会賞

７頁 業務実績報告書

４６頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

日本学術振興会賞は、我が国の学術研究の水準を世界のトップレベルにおいて発展させるこ
とを目的に、平成 16 年度に創設されたもので、卓越した研究業績をあげている若手研究者を
顕彰する制度である。若手研究者の自立性の向上・確保のため、優れた研究能力を有する若手
研究者を表彰する制度を充実・推進することの重要性については、第 2 期科学技術基本計画及
び科学技術・学術審議会人材委員会第三次提言においても指摘されているところである。

S

２．評価資料
科学技術基本計画（第 2 期）、科学技術・学術審議会人材委員会第三次提言「科学技術と社会という視点
に立った人材養成を目指して」
（平成 16 年 7 月）
、第 3 回（平成 18 年度）日本学術振興会賞推薦要項、日
本学術振興会賞審査会委員名簿、第 3 回日本学術振興会賞受賞者一覧

３．事業・業務の実施状況
我が国の学術研究機関及び学協会計 3,028 件に第 3 回（平成 18 年度）推薦要項を送付し、275 名の
推薦を受け付け、前年度から引き続き審査対象となる 140 名を加えた計 415 名の候補者について、振
興会学術システム研究センターで予備的審査を実施し、その結果を踏まえて日本学術振興会賞審査会
（委員長 江崎玲於奈 茨城県科学技術振興財団理事長／横浜薬科大学学長、計 13 名で構成。
）におい
て選考を行い、25 名の受賞者を決定した。また併せて、この中から日本学士院において日本学士院学
術奨励賞受賞者 5 名が選考された。授賞式は、平成 19 年 3 月 2 日に秋篠宮同妃両殿下のご臨席を得て、
日本学士院で開催し、受賞者に賞状、賞牌及び副賞として研究奨励金 110 万円を授与した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評 価 の
観点

1

効率性

2

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
特別研究員事業等他の本会事業と同様に、公募により大学等関係機関に候補
者の推薦を依頼することにより、幅広く優れた受賞候補者の推薦を受け付ける
ことが可能となっている。推薦要項については、我が国の学術研究機関及び学
協会 3,028 件に配布するとともに、ホームページにも掲載して、その周知に努
めた。
推薦書類は 2 年間有効とし、翌年度も引き続き選考対象とする仕組みを取り
入れている。
授賞式の開催にあたっても、日本学士院の協力を得ることにより効率的に実
施している。
人文・社会科学から自然科学の全分野を対象に優れた研究業績を有する若手
研究者を幅広く顕彰する制度としては、我が国においてこれまで例のないもの
である。優れた研究を進めている若手研究者を見い出し、早い段階から顕彰し
てその研究意欲を高め、独創的、先駆的な研究を支援することは、世界をリー
ドする研究者の育成に資するとともに、我が国の学術研究全般の推進にも大き
く寄与する制度である。
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評価

A

A

3

公正性・
透明性

また、学界を代表する世界的に著名な研究者で構成される審査会において
は、候補者の研究業績の卓越性及び将来性について非常に熱心な議論を経て、
受賞者の選考が行われた。
受賞者の選考にあたっては、利害関係者の取り扱いについて厳格を期し、公
平性の確保に努めた。
審査結果の公表については、本会ホームページに掲載するとともに、報道機
関へ資料を配布する等積極的に行った。
選考に関わった学術システム研究センター研究員及び日本学術振興会賞審
査会委員の名簿は、本会ホームページにも公表している。
今年度より、我が国で活躍している外国人にも授賞対象を拡大し、今回１名
の受賞者を決定した。

A

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点
優れた若手研究者の顕彰

1

外部評

成果

評価

本賞の第 3 回受賞者 25 名は、いずれも創造性、独
創性に富む卓越した研究業績を有し、将来世界をリー
ドする研究者としての成長が見込まれる優れた若手
研究者である。授賞式には秋篠宮同妃両殿下がご臨席
され、受賞者を祝福・激励された。
また、本賞を一つの契機として、若手研究者を顕彰
する機運が盛り上がり、日本学士院学術奨励賞が創設
されている。

S

価委員
の評価

Ｓ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
平成 16 年度創設の本事業について、第 3 回となる平成 18 年度は受賞者 25 名を選考し、秋篠宮同
妃両殿下のご臨席を得て授賞式を開催した。人文・社会科学から自然科学の全分野を対象とするこれ
まで例のない若手研究者を幅広く顕彰する制度であり、次年度についても、優れた若手研究者を見い
出すために、本賞の広報・周知をより一層図り、その意義を更に高めるべく努めていく必要がある。

８．外部評価委員による総合的な評価
本年度も引き続き、
「日本学術振興会賞」を優れた若手研究者に授与したことは、若手研究者の自立
性の向上や確保に対して大きく貢献しているといえる。なお、本賞の国際的知名度を一層高める努力
を期待したい。
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評価シート（Ⅱ-４）

事業・業務の名称：４．学術に関する国際交流の促進
掲載箇所

中期計画

８頁

年度計画

８頁 業務実績報告書

４９頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述
本会の国際交流事業は、研究者の招へい事業から協定に基づく二国間の交流事業、多国間
交流事業まで様々なプログラムにより構成され、研究者の個人レベルからグループ、機関単
位の交流の促進に至るまで、人文・社会科学から自然科学までの全ての学問分野にわたり、
世界各国を対象に、我が国の学術の国際交流の促進を図るための総合的な取組みを実施して
おり、第１期及び第２期科学技術基本計画に引き続き、第３期科学技術基本計画に示されて
いる科学技術・学術における「国際活動の体系的な取組」を図るうえで極めて重要な役割を
果たしている。

検証･
評価

Ｓ

２．評価資料
科学技術・学術審議会国際化推進委員会報告「科学技術・学術活動の国際化推進方策について」、科
学技術・学術審議会国際化推進委員会報告「科学技術・学術分野における国際活動の戦略的推進につ
いて」
、
「第３期科学技術基本計画」、募集要項（外国人特別研究員、二国間交流事業共同研究・セミナ
ー、日仏交流促進事業共同研究、先端研究拠点事業、論文博士号取得希望者に対する支援事業）、本会
対応機関との協定・覚書等

３．事業・業務の実施状況
本会は、諸外国の学術振興機関（43 か国、２国際機関を含む計 82 機関）と協定・覚書等による協力
関係を有しているが、より幅広い協力関係の構築のため、既存の協定・覚書の見直し（３機関）及び
新たな協定・覚書の締結（６機関）を行った。
また、多国間交流による研究拠点の形成や国際交流事業を通じた若手研究者の養成を積極的に推進
するとともに、アジア諸国との交流については、援助から対等のパートナーシップへ、さらにより強
固な学術コミュニティの形成を目指した事業を開始した。
さらに、学術の国際交流を促進するうえで重要な大学の国際展開を支援するために、大学国際戦略
本部強化事業も開始した。さらにまた、我が国における優れた研究成果等を世界に向けて情報発信す
るとともに、諸外国との学術交流を推進するため、世界の主要国に海外研究連絡センターを設置し、
現地学術機関との協力により、フォーラム・シンポジウムなどを毎年開催するとともに、海外で活動
を展開する我が国の大学と連携協力し、その国際化を支援している。
なお、公募事業の実施に当たっては、海外の学術動向や国際情勢等を総合的に勘案して審議する国
際事業委員会において、戦略的かつ機動的に審査したほか、学術システム研究センターと連携し、審
査・評価体制の公正性・透明性の向上を一層図るとともに、書面審査結果の分析・検証を開始した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

日本学術振興会の自己点検
実績
評価
緊密な二国間の協力関係を土台に研究に必要な基盤環境が整備されている国内
外の研究支援機関や研究機関を選定することによって、効率的で安定した研究交
流の遂行が可能となっている。
効率性
Ａ
また、実際に交流を行う我が国の機関事務担当者を本会の資金前渡主任に任命
することによる経理の適正管理、申請処理の電子化ないし外部委託による事務作
業の時間的・経費的効率化を引き続き図った。
昨今の学術の多様化・複合化のなかで、我が国と諸外国のニーズを勘案して、
二国間交流の実施を通じた諸外国の学術振興機関との緊密な協力関係を維持・発
展させるとともに、それを土台として、日本での拠点形成を目指した多国間交流、
有効性・ 若手研究員への国際的な研鑽の機会の提供、アジアでのより強固な学術コミュニ
A
適切性
ティの形成に重点をおいて戦略的かつ機動的に事業を実施している
また、対応機関との協定・覚書の見直しや新規締結において、従前必ずしも明
文化されていなかった知的財産権の取り扱いを積極的に明記するなど、研究成果
物に係る権利帰属の適切化を図った。
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3

国際交流事業は、公募事業が中心であり、事業や参加者の選定を本会の国際事
業委員会、本会と対応機関で組織する委員会の協議による専門的見地からの審査
公正性・ により行っている。
透明性
事業趣旨はホームページに公開されており、採択結果は本会ホームページまた
は文書により関係者、関係機関へ周知されている。なお、全ての公募事業におい
て、申請方法、審査方針及び審査委員名簿を本会ホームページに公開している。

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価

学術に関する国際交流の
促進

1

評価

外部評
価委員
の評価

A

Ａ

日本学術振興会の自己点検

評価の観点

成果
学術国際交流の土台となる海外の学術振興機関との
協力関係を維持・発展させ、例えば本年度にはノルウ
ェー、チュニジアとの交流を新たに開始し、82 機関と
の緊密な協力関係を構築するに至った。これにより、
欧州リサーチカウンシルの発足に当たっての会議など
学術政策に関する重要な国際会議に我が国代表として
招待され発言する機会も増え、日本の学術情報の発信
にも大きく貢献した。
また海外の学術振興機関との緊密な協力関係を土台
にし、日本での拠点形成を目指した多国間交流事業、
若手研究者への国際的な研鑽の機会の提供、アジア学
術コミュニティの形成を目指した事業、外国研究者の
招へい事業等を着実に実施した。これにより特に日本
人研究者の海外への派遣を平成 18 年度は 5,192 人支援
する（対前年度比 621 人増）など、日本人若手研究者
の育成に資するとするとともに、日本の大学が組織的
に若手研究者を海外へ派遣することを支援する事業を
平成 19 年度から実施すべく準備を行った。
さらに日本の大学国際化に関して海外研究連絡セン
ターを通じた様々な支援、大学職員の本会での研修の
実施などを有機的に結びつけて実施し、大きく貢献し
た。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
本会の国際交流事業は、世界レベルでの学術研究の発展、持続発展的研究ネットワークの構築の観
点から重要な制度であり、国内外のニーズに沿った多種多様な事業を、海外の学術振興機関との緊密
な協力関係を土台に屋最先端の学術動向を踏まえて、適切にかつ柔軟に実施している。
今後、海外の学術振興機関との協力関係を一層充実させるとともに、それを土台に多国間交流、ア
ジアの学術コミュニティの形成、外国人研究者の招へい等を着実に実施する必要がある。また 19 年度
より開始する若手研究者に国際的な研鑽の機会を提供する新事業の円滑な実施などを通じて若手研究
者の育成を強化するとともに、大学の国際化の支援への取組みを一層推進する必要がある。

８．外部評価委員による総合的な評価
海外の学術振興機関との交流が更に増えるなど、着実な足取りが感じられる。また、若手研究者へ
国際的な研鑽の場の提供として、日本人研究者の海外派遣数も対前年度比で６２１人の増加が見られ
評価できる。今後は、我が国との結びつきの深い、アジアに視点を据え、アジア学術コミュニティー
の発展を望みたい。
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評価シート（II-4-(1)-①）

事業・業務の名称：

4

学術に関する国際交流の促進 (1) 多国間交流
先進諸国との先端分野における研究協力

①
掲載箇所

中期計画

８頁

年度計画

８頁 業務実績報告書

５０頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

平成１７年１月の科学技術・学術審議会国際化推進委員会報告においては、学術の国際交流を戦略的
に展開するうえで、国際活動を支える基盤を一層強化する必要性が述べられ、各研究機関が「それぞれ
の特長を一層活かした国際活動を戦略的に実施していくことが課題」とされた。また、第３期科学技術
基本計画においては、科学の発展と絶えざるイノベーションの創出のために、大学の国際競争力の強化
が極めて重要であることが指摘され、「世界の科学技術をリードする大学づくりを積極的に展開するた
め、世界トップクラスの研究教育拠点を目指す組織に対して、競争原理の下での重点投資を一層強力に

S

推進する」とされている。
こうした指摘にあるように、とりわけ厳しい国際競争下にある先端研究分野において、世界をリード
する科学技術・学術活動を実施するためには、個々の研究機関が研究者・技術などの知的資源を惹きつ
ける研究基盤を強化しながら、各々の特長を活かした多国間研究ネットワークを形成し、国際競争力を
グループとして強化することが不可欠である。先端研究分野において、我が国と当該研究分野において
先進的研究を行っている諸外国における研究拠点とを繋ぐ多国間研究交流ネットワークの構築・強化を
支援する本事業は、こうした必要性に応えるものである。

２．評価資料
科学技術・学術審議会国際化推進委員会報告書「科学技術・学術活動の国際化推進方策について」
（平成１５年１
月）、同委員会報告書「科学技術・学術分野における国際活動の戦略的推進について」
（平成１７年１月）、「第３
期科学技術基本計画」（平成１８年３月閣議決定）、先端研究拠点事業−拠点形成型−平成１９年度分募集要項、
平成１８年度先端研究拠点事業国際戦略型（発展型）への移行審査の実施について、先端研究拠点事業実施状況
（申請・採用状況及び実施課題一覧）
、先端研究拠点事業ホームページ

３．事業・業務の実施状況
先端研究拠点事業として、認知科学、ナノサイエンス、天文学、整形外科学、メディア情報学等の
研究分野において、１３機関２０交流を米英独仏等の１２か国との間で実施し、日本と交流相手国と
の二国間もしくは多国間の枠組みでの研究者交流・共同研究・セミナーを行った。
また、拠点形成型における平成１９年度分事業の募集を行い、申請４８件から４件を採用した。
更に、平成１７年度採用課題のうち、国際戦略型への移行を希望した７課題について審査を行い、
うち２課題を国際戦略型（発展型）への移行課題として採用した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績
研究設備・機材など、研究実施に必要な基盤的環境が整っている研究機関を拠
点機関とすることにより、効率的な研究交流支援を可能としている。
また、構築された研究ネットワークを利用し、若手研究者の研究交流を実施す
ることにより、国際的な視野を備えた若手研究人材の養成を推進している。
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評価

A

2

3

個々の研究者に着目しつつも、当該研究分野において関係各国の研究拠点機関
同士を繋ぐネットワークを支援することにより、より安定的かつ効果的なネット
ワークの構築を行っている。
また、拠点形成型と国際戦略型の２つの事業枠組みを設け、拠点形成型採用課
有効性
題の中から、拠点形成型における実績や今後の研究交流計画について高い評価を
得た課題を絞り込み、国際戦略型として重点的に支援するステップアップ方式を
採ることにより、事業の効果的な実施を担保している。
拠点形成型においても、平成１９年度事業募集における採用率が８．３％と引
き続き高い競争率が保たれており、事業の質が確保されている。
先端研究拠点事業における審査は、専門的見地からの書面審査（各課題６名ず
つ）、我が国の第一線の研究者からなる国際事業委員会における面接審査及び合
公正性・ 議審査により行い、優秀な交流課題の確保と公平性の維持に努めている。
また、事業趣旨、交流課題の実施状況、申請手続・審査方針等については、ホ
透明性
ームページにおいて公表している。

A

A

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

先端的と認められる研究
課題について、我が国及
び先進諸国の研究機関の
間に国際的研究協力網を
創成、拡大することを目
的として、１０件以上の
研究協力を実施する。

日本学術振興会の自己点検
実績
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｃ ２０件

評価基準
１５件以上
１１〜１４件
８〜１０件
７件以下

判定

Ｓ

６．得られた成果に関する評価

学術に関する国際交流の
推進

1

評価

外部評
価委員
の評価

S

Ｓ

日本学術振興会の自己点検

評価の観点

成果
我が国と交流相手国の研究拠点機関間で実施され
る、約７０件のセミナーの開催、５５０件を超える研
究交流等の支援を通じて、国際研究協力の推進、我が
国の研究機関の国際研究基盤の確立及び多様な学術上
の成果の創出へと結びついている。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
学術先進諸国との先端分野における研究協力の構築は、学術国際交流の促進という重要な課題に応
えるものとなっている。平成１７年１月の国際化推進委員会報告において今後の重点課題とされた国
際的な研究交流を通じた若手研究人材の養成についても、平成１８年度の実績を踏まえ、今後、構築
された研究ネットワークを利用し、積極的に取り組むことが求められる。

８．外部評価委員による総合的な評価
先端分野の学術研究においては、まさに国際交流の促進が必要となる。そうした面からセミナーの
開催や５５０件を超える研究交流などへ支援を行うことは、意義が深い。また、国際交流を通した若
手人材の養成は、まさに新しい時代が要求するもので、意欲的な取り組みを期待するとともに、多種
多様な研究交流が増える中では、その成果については詳細な検証も必要になってくるのではないか。
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評価シート（Ⅱ-4-(1)-②）

事業・業務の名称：４
②
掲載箇所

中期計画

学術に関する国際交流の促進
アジア諸国との研究協力
８頁

年度計画

（１）多国間交流

８頁 業務実績報告書

５５頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

アジアの基礎研究や人材育成への貢献を通じ、アジアの学術・科学技術コミュニティ形成を主導する
ことは、アジアの科学技術先進国としての我が国の責務であり、同時に、人口減少が見込まれる我が国
の科学技術の発展にとって不可欠である。第３期科学技術基本計画においても、アジア諸国との協力に
ついて、
「アジア諸国との研究者の交流を促進し、ネットワーク形成やアジア地域における共通課題への
対応等を通じて、アジア諸国との科学技術コミュニティの強化を図る」とされている。
また、アジア諸国の場合には、制度面や予算面の制約から、個人の研究者が単独で渡航して交流を行
うことが困難で、国と国との交流の枠組みがあることによって円滑に交流が実施できる場合も多く、本
会の交流事業がその役割を担っている。

Ｓ

２．評価資料
第３期科学技術基本計画、アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学術基盤形成事業、日中韓フォーサイト
事業（平成 19 年度分募集要項）、拠点大学交流事業、アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学術基盤形成
事業、日中韓フォーサイト事業実施状況【平成 17 年度の実績／平成 18 年度の計画】（ホームページ）

３．事業・業務の実施状況
平成 18 年度は、拠点大学交流事業において、東南アジア諸国及び中国・韓国に加えて、成長の著しいインドを
新たに交流相手国に加えることにより、2 件の交流を実施した。
これら相手国対応機関との緊密な協力関係を維持・発展させるとともに、日中韓の学術協力の枠組み等につい
てトップレベルで話し合う日中韓学術振興機関長会議（A‑HORCs）を日本で開催するなど、３か国の協力関係を一
層発展させた。
また、昨年度に開始した日中韓フォーサイト事業、アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学術基盤形成
事業の公募を引き続き行い、相手国の負担能力に応じて相手国からのマッチングファンドを求めることにより、
二国間交流とあわせて 27 件の交流を行った。
これらの事業により、日本とアジア諸国の間で、研究者交流・共同研究・セミナーを組み合わせた大規模な交
流を推進するとともに、アジアでの学術コミュニティの形成に向けて、科学技術振興調整費アジア科学技術協力
戦略推進プログラム（機動的国際交流）を受託して「アジア科学技術コミュニティ形成戦略」事業を開始し、そ
の一環として若手育成セミナー等の企画や防災分野のシンポジウムの開催等を行った。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
相手国側の負担能力にあわせ、最も効率的な経費分担ができるよう、事業ごとに経費負
担を柔軟に決定できる制度設計を行っている。
加えて、既に研究設備・機材などの研究環境が整備されている大学等を拠点機関（拠点
大学）とすることで、効率的に研究者の交流を支援することが可能となっている。
また、交流期間を 5 年以上としている事業については、中間評価を行うことにより、今
後の支援の在り方について見直しを行うこととしている。
「アジア科学技術コミュニティ形成戦略」事業では、コーディネーター会議を設置し、
政策的要請に基づき、必要とされるタイミングで、有効な機動的交流支援事業の課題を選
定できるよう努め、成果を挙げている。
平成 18 年度は、多国間の拠点大学交流をあわせて 116 本（１件当たり 58 本）の論文が、
日本人研究者・相手国研究者の単独又は共著で発表されており、学術的な成果が挙がって
いる。
アジア研究教育拠点事業及びアジア・アフリカ学術基盤形成事業においても、平成 19
年度募集において、採用率が 10.0%と高い競争率が保たれており、事業の質が確保されて
いる。
また、拠点機関や相手国対応機関と定期的に会合を行い、交流実施状況や実施方針の確
認、相手国側からの一層の支援の要請等を行っている。
「アジア科学技術コミュニティ形成戦略」事業では、これまでアジアとの二国間事業、
日中韓事業で培ってきた土台を基に、極めて有効に実施している。
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評価

Ａ

Ｓ

3

公正性・
透明性

アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学術基盤形成事業、日中韓フォーサイト事
業については、国際事業委員会による厳正な審査を行い採択している。特に、アジア研究
教育拠点事業については、専門的見地からの書面審査（各課題 6 名ずつ）に加えて、国際
事業委員会における面接審査及び合議審査による審査を行っている。
拠点大学交流事業については新規採択を行っていないが、実施中間年にあたる交流を対
象に中間評価を、終了後の交流を対象に事後評価を実施し、結果を本会ホームページで公
開している。
また、全ての事業の実績報告、計画をホームページへ掲載することにより、事業の実施
状況について広く公開している。
「アジア科学技術コミュニティ形成戦略」事業では、ホームページ上に企画支援の手続
きを周知するとともに、有識者から成る運営委員会の下にコーディネーター会議を設置
し、その意見を伺いながら選定課題を公正に選考している。

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

2

日本学術振興会の自己点検
実績

評価基準

アジア研究教育拠点事業、ア
ジア・アフリカ学術基盤形成
事業及び日中韓フォーサイ
ト事業により、大型の共同研
究を 20 件（二国間交流を含
む）以上実施する。

25 件以上実施
20〜24 件実施
15〜19 件以下実施
14 件以下実施

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｆ

アジア諸国の 7 学術振興機
関と拠点大学交流事業を 2
件実施する。

7 以上の機関と 2 件以上実施
Ａ
6 以下の機関と実施、又は 1
件のみ実施
Ｂ
実施しない
Ｆ

判定

以下のとおり大型の共同研究を 27
件実施（二国間交流含む）。
・アジア研究教育拠点事業 8 件
・アジア・アフリカ学術基盤形成
事業
16 件
・日中韓フォーサイト事業 3 件
新たにインドとの交流を開始し、8
学術振興機関との間で 2 件の多国間拠
点大学交流事業を実施した。

Ｓ

Ａ

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検
成果

評価の観点
効果的な学術交流基盤の
構築

1

「アジア研究教育拠点事業」、
「アジア・アフリカ学術基
盤形成事業」、「日中韓フォーサイト事業」の実施により、
相手国側の状況に応じて最も効果的な交流形態の選択が
可能となっている。また、三事業の実施件数が合計で９件
増加（二国間交流を含む）し、新たにバングラデシュとの
交流を開始した。
「アジア科学技術コミュニティ形成戦略」事業において
は、これまでのアジアとの二国間事業、日中韓事業の成果
を基に、ファンディング機関アジア学術サミットやアジア
の若手育成を目指す HOPE ミーティングの企画準備をスム
ーズに行うとともに、アジア科学技術コミュニティの形成
と多層的ネットワーク化に向け、セミナー、シンポジウム
等を１０件実施した。

評価

外部評
価委員
の評価

Ｓ

Ｓ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
活発な論文発表や優れた中間評価結果が示すように、学術面でも大きな成果を挙げていると評価できる。また、
相手国の実態に応じた交流形態による事業が展開され、より効率的・効果的な交流が実施されている。

８．外部評価委員による総合的な評価
アジアにおいて、学術・科学技術コミュニティ形成を主導することは、アジアの科学技術先進国と
しての我が国の責務であることは言を俟たない。その視点から、アジア研究教育拠点事業の件数の増
加や、日中韓の学術交流の枠組みについて、トップレベルで話し合う日中韓学術振興機関長会議の開
催、それに相手国側の状況に応じて「アジア・アフリカ学術基盤形成事業」など３事業の中から選択
できるシステムは評価できる。アジア科学技術コミュニティの形成と多層的ネットワーク化にセミナ
ーやシンポジウムなどが積極的に開かれていることは、今後の展望に期待が持てる。
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評価[T1]シート（Ⅱ-4-(1)-③）

事業・業務の名称：４
③
掲載箇所

中期計画

学術に関する国際交流の促進 （１）多国間交流
若手研究者育成のためのセミナー
８頁

年度計画

８頁 業務実績報告書

６４頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

平成 17 年 1 月の科学技術・学術審議会の国際化推進委員会報告で、「我が国と外国の若手研
究者がともに議論し、互いに触発し合えるような、国内外の優秀な研究人材の『知の出会い』
の場を充実させること」、また、ｱｼﾞｱの優秀な研究人材とのﾈｯﾄﾜｰｸを構築するため「研究ﾌｫｰﾗﾑ
等『知の出会い』の場を創出する取り組みを推進する」ことが必要であるとされている。また、

Ｓ

第３期科学技術基本計画においても、研究人材育成という観点から、若手研究者が海外研究者
と切磋琢磨する国際経験を多く持つ重要性が指摘されているとともに、国際的にも首脳レベル
でこのような取り組みへの期待が高い。

２．評価資料
科学技術・学術審議会国際化推進委員会報告「科学技術・学術分野における国際活動の戦略的推進に
ついて」、第３期科学技術基本計画、ｱｼﾞｱ学術ｾﾐﾅｰ実施報告書（共催機関から提出された実施報告書）
、
EU ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟの合意文書、日欧先端科学ｾﾐﾅｰ実施概要、同プログラム、日欧参加者からのｱﾝｹｰﾄ結果、
先端科学ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ概要、先端科学ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ参加者からのｱﾝｹｰﾄ、日仏新ﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ宣言「交流の発展に
資する枠組みの創設」
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３．事業・業務の実施状況
ｱｼﾞｱ学術ｾﾐﾅｰ、日欧先端科学ｾﾐﾅｰ、先端科学(FoS)ｾﾐﾅｰの３事業を実施した。
＜ｱｼﾞｱ学術ｾﾐﾅｰ＞
下記のとおり実施した。
共

催

日本大学

東京工業大学

テーマ
JASS

開催地

06- アジアの持続可能な食料需 藤沢市

開催日程
平成 18 年 11 月 26 日〜

給と発展戦略セミナー

12 月 5 日（10 日間）

JSPS-DST アジア学術セミナー：分子と プナ

平成 19 年 2 月 23 日〜2

超分子物質における機能設計

月 28 日（6 日間）

（インド）

＜日欧先端科学ｾﾐﾅｰ＞
平成 18 年 6 月 24 日〜29 日の 6 日間、ﾆﾈｽﾊﾑ(ｽｳｪｰﾃﾞﾝ)において欧州科学財団(ESF)との共催により、
「気
候変動」の分野に関する最先端の研究について、若手研究者を対象に、宿形式のｾﾐﾅｰを開催した。日本
及び欧州の国際的指導的研究者が、それぞれの研究成果に基づく講義を行うとともに、若手研究者の研
究発表、ﾃﾞｨｽｶｯｼｮﾝを行った。
＜先端科学(FoS)ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ＞
将来の学術を展望し、日米、日独及び日仏の新進気鋭の若手研究者が、最先端の科学について異分野
間で討議をすることにより、新しい学問領域の開拓に資するとともに、広い学問的視野を持つ国際的な
人材を育成することを目的として実施している。なお、平成 18 年度には、平成 16 年 3 月の日仏首脳会
談における「交流の発展に資する枠組みの創設」等を受け、新たに日仏での枠組みでのｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑを開始
した。
【日米先端科学（JAFoS）ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ】米国科学ｱｶﾃﾞﾐｰと共催。第 9 回は平成 18 年 12 月 8 日〜10 日の３
日間、米国ｶﾘﾌｫﾙﾆｱ州ｱｰﾊﾞｲﾝで開催され、日本側 40 名、米国側 31 名、計 71 名が参加した。
【日独先端科学（JGFoS）ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ】ﾌﾝﾎﾞﾙﾄ財団と共催。第 3 回は平成 18 年 11 月 3 日〜5 日の３日間、
独国ﾊｲﾃﾞﾙﾍﾞﾙｸで開催され、日本側 30 名、独国側 29 名、計 59 名が参加した。
【日仏先端科学（JFFoS）ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ】フランス国民教育・高等教育・研究省、フランス外務省及びフラ
ンス国立科学研究センター(CNRS)と共催。第 1 回は平成 19 年 1 月 27 日〜29 日の３日間、神奈川県葉山
町で開催され、日本側 39 名、仏国側 40 名、計 79 名が参加した。
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４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
日本学術振興会の自己点検
実績

評価の
観点

評価

個々の事業の具体的な企画及び立案は、本会および関係機関の判断により、最

1

も適切な実施規模と期間により行われた。このことは、参加者からのｱﾝｹｰﾄにお

効率性

いて、有効回答の８割もの者から事業に対する肯定的評価を得たことからも明ら

Ａ

かである。
合宿形式をとることにより、集中した討議が行えるのに加えてｲﾝﾌｫｰﾏﾙな議論
の場を組み込み、より効果的な情報交換やﾈｯﾄﾜｰｸの構築が可能となっている。
FoS に於いては、ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑの企画から実施に至るまで若手研究者が主体的に関

2

わることにより、自身の研究領域のみならず、学術研究全体を俯瞰する視野の広

有効性

Ａ

さを得る機会を与え、ﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟの育成に貢献している。
本事業は、若手研究者の知識の獲得や、ﾈｯﾄﾜｰｸ作りといった国際交流の促進に
加えて、将来の指導的研究者の育成の面でも有効な事業である。
本事業は公募又は推薦の形式をとっているが、参加者の選定を本会の事業委員

3

公正性・
透明性

会若しくは本会と関係対応機関で組織する委員会の協議による専門的見地から
の審査により行っている。

Ａ

採択結果については、本会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞまたは文書により関係者、関係機関への周
知を図った。また、事業実績についてもﾎｰﾑﾍﾟｰｼ上で公開している。

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

2

日本学術振興会の自己点検
実績

評価基準

ｱｼﾞｱ学術ｾﾐﾅｰ２件、日欧

実施件数総数

先端科学ｾﾐﾅｰ１件、先端

８件以上

Ｓ

学ｾﾐﾅｰ１件、先端科学(FoS)ｼﾝﾎﾟｼﾞ

科学(FoS)ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ２件

６〜７件

Ａ

ｳﾑ３件の、計６件を実施した。

を実施する。

４〜５件

Ｂ

３件以下

Ｆ

事業における研究成果

４ヶ月以内

Ｓ

を、終了後６ヶ月以内に

６ヶ月以内

Ａ

国民に判りやすい形で公

７ヶ月以内

Ｂ

開する。

公開しなかった

Ｆ

判定

ｱｼﾞｱ学術ｾﾐﾅｰ２件、日欧先端科

90
100

A

事業終了後からﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ上公開
にまで要した期間：平均３ヶ月

S

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点
国際的研究人材の育成

1

成果

外部評

評価

価委員
の評価

若手研究者の国際的ﾈｯﾄﾜｰｸの構築、国際的ﾘｰﾀﾞｰｼｯ
ﾌﾟの育成が図られている。また異分野間での討議等に

Ｓ

Ｓ

より、若手研究者の視野拡大にも寄与している。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
我が国の若手研究者が海外諸国の若手研究者と討議を行うことは、学際性と国際性双方の観点から
非常に貴重な経験となる。参加者へのｱﾝｹｰﾄ調査によると、回答の８割が本事業に対する肯定的意見で
あり、国際的研究人材の養成・確保・ﾈｯﾄﾜｰｸの構築に極めて有効な事業であると評価できる。

８．外部評価委員による総合的な評価
国際交流を通して若手研究者を育成していくことは、自らの専門的研究の位置付けの確認や学術的
視野の拡大に貢献しうる事業と考える。その中でも、昨年１１月に開かれたアジア学術セミナーでは、
日本の食糧需給とアジア諸国の農業の現状について、若手研究者がともに学び、諸問題を再認識した
ことは、意義深いことと評価できる。また、諸事業の成果を平均３ヶ月で公開できたことも、事業の
透明性の確保などに努力している点がうかがえる。
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評価シート（Ⅱ-4-(2)-①）

事業・業務の名称：４
①
掲載箇所

中期計画

学術に関する国際交流の促進 （２）二国間交流
共同研究、セミナー、研究者交流
８頁

年度計画

９頁 業務実績報告書

６７頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

本事業は、科学技術・学術審議会国際化推進委員会「科学技術・学術分野における国際活動
の戦略的推進について」報告書（平成 17 年１月）で項目に挙げられた、国際的研究人材の養
成・確保・ネットワークの構築や国際活動基盤強化に応えるものである。本会は、対応機関の
うち、二国間交流として海外 40 か国、63 機関の学術振興機関との合意に基づく交流の枠組み
を有していることから、相手国との円滑な研究者の交流を支援する体制が整っている。

A

２．評価資料
科学技術・学術審議会国際化推進委員会「科学技術・学術分野における国際活動の戦略的推進につい
て」報告書、共同研究・セミナー事務取扱の手引、資金前渡の手引き、特定国派遣研究者事務手続き
の手引、来日研究者受入れの手引、募集要項（二国間交流事業共同研究・セミナー、日仏交流促進事
業共同研究、特定国派遣研究者）
（募集要項は、４ 学術に関する国際交流の促進と同じ）

３．事業・業務の実施状況
海外 40 か国にある 63 の学術振興機関（対応機関）と覚書等を締結し、それに基づき、453 件の共
同研究及びセミナー、240 人の研究者交流を実施した。支援内容は、共同研究・セミナーについては
支援対象となったものに対して大学に前渡金を配分することにより、外国旅費、滞在費、セミナー開
催費等を支給し、交流支援を行った。研究者交流では外国旅費や滞在費を本会より支給した。平成１
８年度は、１９年度より新規で交流を開始するﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ研究科学技術事業団、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ保健研究
学術会議、ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞ王立学士院、ﾉﾙｳｪｰﾘｻｰﾁｶｳﾝｼﾙ、ﾌﾗﾝｽ科学高等学院及びﾁｭﾆｼﾞｱ科学研究技術能力
開発省との交流事業の審査を、既存の交流の審査と併せて行った。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績
本事業は、本会と相手国の学術振興機関が経費を分担して実施される。本会が
単独で実施する場合に比べ、本会の経費負担が抑えられている。
共同研究とセミナーにおいては、実際に交流を行う日本の機関事務担当者を本
会の資金前途主任に任命することで、適正な経理管理がなされ、また招へい研究
者に対する迅速な資金提供を可能となっている。
電子申請システムでの申請受付・審査業務の実施により、申請側と本会の双方
での効率化・ﾍﾟｰﾊﾟｰﾚｽ化が図られている。
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評価

A

2

3

審査方針に「学術的価値」
、
「二国の研究者の知識と専門知識の相互移転」とい
った項目のみならず、「若手研究者の参加」や「研究成果の社会的貢献が見込ま
れること」を挙げ、国際交流としての優秀さだけでなく、研究成果の社会還元が
有効性
期せられる交流を採用するよう留意している。
アンケート調査によれば、研究者交流支援を受けた国内研究者の半数近くが、
支援終了後、相手国との共同研究を計画しており、萌芽的段階での国際交流が国
際的プロジェクト研究へと機動的に展開する枠組みを本事業は提供している。
本事業は、3 名の研究者による書面審査（ピア・レヴュー）の後、本会の国際
事業委員会による合議審査、相手国対応機関との協議、ないしは専門分野の研究
公正性・ 者を含む相手国との合同審査会を経て、採択を決定している。
現在公募している諸事業の審査方針及び書面審査員・国際事業委員会委員の氏
透明性
名・所属について、本会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等を通じて、広く一般に公開している。

A

A

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

共同研究及びセミナーを
平成 18 年度は 400 件以上
の実施を目指す。

日本学術振興会の自己点検
実績
Ａ
平成 18 年度（平成 18 年 4 月 1
Ｂ 日〜平成 19 年 3 月 31 日）におけ
Ｆ るセミナーを含めた共同研究の実
施件数：456 件

評価基準
400 件以上
300〜399 件
299 件以下

判定
A

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点
国際交流活動の推進

1

外部評

成果

評価

共同研究、セミナー代表者と特定国派遣研究者の約
９割が当該事業に満足しており、本事業による研究成
果をさらに発展させる計画を開始したか、あるいは持
っている旨報告を受けており、国際学術交流活動の一
層の推進が図られている。

A

価委員
の評価

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
二国間交流は、相手国を代表する学術振興機関との間において良好な関係を築いていく上で重要な
事業である。公平かつ透明性の高い審査が行われており、適切に実施されている。今後は、一様な国
際化推進でなく、機動的かつ重点的に推進することが望まれる。

８．外部評価委員による総合的な評価
共同研究やセミナーなど、多彩な形で４００件以上の二国間交流事業が行われ、今後はさらに、ニ
ュージーランド、ノルウェーなどとの間で交流事業が展開されることとなっており、意欲的な取り組
みがうかがえる。また、国際交流としての優秀さだけではなく、研究成果の社会還元が見込まれる交
流採用に留意するなどの点についても評価したい。
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評価シート（Ⅱ-4-(2)-②）

事業・業務の名称：４
②
掲載箇所

中期計画

学術に関する国際交流の促進
アジア諸国との研究協力
８頁

年度計画

（２）二国間交流

９頁 業務実績報告書

７３頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述
アジアの基礎研究や人材育成への貢献を通じ、アジアの学術・科学技術コミュニティ形成を
主導することは、アジアの科学技術先進国としての我が国の責務であり、同時に、人口減少が
見込まれる我が国の科学技術の発展にとって不可欠である。第３期科学技術基本計画において
も、アジア諸国との協力について、「アジア諸国との研究者の交流を促進し、ネットワーク形
成やアジア地域における共通課題への対応等を通じて、アジア諸国との科学技術コミュニティ
の強化を図る」とされている。
また、アジア諸国の場合には、制度面や予算面の制約から、個人の研究者が単独で渡航して
交流を行うことが困難で、国と国との交流の枠組みがあることによって円滑に交流が実施でき
る場合も多く、本会の交流事業がその役割を担っている。

検証･
評価

Ａ

２．評価資料
第３期科学技術基本計画、アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学術基盤形成事業、日中韓フ
ォーサイト事業（平成 19 年度分募集要項）、拠点大学交流事業、アジア研究教育拠点事業、アジア・
アフリカ学術基盤形成事業、日中韓フォーサイト事業実施状況【平成 17 年度の実績／平成 18 年度の
計画】
（ホームページ）
（上記の資料は４ 学術に関する国際交流（１）多国間交流②アジア諸国との研究協力と同じ）
平成 18 年度拠点大学交流事業終了時評価結果、同事後評価結果

３．事業・業務の実施状況
平成 18 年度は、拠点大学交流事業によりアジア諸国と 23 件の交流を実施したことに加え、日中韓
フォーサイト事業、アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学術基盤形成事業の公募を引き続き
行い、相手国の負担能力に応じて相手国からのマッチングファンドを求めることにより、多国間交流
とあわせて 27 件の交流を行った。これらの事業により、日本とアジア諸国の間で、研究者交流・共同
研究・セミナーを組み合わせた大規模な交流を推進した。
また、事業の評価も適切に実施している。平成 17 年度に終了した拠点大学交流事業の 2 交流につい
て、交流の実施結果、学術的成果などの観点から事後評価を行った。
さらに、日中韓の学術協力の枠組み等についてトップレベルで話し合う日中韓学術振興機関長会議
（A‑HORCs）を日本で開催し、より緊密な協力体制を構築した。さらに、アジアでの学術コミュニティ
の形成に向けて、若手育成セミナー等の企画や防災分野のシンポジウムの開催等を行った。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
相手国側の負担能力にあわせ、最も効率的な経費分担ができるよう、事業ごと
に経費負担を柔軟に決定できる制度設計を行っている。
加えて、既に研究設備・機材などの研究環境が整備されている大学等を拠点機
関（拠点大学）とすることで、効率的に研究者の交流を支援することが可能とな
っている。
また、交流期間を 5 年以上としている事業については、中間評価を行うことに
より、今後の支援の在り方について見直しを行うこととしている。
平成 18 年度は、二国間の拠点大学交流をあわせて 2,552 本（１件当たり 111
本）の論文が、日本人研究者・相手国研究者の単独又は共著で発表されており、
学術的な成果が挙がっている。
アジア研究教育拠点事業及びアジア・アフリカ学術基盤形成事業においても、
平成 19 年度募集において、採用率が 10.0%と高い競争率が保たれており、事業
の質が確保されている。
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評価

Ａ

Ｓ

3

また、拠点機関や相手国対応機関と定期的に会合を行い、交流実施状況や実施
方針の確認、相手国側からの一層の支援の要請等を行っている。
アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学術基盤形成事業、日中韓フォー
サイト事業については、国際事業委員会による厳正な審査を行い採択している。
特に、アジア研究教育拠点事業については、専門的見地からの書面審査（各課題
6 名ずつ）に加えて、国際事業委員会における面接審査及び合議審査による審査
公正性・ を行っている。
拠点大学交流事業については新規採択を行っていないが、実施中間年にあたる
透明性
交流を対象に中間評価を、終了後の交流を対象に事後評価を実施し、結果を本会
ホームページで公開している。
また、全ての事業の実績報告、計画、評価結果をホームページへ掲載すること
により、事業の実施状況について広く公開している。

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

2

アジア研究教育拠点事
業、アジア・アフリカ学
術基盤形成事業及び日中
韓フォーサイト事業によ
り、大型の共同研究を 20
件（多国間交流を含む）
以上実施する。
アジア諸国の 9 学術振興
機関と拠点大学交流事業
を 23 件実施する。

評価基準
25 件以上実施
20〜24 件実施
15〜19 件以下実施
14 件以下実施

日本学術振興会の自己点検
実績
Ｓ
以下のとおり大型の共同研究を
Ａ 27 件実施（多国間交流含む）。
Ｂ ・アジア研究教育拠点事業 8 件
Ｆ ・アジア・アフリカ学術基盤形成
事業
16 件
・日中韓フォーサイト事業 3 件

9 以上の機関と 23 件
以上実施
Ａ
8 機関と 22 件以下実施 Ｂ
7 以下の機関と実施 Ｆ

9 学術振興機関との間で 23 件の拠
点大学交流事業を実施した。

判定

Ｓ

Ａ

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点
効果的な学術交流基盤の
構築

1

外部評

成果

評価

「アジア研究教育拠点事業」、
「アジア・アフリカ学
術基盤形成事業」
、
「日中韓フォーサイト事業」の実施
により、相手国側の状況に応じて最も効果的な交流形
態の選択が可能となっている。また、三事業の実施件
数が合計で９件増加（多国間交流を含む）した。

Ａ

価委員
の評価

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
相手国の実態に応じた交流形態による事業が展開され、より効率的・効果的な交流が実施されてい
る。また、審査体制の整備、評価の実施や成果公開など、事業の透明性・公正性を確保するための努
力を積極的に行っている点も評価できる。

８．外部評価委員による総合的な評価
地球温暖化対策や環境問題それに人口高齢化などアジアに共通する課題は多い。こうした観点から
もアジア諸国との研究交流や学術基盤整備事業などの積極的な展開や事業の実施件数の増加になって
示されており評価したい。また、様々な事業については、中間や事業終了後に評価を行い公表してい
ることも透明性の確保に資するものと考える。
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評価シート（Ⅱ-4-(2)-③）

事業・業務の名称：４
③
掲載箇所

中期計画

学術に関する国際交流の促進 （２）二国間交流
論文博士号取得希望者への支援事業
８頁

年度計画

９頁 業務実績報告書

７８頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

振興会はアジアとの学術交流を積極的に行っている我が国を代表する学術振興機関であり、
アジア諸国との二国間交流の一環として、アジア地域における学術水準の向上及び研究人材の
育成に資するため、本事業を実施する必要がある。
本事業は、博士の学位を授与できる大学が少ない国の研究者が、現地での職業を維持しなが
ら、最大５年間をかけて日本の博士号を取得できるという柔軟性を持った事業であり、実際に
本事業への参加を希望するアジアの研究者は多い。アジア諸国の基礎研究や人材育成に貢献す
るという日本が国際社会で果たすべき役割に積極的に対応しているものである。

Ａ

２．評価資料
論文博士号取得希望者に対する支援事業平成 19 年度分募集要項、研究進展状況一覧（ホームページ）、
JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.) Program Abstracts of Dissertation

３．事業・業務の実施状況
アジア諸国の論文博士号取得希望者１６３人に対して学位取得のための研究に必要な支援を行っ
た。具体的には、論博研究者の来日に係る旅費・滞在費等を支給するとともに、日本人研究指導者の
現地での論博研究者に対する指導のための旅費等を支給した。
また、採用後のフォローアップのため、毎年度末に「研究進展状況報告書及び次年度計画書」を提
出させるとともに、論博研究者のモチベーションを高めるため、進捗状況等をインターネット上で公
開するとともに、博士号取得者のアブストラクト集を作成し対応機関等に送付している。
平成 19 年度分の公募では、アジア諸国から１５５名の申請があったところであり、その中から３１
名を新規に採用した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
平成 18 年度実績では、論博研究者１名当たりの経費は 140 万円であり、留学
など他の手段による博士号取得に比べ経済性において優れている。
アジアの相手国の学術振興機関では、論博研究者の来日に係る渡航費の負担
や、日本側研究指導者が相手国を訪問する際の現地滞在への支援を行っており、
振興会の負担を軽減している。
また、論博研究者のモチベーションが下がらないよう、支援期間の上限を 5 年
とし、毎年度末には研究進展状況の報告を求めている。
本事業は、論博研究者が自国での研究を深めることにより 5 年以内に学位を取
得することを支援するものであるため、審査の際には個々の学術研究の特性等を
配慮した審査が行われた。
論博研究者は研究活動の拠点を自国においたまま、来日中（年間 90 日以内）
に論文指導を受けるという形式で事業を実施するため、自らの研究を深めること
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評価

Ａ

Ａ

3

により博士号を取得することができる。
論博研究者のモチベーションを高めるために、博士号取得者に対してメダルの
授与を行っており、18 年度はタイで現地の学術振興機関と共催でメダル授与式
を行った。その他、インドネシア、フィリピン、インドでもメダル授与式を行っ
ている。加えて、毎年度末の進捗状況をホームページで公開することにより、さ
らにモチベーションを高めている。
また、タイにおいては、論博経験者の同窓会組織によって、日本とタイの研究
協力を推進するためのシンポジウムが開催された。
選考は、特別研究員等審査会専門委員による書面審査及び同審査会委員による
合議審査により行っており、公正な審査が行われている。
公正性・
また、論博研究者の年齢制限を 50 歳未満とし、学位取得後も研究者として第
透明性 一線で活躍できる人を対象とするとともに、学位を授与できる大学が少ないなど
現地の事情を配慮し、若手研究者に限定することなく博士号の学位を取得するチ
ャンスを与えられるよう配慮している。

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

5 年以内の支援により博
士号を取得する者の割合
が現状(71％)を上回る制
度改善等を図る。

日本学術振興会の自己点検
実績
平成 14 年度採択者のうち 5 年
の支援期間終了時点において、博
士号取得見込みの者の割合：８
３％（２９人中２４人）。

評価基準
80％以上
S
70％〜79％ A
60％〜69％ B
59％以下
Ｆ

判定

Ｓ

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点

1

若手研究者育成及び研究
者間の人脈形成への貢献

外部評

成果

評価

本事業を利用して博士号を取得した研究者は、母国
において、若手研究者の指導や日本の研究者との人的
ネットワークの形成に大きな役割を果たしている。

Ａ

価委員
の評価

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
本事業は、アジア諸国に我が国の博士号を持つ研究者を増やすことにより、我が国とアジア諸国の
学術パートナーシップの強化に大きく貢献している。

８．外部評価委員による総合的な評価
５年以内の博士号取得見込み者の割合が昨年度より更に上がって８３％になっており、関係者の努
力の結果と評価したい。今後、こうした博士号取得者が日本の研究者との人的ネットワークを形成し、
アジアの学術研究レベルの向上に大きく貢献することを期待したい。

97
107

評価シート（Ⅱ-4-(2)-④）

事業・業務の名称：4
掲載箇所

中期計画

学術に関する国際交流の促進 (2)二国間交流 ④協定の見直し
８頁

年度計画

９頁 業務実績報告書

７９頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

本会は、学術の国際交流を積極的に実施し、日本と世界の研究者の研究協力を推進する学術
振興機関である。海外 43 か国、2 国際機関を含む 82 の学術振興機関との合意に基づく交流枠
組み（うち二国間交流については、40 か国、63 機関）を有しており、状況の変化に対応した
円滑な研究者の交流を支援していくうえで、協定の見直しは不可欠である。

Ａ

２．評価資料
科学技術・学術審議会国際化推進委員会報告「科学技術・学術分野における国際化推進方策について」、
「第３期科学技術基本計画」、協定・覚書等（新規、見直し分）

３．事業・業務の実施状況
二国間交流をより効果的に実施することを目的として、３つの対応機関（英国王立協会、スペイン
科学研究高等会議、インドネシア科学院）と、既存の協定・覚書等の見直しを行った。また、６つの
対応機関（ニュージーランド研究科学技術事業団、ニュージーランド保健研究学術会議、ニュージー
ランド王立学士院、ノルウェーリサーチカウンシル、フランス科学高等学院、チュニジア科学研究技
術能力開発省）と新たな協定・覚書を締結した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

3

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績
これまで日本学術振興会が相手国の研究者招へいの経費を負担する形で片務
的に行っていたニュージーランド、ノルウェーとの交流を、協定の新規締結によ
り、相手国側機関が日本側研究者の招へいのための経費を負担し、両機関で研究
者を招へいし合う相互交流を行うこととなり、経費の効率性が向上した。
また、研究者交流経費を柔軟に使用できるよう、既存の協定を見直した。

数学分野での日本の若手研究者の養成につながる欧州への派遣事業を、数理科
学を扱うフランス科学高等学院と立ち上げるとともに、チュニジア科学研究技術
能力開発省との覚書の新規締結により、これまでになかった北アフリカとの交流
有効性
を新しく実施することとなった。
また、ニュージーランドやノルウェーとの相互協力の開始など、効果的な交流
が図れるよう協定の見直しを推進した。
平成１８年６月末の二国間事業共同研究・セミナー及び特定国派遣研究者事業
公正性・ の公募開始以前に協定の新規締結ないし見直しを行った交流については、上記事
透明性 業の募集要項で公募を行った。それ以降に締結・改定した交流については、平成
１９年度に公募を行う予定。
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評価

Ａ

Ａ

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

中期計画期間中に、30 以
上の機関と新たに交流協
定を締結あるいは既存協
定の見直し・改正を行う

日本学術振興会の自己点検
評価基準
実績
平成 15 年度からの累積
平成 15 年 10 月 1 日から平成 19
数：
年 3 月 31 日の間に新規締結ないし
30 件以上
Ａ 見直しを行った協定の累積数：
21〜30 件
Ｂ 31 件
20 件以下
Ｆ

判定

A

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点
国際戦略の展開

1

外部評

成果

評価

これまで二国間事業での交流の無かった対応機関
との交流が開始（ニュージーランド研究科学技術事業
団、ニュージーランド保健研究学術会議、ニュージー
ランド王立学士院、ノルウェー研究会議、フランス科
学高等学院、チュニジア科学研究技術能力開発省）さ
れるなど、効果的・戦略的な国際交流の枠組みが拡充
した。

Ａ

価委員
の評価

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
対応機関との協定・覚書等により、二国間交流事業の明確な枠組みを設定し、安定した学術交流を
維持してきたが、近年における学術の多様化・複合化の中で、これらの枠組みをより効率的かつ有効
にすべく適切な改善が行われた。協定・覚書等の改善見直しには、我が国と相手国双方のニーズに見
合うことが求められ、改善見直し実現に時間がかかる場合もあるが、我が国が一層の主導権を発揮し、
引き続き見直し作業を行う必要がある。

８．外部評価委員による総合的な評価
円滑な交流支援のため、学術の多様化・複合化に対応して、積極的に見直し・改善を進めたこと、
また、これまで二国間交流の無かったニュージーランド、ノルウェーなど４カ国の学術機関との交流
が開始されたことは、いずれも評価できる。
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評価シート（Ⅱ-4-(3) -①）

事業・業務の名称：４．学術に関する国際交流の促進
① 全般的な取組み
掲載箇所

中期計画

９頁 年度計画

（３）研究者の招致

９頁 業務実績報告書

８１頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

外国人研究者の我が国への招致事業は、第２期科学技術基本計画において「国内の研究環
境の国際化」の推進が提言され、また科学技術・学術審議会人材委員会第二次・第三次提言
のみならず、平成１７年１月の同審議会国際化推進委員会報告においても「優れた外国人研
究者の受入促進」が必要とされている。更に、第３期科学技術基本計画においても、人材の
育成の観点及び国際活動の戦略的推進の観点から、
「外国人研究者の活躍促進」が必要とされ
ている。

Ｓ

２．評価資料
科学技術・学術審議会国際化推進委員会報告「科学技術・学術分野における国際活動の戦略的推進に
ついて」、外国人研究者招へい事業（
（外国人特別研究員事業（一般）、外国人特別研究員事業（欧米短
期）、外国人招へい研究者事業（短期）
、外国人招へい研究者事業（長期）、外国人著名研究者事業）に
係る募集要項、
「諸手続の手引き」及び事業 URL からの抜粋（よくある質問と回答例（FAQ）
）
、
「生活支
援のしおり」
、
「来日外国人研究者のための生活ガイドブック」

３．事業・業務の実施状況
外国人研究者を我が国に招へいする事業として、外国人特別研究員事業（一般／欧米短期／サマー・
プログラム）、外国人研究者招へい事業（短期／長期）、著名研究者招へい事業を実施し、うち公募に
より申請を募集している事業の８割において申請機会を年複数回設けた。
採用となった研究員に対しては、物心両面において渡航前の準備が行えるよう、来日前に「生活支
援のしおり」及び「来日外国人研究者のための生活ガイドブック」を配布し、我が国に係る情報を提
供した。更に、来日した研究員には、日本における研究生活が順調に始められることを担保すべく指
定された期限までに必要書類を提出した研究員全員に対して来日後１４日以内に滞在費等の必要経費
を支給した。
事業終了者については、帰国後の連絡先の把握に努め、定期的に振興会に関する情報提供を行った。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
申請書の処理作業の一部を科学技術国際交流センター（JISTEC）に業務委託
することにより、申請数の増加に関わらず審査に要する時間を最小限に留める
ことができ、スケジュール及び業務処理能力の双方において、年複数回申請を
行いうる体制を可能とした。
外国人研究者を招へいするための制度としては、各研究者のキャリアステー
ジ及び研究目的に応じた研究計画がたてられるよう、博士号取得前後の若手研
究者を対象とした外国人特別研究員事業、中堅クラスの研究者を対象として短
期と長期の枠組みを設けた招へい研究者事業、ノーベル賞級の著名な研究者を
対象とした著名研究者事業まで、様々なチャンネルを設けている。
採用された研究員については、事業及び必要な手続きへの理解を深め、研究
計画を順調に遂行できるよう、事業実施において必要な手続きを記した「諸手
続の手引き」を和英双方で併記し、また、それぞれの事業ホームページには、
よくある質問と回答例（FAQ）を掲載している。
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評価

Ａ

Ａ

3

それぞれの事業ごとに事業趣旨や対象分野、申請資格などをホームページに
公正性・ 明記している。また、公募を行っている事業については、募集要項や申請書等
透明性 の必要書類をホームページに掲載し審査方針や選考方法を公開している。

Ａ

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
評価の観点

1

2

3

必要な経費を来日後 14
日以内に確実に支給す
る。

評価基準
71％以上
61％〜70％
51％〜60％
40％以下
91％〜100％
81％〜90％
80％以下

外国人特別研究員につい
ては、新たな採用期間終
了者の 70％以上につい
て、連絡先を把握する。

81％以上
71％〜80％
61％〜70％
60％以下

60％以上の事業で、年複
数回の申請機会を設け
る。

日本学術振興会の自己点検
実績
Ｓ
A
80％
B
F
A
平成 18 年 4 月以降に新たに来日
B
した 1,162 人うち、指定された期
F
限までに必要書類を提出した
870 人の 100％にあたる 870 人に
対し、14 日以内に経費を支給。
S
A
B
F

新たな終了者 923 人のうち、818
人の連絡先を把握（88.6％）

判定

Ｓ

Ａ

Ｓ

６．得られた成果に関する評価
評価の観点
研究環境の国際
化

1

日本学術振興会の自己点検
成果
外国人研究者の受入れにより、我が国の大学等学術研究
機関の国際化とともに、研究人材の確保及び各研究機関に
おける研究のより一層の進展に貢献した。また、学生を含
む若手日本人研究者の国際性の涵養に寄与した。

評価

Ａ

外部評
価委員
の評価

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
外国人研究者を我が国に招へいする事業として、研究者の多様な研究計画に応えるためのチャンネ
ルを用意し、平成１８年度において延べ２，４１１人もの諸外国の優れた研究者を支援していること
は評価できる。今後、外国人研究者の活躍促進は、我が国の重要な課題であり、若手から中堅・教授
級、著名研究者に至るまで、研究者のキャリアステージに沿った本招へい事業は、今後も着実に実施
していくことが必要である。

８．外部評価委員による総合的な評価
外国人研究者の招へい事業は、我が国の人材育成に貢献する効率が極めて大きい。可能な限り多く
の日本人若手研究者（学生を含む）と交流する機会を増やし、その内容も個人的な discussion のレベ
ルにまで高める必要がある。今後とも、量的な拡大と質的向上に努力されたい。

101
111

評価シート（Ⅱ-4-(3) -②）

事業・業務の名称：４．学術に関する国際交流の促進
② 外国人特別研究員事業
掲載箇所

中期計画

９頁 年度計画

（３）研究者の招致

９頁 業務実績報告書

８２頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検 証 ･
評価

外国人特別研究員事業は、第２期科学技術基本計画においてその必要性が提言された「国
内の研究環境の国際化」の推進が提言され、また科学技術・学術審議会人材委員会第二次・
第三次提言のみならず、平成１７年１月の同審議会国際化推進委員会報告においても「優れ
た外国人研究者の受入促進」が必要とされている。更に、第３期科学技術基本計画において
も、外国人研究者の活躍促進として、外国人ポストドクター制度が必要とされている。
日本において研究を希望する諸外国のポスドクレベルにある若手研究者を、分野や国籍を
問わず、その研究計画の学術的価値において審査し支援する唯一の事業である。

Ｓ

２．評価資料
第２期科学技術基本計画、第３期科学技術基本計画、科学技術・学術審議会第 1 期国際化推進委員会
報告「科学技術・学術活動の国際化推進方策について」、同審議会第２期国際化推進委員会報告「科学
技術・学術分野における国際活動の戦略的推進について」、同審議会人材委員会第二次提言「国際競争
力向上のための人材の養成・確保を目指して」、同委員会第三次提言「科学技術と社会という視点に立
った人材養成を目指して」、募集要項（外国人特別研究員 平成１７・１８年度分、外国人特別研究員
事業（欧米短期） 平成１７・１８年度分）、審査方針（外国人特別研究員、外国人特別研究員（欧米
短期）
）、申請・採用実績、滞在実績、欧米主要国における JSPS 事業経験者組織の設置状況について、
サマー・プログラム報告書（JSPS Summer Program 2006）、事業評価アンケート集計結果、サイエンス・
ダイアログ事業の実施状況

３．事業・業務の実施状況
新たに採用した６５か国・７８９人の研究員を含む９０ヶ国・１，９６２人に対し、我が国の大学
等研究機関において日本側受入研究者の指導のもとに共同して研究に従事する機会を提供した。また、
欧米諸国からは、新たに３８７人の若手外国人研究者を招へいした。
来日した研究員に対しては、日本における研究生活が順調に始められることを担保すべく指定され
た期限までに必要書類を提出した研究員全員に対して来日後１４日以内に滞在費等の必要経費の支給
し、また、年７回にわたりオリエンテーションを実施した。
事業終了者については、帰国後の連絡先の把握に努め、定期的に振興会に関する情報提供を行うと
ともに、欧米５か国において形成された JSPS 事業経験者組織への側面的な支援を行った。また、新た
にインドにおいて事業経験者組織が立ち上がった。
本事業における申請処理業務としては、外国人特別研究員事業における平成１８年度２次及び平成
１９年度１次、並びに外国人特別研究員（欧米短期）事業における平成１８年度４〜６回及び平成１
９年度１〜３回申請に係る業務を行った。
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４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
公募による採用の他、海外２５か国３５機関の対応機関からの推薦に基づく採
用を行っている。また、サマー・プログラムも米・英・仏・独・加の学術助成機
関等の協力を得て実施しており、参加者の募集及び選考は、各協力機関が担って
いる。
こうした対応機関からの協力を得ることにより、中堅・教授級の研究者と比べ、
我が国との繋がりが弱い博士号取得前後の若手研究者に対する事業広報を、効率
的かつ広範に行うことができ、特に欧米諸国からの研究員の確保に繋がってい
る。
更に、業務の効率性を高めるべく、新規来日者へのオリエンテーション及び生
活支援に係る業務を、来日した外国人研究者への生活業務に係る経験を有する科
学技術国際交流センター（JISTEC）に委託し、よりきめ細かなサービスを提供す
ることができている。また、申請書の確認作業についても、JISTEC に業務委託す
ることにより、申請数の増加に関わらず、審査に要する時間を最小限に留めるこ
とができている。
本事業においては、各研究者のキャリアステージ及び研究目的に応じた研究計
画がたてられるよう、以下の３種類のチャンネルを設けている。サマー・プログ
ラム及び欧米短期事業については、招へい期間を短く設定し、欧米の若手研究者
が我が国で研究活動を行うことへの心理的なハードルを低くし、将来的に外国人
特別研究員事業（一般）に繋げるための道筋としての役割も備えている。
① 博士号取得前後の若手研究者を対象に、夏期の約２ヶ月間、日本語や日本文
化等に関するオリエンテーションと日本の研究機関における共同研究の機会
を与えるサマー・プログラム。招へい時期を６月中旬から８月末とすること
で、博士課程在籍者であっても夏休みを利用して参加することが可能となる。
② 同じく博士号取得前後の若手研究者を対象としつつも、より広範囲な研究計
画に対応できるよう、採用期間を１５日から１１ヶ月までとした外国人特別
研究員事業（欧米短期）。
③ 博士号取得後の研究者に対して１２〜２４ヶ月というまとまった期間の研究
機会を提供する外国人特別研究員事業（一般）
ポスターの作成や和英双方のホームページの充実など、国内外に向けて事業広
報を行うことにより、多くの申請を得ており、優れた研究員を採用できた。
また、来日した研究者が日本において順調に研究を進められるよう、オリエン
テーションの開催及び生活支援の仕組みを整備している。更に１８年度には事業
終了後には来日中に形成された研究員と日本との繋がりを保ち続けられるよう、
定期的に振興会に関する情報提供を行うと同時に、欧米５か国に設置されている
事業経験者組織の活動の充実を図っているが、新たにインドにおいても事業経験
者組織が立ち上がった。
オリエンテーションについては，渡日前の海外研究センターでの開催と渡日後
の間もない時期の開催と，きめ細かに対応し効果をあげている。
この他に、研究員が日本との繋がりを強める動機付けとするため、日本の高等
学校において自身の研究等について英語で講演等を行うサイエンス・ダイアログ
事業を延べ４５校で実施した。

103
113

評価

A

A

3

審査に当たっては、書面審査区分を従来の４系別（人文・社会、数物、化学、
生物）から８領域（人文、社会、数物、化学、工学、生物、農学、医歯薬）に変
更するなどきめ細かな審査体系に改善したことにより、一層の公平・公正性が確
保された。
なお、外国人特別研究員事業の選考は、本会の特別研究員等審査会委員におけ
る書面審査及び合議審査により行った。
公正性・
外国人特別研究員（欧米短期）事業の選考は、国際事業委員会による書面審査
透明性 及び合議審査により行った。
本事業に係る審査方針及び選考方法については、ホームページにおいて公表さ
れており、特別研究員等審査会委員及び国際事業委員会委員名簿は、ホームペー
ジにおいて公表されている。
また、外国人特別研究員事業（一般）においては、希望した申請者に対し、全
申請における当該申請のおよその位置づけを通知している。

A

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
評価の観点

1

2

3

外国人特別研究員につい
ては、文部科学省科学技
術・学術審議会国際化推
進委員会「科学技術・学
術活動の国際化推進方策
について（報告）（平成
15 年 1 月）」に掲げられ
た 2,050 人受入れ規模を
目指す。
外国人特別研究員につい
ては、多様な国から計画
的に研究者の支援を行
う。
欧米からの若手研究者来
日者数の充実に努め、200
人規模で招へいする。

日本学術振興会の自己点検
実績
S
A
B
１，９６２人
F

評価基準
2,050 人以上
1,500 人〜2,049 人
1,000 人〜1,499 人
999 人以下

（外国人特別研究員（欧米・短期）と外
国人特別研究員（サマー・プログラム）

判定

A

の受入れ数合計２９３人を含む）

71 か国以上
61 か国〜70 か国
51 か国〜60 か国
50 か国以下
200 人以上
151 人〜199 人
150 人以下

S
A
B
F
A
B
F

９０か国

S

２９３人
（外国人特別研究員(欧米･短期)と外国
人特別研究員(サマー・プログラム)の受

A

入れ数の合計）

4

5

6

事業経験者による研究者
コミュニティーの形成が
中期計画期間中、新たに 5
か国において進むよう支
援する。

5 か国以上
２か国〜4 か国
1 か国以下

Ａ
Ｂ
F

オリエンテーションを通
年で 7 回実施する。

7 回以上
4 回〜6 回
3 回以下
91％〜100％
81％〜90％
80％以下

A
B
F
A
B
F

必要な経費を来日後 14
日以内に確実に支給す
る。
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5 か国

A

7回

A

平成１８年 4 月以降に新たに来
日した 789 人のうち、指定され
た期限までに必要書類を提出し
た 627 人の 100％にあたる 627
人に対し、14 日以内に経費を支
給。

A

7

8

新たな採用期間終了者の
70％以上について、連絡
先を把握する。

81％以上
71％〜80％
61％〜70％
60％以下

S
A
B
F

振興会に関する情報の提
供を年 4 回定期的に行
う。

4 回以上
3回
2 回以下

A
B
F

新たな終了者 923 人のうち、818
人の連絡先を把握（88.6％）
Ｓ

4回

A

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点
研究環境の国際化の推進

1

成果

評価

研究者の受入れにより、受入研究機関の国際化及びそ
れぞれの機関の研究の進展に貢献した。また、研究者の
学校教育活動への参加を通じて、研究者間の繋がりを深
めるとともに、学校・地域との交流が促進された。

A

外部評
価委員
の評価

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
外国人特別研究員事業では、平成１８年度において延べ１，９６２人もの諸外国の優れた若手研究
者を日本に招へいした。アカデミックメリットに基づいた公正かつ透明な審査を始めとして、事業全
体としての効果を高めるための様々な業務を着実に行い、研究員が日本の大学等研究機関において行
う研究を経済面及び生活支援という側面から支えることで、研究員自身の研究の促進のみならず、受
入研究機関の国際化及びそれぞれの機関の研究の進展に寄与することができた。またサイエンス・ダ
イアログを通じた若手外国人研究者のアウトリーチ活動を行っている意義は大きい。

８．外部評価委員による総合的な評価
研究者の国際交流事業は、相互主義に基づくと共に相互受益を達成できることが重要である。特に、
若い世代の交流は極めて重要であり、我が国の科学技術・文化の国際的評価を高めるための、将来へ
の投資としての意義が大きい。本事業の更なる発展を期待したい。
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評価シート（Ⅱ-4-(3) -③）

事業・業務の名称：

掲載箇所

中期計画

４．学術に関する国際交流の促進
③ 外国人研究者招へい事業
９頁 年度計画

（３）研究者の招致

１０頁 業務実績報告書

８８頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検 証 ･
評価

外国人招へい研究者事業は、第２期科学技術基本計画において重要政策に定められた「優
れた外国人の活躍の機会の拡大」に基づくものであり、平成１７年１月の科学技術・学術審
議会国際化推進委員会報告においても「優れた外国人研究者等の受入促進」が必要とされて
いる。また、第３期科学技術基本計画において、「外国人研究者の活躍促進」として、優秀
な人材が、国籍を問わず数多く日本の研究社会に集まり、活躍できるようにすることが必要
とされている。
本事業は、中堅研究者から教授級研究者に至る優れた外国人研究者を研究分野や国籍を問
わず、わが国の学術機関に招致する唯一の事業である。

Ａ

２．評価資料
科学技術・学術審議会国際化推進委員会報告「科学技術・学術分野における国際活動の戦略的推進に
ついて」、募集要項（外国人招へい研究者（短期）平成１８年度分、外国人招へい研究者（長期）平成
１８年度分、公募による外国人招へい研究者（短期・長期）の選考方法（ホームページ）、申請・採用
実績、外国人招へい研究者事業におけるアンケート集計（受入研究者へのアンケート）

３．事業・業務の実施状況
平成１８年度には、招へい研究者（短期）３３５人（新規２９２人、継続４３人）、招へい研究者（長
期）１１４人（新規８１人、継続３３人）人が日本における研究活動を行った。
また、招へい研究者（短期）については、２４５人（平成１８年度第２次１００人、平成１９年度
第１次１４５人）、招へい研究者（長期）については、７０人（平成１９年度分）の採用をそれぞれ決
定した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
招へい期間については、短期は１４日から６０日、長期は２ヶ月から１０ヶ
月の期間で、研究者の計画によってそれぞれ申請される。決定にあたっては、
研究計画が具体的であるかどうか審査される。
招へいされる研究者がサバティカルの時期に、研究計画にもとづき、日本で
の研究活動を行うことを可能にしている。
申請書の確認作業を科学技術国際交流センターに業務委託することにより、
審査に要する時間を最小限に留めることを可能にしている。
学術の進展への寄与という観点から有用であるとの評価を９７．３%の受入
研究者から、また、研究の推進という観点から有用であるとの評価を９４．６%
の受入研究者から得ている。
本事業による支給経費は、研究活動をするのに十分な額であり、優秀な外国
人研究者が採用されている。
外国人招へい研究者として招へいし、新たに終了した研究者３９６人（短期
３１７人、長期７９人）に対して、JSPS Quarterly を送付して、我が国の学術
情報の提供を行っている。
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評価

A

Ａ

3

審査に当たっては、書面審査区分を従来の４系別（人文・社会、数物、化学、
生物）から８領域（人文、社会、数物、化学、工学、生物、農学、医歯薬）に
変更するなどきめ細かな審査体系に改善したことにより、一層の公平・公正性
を確保した。
公正性・
なお、審査は、本会の特別研究員等審査会委員における書面審査及び合議審
透明性 査により選考を行っている。
公募による外国人招へい研究者（短期・長期）に係る審査方針および選考方
法については、ホームページ上で公表している。
特別研究員等審査会の委員の氏名についてもホームページ上で公表してい
る。

A

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
評価の観点

1

2

3

4

日本学術振興会の自己点検
実績

評価基準
340 人以上 A
201〜339 人 B
200 人以下 F
91％〜100％
81％〜90％
80％以下

A
B
F

新たな採用期間終了者の
70％以上について、連絡
先を把握する。

81％以上
71％〜80％
61％〜70％
60％以下

S
A
B
F

振興会に関する情報の提
供を年４回定期的に行
う。

4 回以上
3回
2 回以下

A
B
F

３４０人以上の受入れを
行う。
必要な経費を来日後 14
日以内に確実に支給す
る。

判定

受入れ数：合計 449 人
（短期 335 人、長期 114 人）
平成１８年４月以降に新たに来日
した 373 人（短期 292 人、長期
81 人）のうち、指定された期限ま
でに必要書類を提出した 243 人の
100％にあたる 243 人に対し、14
日以内に経費を支給。
外国人招へい研究者(短期)終了者
317 人(一般 258 人、推薦 59 人)
全員及び外国人招へい研究者（長
期）終了者 79 人(一般 65 人、推薦
14 人)のうち 396 人(100%)の連絡
先を把握している。
４回

Ａ

Ａ

Ｓ

A

６．得られた成果に関する評価
評価の観点
研究環境の国際
１ 化の推進

日本学術振興会の自己点検
成果

評価

受入研究室に国際的な環境をもたらす一助となり、また、講演
等を通して若手研究者への大きな刺激になった。

A

外部評
価委員
の評価

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
本事業では、審査体制の改善により各領域に応じた適切かつ研究業績の極めて優れた研究者を招へ
いした。受入研究機関等での研究活動は、その機関の研究推進や若手研究者へ大きな刺激となった。

８．外部評価委員による総合的な評価
優れた研究者の招へい事業の価値が高いことは論を待たない。事業の更なる発展と相互主義による
進展を望みたい。
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評価シート（Ⅱ-4-(3) -④）

事業・業務の名称：４．学術に関する国際交流の促進
④ 著名研究者招へい事業
掲載箇所

中期計画

９頁 年度計画

（３）研究者の招致

１０頁 業務実績報告書

９０頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検 証 ･
評価

ノーベル賞級受賞者の招へい事業は、第３期科学技術基本計画において基本理念にある５
０年間にノーベル賞受賞者３０人程度輩出するための土台作りとして必要である。科学技
術・学術審議会国際化推進委員会報告においても「優れた外国人研究者等の受入促進」が必
要とされている。
振興会は人文・社会科学及び自然科学の全分野の学術の研究支援を行っており、本事業の
ような学際的・学融合的研究の企画・実施が可能な唯一の機関である。

Ａ

２．評価資料
科学技術・学術審議会第２期国際化推進委員会報告「科学技術・学術分野における国際活動の戦略的
推進について」、外国人著名研究者招へい事業審査方針（ホームページ）、申請・採用実績、平成１８
年度外国人著名研究者招へい事業報告書

３．事業・業務の実施状況
平成１８年度には１１件の事業を実施した。また、平成１９年度第１回分として２件の採択を行っ
た。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

3

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績
ノーベル賞受賞者を３年間にわたって複数回招へいすることにより、受入機
関全体の研究及び研究活動への助言・協力が行われ、受入機関の研究水準の向
上、また、学術交流の進展がなされる。

本事業は、ノーベル賞受賞等特段に優れた研究業績を有する研究者の招へい
であるが、採択にあたっては、受入機関全体の研究活動等への助言・協力が継
続的に行われ、若手研究者の研究活動に良い刺激があり、双方向の交流が行わ
れる招へい計画であるかどうかを鑑みながら審査が行われる。招待講演等の短
期的なものは、対象としていない。
本事業による支給経費は、ノーベル賞受賞者等を招へいするのに十分な額で
有効性
あり、著名な研究者が招へいされている。
事業報告書は、和文及び英文で作成し、ホームページで公開している。なお、
本事業はその性格上、申請数は必ずしも多くないが、招へい研究者が本会を訪
問した際の模様を積極的にホームページで提供する等により、事業の有効性を
周知している。
外国人著名研究者として招へいした研究者に対して、JSPS Quarterly を送付
して、我が国の学術情報の提供を行っている。
本事業における審査基準に基づき、当該領域の国際事業委員会書面審査員に
公正性・
よる書面審査を踏まえて、国際事業委員会による合議審査により採択を決定し
透明性
ている。本事業の審査基準については、ホームページ上で公表した。
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評価
A

Ａ

A

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
評価の観点

1

１０人以上の受入れを行
う。

振興会に関する情報の提
２ 供を年 4 回定期的に行
う。

評価基準
１０人以上 A
５〜９人
B
４人以下
F
4 回以上
3回
2 回以下

日本学術振興会の自己点検
実績
平成１８年度においては、１７年
度以前の採用者７名に加え、新規
に４名を採用し、１１名の受入体
制を整備した。
A
4回
B
F

判定
A

A

６．得られた成果に関する評価
評価の観点

1

研究環境の国際
化の推進

日本学術振興会の自己点検
成果

評価

受入研究者から、若手研究者へ大きな刺激を与え、受入機
関の国際化にとって極めて有意義であったと評価されてい
る。

Ａ

外部評
価委員
の評価

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
ノーベル賞受賞者等の著名な研究者を招へいし、研究活動を行うことは、大学等の研究水準の向上
及び我が国の学術研究の国際化にとって不可欠である。また、ノーベル賞受賞直後の研究者を招へい
することが可能となったことは、本事業制度の機動性を裏付けるものである。

８．外部評価委員による総合的な評価
本事業は、我が国の学術のピークをさらに高める点に意義がある。さらに量的拡大を図る必要があ
るが、ノーベル賞の受賞直前の著名研究者をシステマティックに招へいすることを検討しては如何か。
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評価シート（Ⅱ-4-(4)-①）

事業・業務の名称：４．学術に関する国際交流の促進
（４）セミナーの開催、研究者の派遣
掲載箇所

中期計画

１０頁 年度計画

１０頁 業務実績報告書

９１頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検 証 ･
評価

科学技術・学術審議会第１期国際化推進委員会報告において、パーソナルネットワークの
促進は、研究協力・交流を支える基盤であり、その方策として国際研究集会の支援強化が必
要とされている。
本会は人文・社会科学及び自然科学の全分野の学術の研究支援を行っており、日本で開催される国
際研究集会の支援にかかる研究者からのニーズは非常に高くなっている。第３期科学技術基本計画に
おいても、研究成果の発表、知識の交換等の観点から、
「研究集会の活性化を図る」ことが期待されて
いる。また、同基本計画において、我が国の科学技術活動の国際的評価・認知度の向上のために、
「研究成果・研究者・研究機関に関する情報の積極的な海外への発信」を支援するとされて
いる。

Ａ

２．評価資料
科学技術・学術審議会国際化推進委員会報告「科学技術・学術活動の国際化推進方策について」、国際
研究集会平成１９年度分募集要項、国際研究集会の採択方法（ホームページ）、申請・採択実績、国際
学会等派遣事業平成１８年度募集要項・平成１９年度募集要項

３．事業・業務の実施状況
平成１８年度には４５件の日本での国際研究集会の開催の支援を行った。また、２３４人の日本人
研究者に対して外国で開催される国際研究集会への派遣支援を行った。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

3

日本学術振興会の自己点検
実績
評価
本事業により学術研究集会経費を支援（３５０万円）することにより、協賛企
業等による支援額が増加（平成１８年度平均：約 1,660 万円）し、優秀な外国人
効率性 研究者の招へいが可能となった。
A
一方、派遣支援における１人当たり平均は、渡航日数６日・支給額約２６万円
であり、経費の効率的な運用に努めた。
開催責任者から、学術的にレベルの高い集会が開催され、有意義な情報交換が
行われると共に国際研究集会に参加した研究者間のネットワークが構築され、今
後の研究推進に有効であった等の報告があった。
有効性
Ａ
参加する外国人研究者の割合を少なくとも 4 分の 1 程度含まれていることを条
件にしており、活発な意見交換等がなされた。
また、派遣された研究者からは、有意義な学会発表ができた等の報告があった。
審査に当たっては、書面審査区分を従来の４系別（人文・社会、数物、化学、
生物）から８領域（人文、社会、数物、化学、工学、生物、農学、医歯薬）に変
公正性・ 更するなどきめ細かな審査体系にして一層の公平・公正性を確保し、国際事業委
A
透明性 員会による合議審査により採択を決定した。
審査方針及び選考方法並びに国際事業委員会委員氏名等については、ホームペ
ージ上で公表している。
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５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
評価の観点

1

国際的なセミナーの開催
を年１０件支援する。

評価基準
５１件以上
３１件〜５０件
１１件〜３０件
１０件以下

日本学術振興会の自己点検
実績
Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｆ

判定

４５件の国際研究集会を実施し
た。

Ａ

６．得られた成果に関する評価
評価の観点

1

支援・助成対象に
おける研究の発
展

日本学術振興会の自己点検
成果
各学術研究領域における国際的にレベルの高いセミナー
がより多く開催され、国内外の研究者ネットワークが強化さ
れるとともに、研究の発展に寄与した。

評価

A

外部評
価委員
の評価

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
国際研究集会事業は、日本において国際的にレベルの高いセミナーを開催することで、研究情報の
交換と研究者の交流を図り、国内外の研究者ネットワーク強化に資するものであり、事業の意義は高
いものであると評価できる。
また、外国開催国際研究集会への派遣については、効率的かつ適正な実施に努めた。

８．外部評価委員による総合的な評価
我が国における国際研究集会を公的に支援することの意義は大きい。特に、我が国の研究成果が多
く出始める時期の、比較的新興の研究分野に対する支援が重要である。支援件数を増やすとともに、
戦略的方針のもとに分野を選択する必要がある。
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評価シート（Ⅱ-4-(5)-①）

事業・業務の名称：４
①
掲載箇所

中期計画

学術に関する国際交流の促進 （５）海外研究連絡センター
フォーラム・シンポジウム等の開催
１０頁

年度計画

１０頁 業務実績報告書

９１頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

第３期科学技術基本計画（平成 18 年３月 28 日閣議決定）において、国際活動の戦略的推進
として、
「我が国の科学技術活動の国際的評価・認知度の向上のため、海外拠点を中心として、
研究成果・研究者・研究機関に関する情報の積極的な海外への発信、日本での研究経験を有す
る者等の関係者のネットワークの形成を支援する。」とされ、明確にその必要性が強調されて
いる。

A

２．評価資料
科学技術基本計画（第３期）、平成１８年度海外研究連絡センター一覧、平成１８年度海外研究連絡セ
ンター主催シンポジウム等一覧

３．事業・業務の実施状況
平成１８年度は、７センター（ワシントン、サンフランシスコ、ボン、ロンドン、ストックホルム、
ストラスブール、バンコク）において、合計１４件のシンポジウム等を開催し、延べ約 1,877 人が参
加した。
このような現地での強固なネットワークに基づき、フェローシップ事業における優秀な若手外国人
研究者の確保、２１世紀ＣＯＥプログラム参加大学と共催したシンポジウム等の開催、本会の事業経
験者の組織化等を可能としている。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

効率性

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
現地のアカデミー、大学等学術機関又は日本の大学と共催形式とするることに
より、会場利用料、講師旅費、開催経費等の諸経費の支出の抑制を図っている。
また、シンポジウムの参加を通じて、短期間のうちに、日本人研究者の研究成
果や大学等の最新の情報を当該国に提供することができるとともに、日本と当該
国の間に新たな研究者ネットワーク構築のきっかけとなっている。

現地の大学等学術機関との連携を図ることにより、現地の最新の学術動向を踏
まえたテーマ設定を行うとともに、講師等選定に際しても優秀な研究者を獲得す
ることが容易にできる。
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評価

A

A

3

我が国の優れた研究者、研究成果等を現地において広く知らしめるため、開催
するフォーラム等の趣旨、テーマ、講演者等を明示した案内状を当該分野の現地
公正性・
関係研究者等に広く送付するとともに、各センターのホームページに開催案内を
透明性
掲載するなど、事前の情報提供に努めている。

A

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

年間 10 回以上フォーラ
ム・シンポジウムを開催
する

各回の参加者は平均 100
名以上とする。

2

評価基準
10 回以上
７回〜 10 回
６回以下

100 人以上
81 人〜100 人
80 人以下

日本学術振興会の自己点検
実績
A
14 回
B
F

A
B
F

判定

A

合計参加者数 約 1,877 人
平均参加者数 約 134 人

A

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検
評価の観点
国際的な人的ネットワー
クの構築

1

外部評
価委員

成果

評価

の評価

本会海外研究連絡センターがシンポジウムを主催
又は共催することにより、我が国の科学技術・学術研
究の情報発信機能の重要な役割を果たしている。
また、欧米主要国での開催は、日本と当該国の優秀
な研究者及び大学等間のネットワーク構築・拡充に大
きく貢献している。

A

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
第３期科学技術基本計画における国際活動強化の推進に大きく貢献しており、特に、我が国の研究
成果・研究者・研究機関に関する情報の積極的な発信及びネットワークの拡大に寄与している。

８．外部評価委員による総合的な評価
この事業におけるテーマの選択は極めて重要であり、その成果により海外研究連絡センターの力量
が計られると言って良い。
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評価シート（Ⅱ-４-(５)-②）

事業・業務の名称：４
②
掲載箇所

中期計画

学術に関する国際交流の促進
我が国の大学等の活動支援
１０頁

年度計画

（５）海外研究連絡センター

１０頁 業務実績報告書

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［

９３頁

]、新たな評価の実施［○］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

第３期科学技術基本計画（平成 18 年３月 28 日閣議決定）において、国際活動の戦略的推進と
して、「国際活動を強力に推進するため、大学、公的研究機関等において国際活動を担う事務
体制の強化、関係機関の海外拠点活動の効果的推進及び連絡促進」とされ、明確にその必要性
が強調されている。

Ｓ

２．評価資料
第３期科学技術基本計画、平成１８年度海外研究連絡センター一覧、
「独立行政法人日本学術振興会
が海外研究連絡センターにおいて実施する我が国の大学等の海外活動展開に関する協力・支援事業に
ついて（実施要項）」、JUNBA ホームページ、平成１８年度日本学術振興会国際学術交流研修海外実
務研修報告集

３．事業・業務の実施状況
平成１８年４月に「独立行政法人日本学術振興会が海外研究連絡センターにおいて実施する我が国
の大学等の海外活動展開に関する協力・支援事業について（実施要項）」を制定し、本会海外研究連絡
センターが大学等の国際活動を支援する制度を整えた。本制度に基づき、平成１８年１１月より慶應
義塾大学が、本会ロンドン研究連絡センターにおいて同大学英国ロンドンオフィスとしての利用を開
始した（事務職員１名駐在）。また、米国西海岸地域の複数の大学等の海外事務所を組織化した「サン
フランシスコ・ベイエリア大学間連絡会議（JUNBA）」が平成１８年８月より発足し、本会サンフラ
ンシスコ研究連絡センターが事務局機能を担っている。なお、国立大学若手事務職員１２名が、欧米
設置の海外研究連絡センターにおいて、１年間の実務研修を行った。なお、これら大学国際化支援へ
の取組を大学国際戦略本部強化事業も含め総合的・体系的に行うため、本会内に大学国際化支援本部
を新たに設置した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績
本会海外研究連絡センターが有するネットワークを活用することにより、大
学等が独自に開拓するのに比べて、我が国の大学等のプレゼンス及び我が国の
学術研究のより迅速な国際的評価・認知度向上に貢献している。
JUNBA の活動においては、各加盟大学等がその活動経費を適切に分担するこ
とにより効率的な運営が図られ、かつ、当該センター活動経費の抑制に寄与し
ている。
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評価

Ａ

2

3

JUNBA の活動は、我が国の大学及び関係機関の海外拠点活動の効果的推進及
び連絡促進に大きく貢献しており、我が国全体のプレゼンスを示す新たな組織
体として有効である。
また、慶應義塾大学のロンドンオフィス開設及び国立大学若手事務職員の海
外実務研修は、大学等において国際活動を担う事務体制の強化につながる国際
業務担当職員の養成に大きく貢献している。

有効性

本会海外研究連絡センターが大学等の国際活動を支援する制度については、
本会ホームページ掲載により周知を図り、希望大学等からの照会・相談を広く
公正性・ 受け付けている。
JUNBA の活動については、独自のホームページを開設し、その活動内容を公
透明性
表している。

Ｓ

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価

海外拠点活動の連携推進

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

日本学術振興会の自己点検

評価の観点

成果
JUNBA 発足は、我が国の大学等の海外拠点活動の
連携推進のモデル事例となっている。

1

また、本会海外研究連絡センターと大学等による協
力関係の推進は、学術研究等の情報発信力のより一層
のみならず、国際活動を担う事務体制強化に寄与して
いる。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
第３期科学技術基本計画における国際活動強化のための環境整備に貢献しており、特に、海外拠点
活動の効果的推進及び連携促進について、大きな役割を果たしている。

８．外部評価委員による総合的な評価
我が国の大学等の活動支援を、事業開始以来着実に成果を挙げつつあると評価できる。今後は、活
動の幅を広げるとともに、支援活動のポリシーをより明確にすることを期待したい。
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評価シート（Ⅱ-4-(5)-③）

事業・業務の名称：４
③
掲載箇所

中期計画

学術に関する国際交流の促進 （５）海外研究連絡センター
学術振興施策・研究動向等の情報収集
１０頁

年度計画

１０頁 業務実績報告書

９４頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

第３期科学技術基本計画（平成 18 年３月 28 日閣議決定）において、国際活動の戦略的推進
として、「海外の科学技術動向を体系的に収集・分析する体制の整備など、国際活動をさせる
基盤の強化を図る。
」とされ、明確にその必要性が強調されている。

A

２．評価資料
第３期科学技術基本計画、独立行政法人日本学術振興会ホームページ（学振ＮＥＷＳ・海外ニュース・
2006 年）、大学国際戦略本部強化事業ホームページ（JSPS 海外研究連絡センターより）

３．事業・業務の実施状況
海外研究連絡センター所在国及び周辺国における学術振興政策、研究動向、大学改革等に関する情
報は、本会ホームページ及び大学国際戦略本部強化事業ホームページにおいて提供した。
また、現地でフィールド研究を行う日本人研究者のベースキャンプとして支援するため、我が国の
政府・大学・公的機関が行う現地調査について、海外研究連絡センターが関係機関訪問の手配や行政
手続の調査申請等を行っている。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

3

効率性

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
現地の学術コミュニティとの長年の強固な関係を築いており、最新の学術動
向、大学改革等の情報を迅速かつ的確に収集することができる。

センター設置国における最新の学術動向、大学改革等の情報は、日本の高等教
育施策に示唆を与えるものが多く、本会ホームページ「学振 NEWS」及び大学国
際戦略本部強化事業ホームページにより積極的に情報提供を行うことは、日本の
大学等が独自に国際化戦略を策定する際に、非常に有益である。

収集した情報及び調査報告等については、本会ホームページ「学振 NEWS」及
び大学国際戦略本部強化事業ホームページに掲載し、周知している。
公正性・
透明性
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評価

A

A

A

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点
相手国の学術動向の把握
と国際交流事業への反映

1

外部評

成果

評価

各国の学術動向、大学改革等の情報を収集・提供し
ていくことは、我が国の大学等への国際展開に大きく
寄与している。また、各国施策における若手研究者等
の海外研鑽機会の拡充の動向を踏まえて、平成１９年
度より「若手研究者インターナショナル・トレーニン
グ・プログラム（ITP）」を新たに本会事業として開始
する。

A

価委員
の評価

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
本会各海外研究連絡センターが収集する学術振興施策や大学改革等の情報は、我が国の大学等がよ
り的確な国際活動を行う基盤である。また、本会の新たな国際交流事業として「若手研究者インター
ナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）」を開始することに結びついたのは、大変有効である。

８．外部評価委員による総合的な評価
活動全般の強化が図られていることは評価できる。今後は、収集分析された情報の体系化を進めて
いただきたい。
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評価シート（Ⅱ-4-(5)-④）

事業・業務の名称：４
④
掲載箇所

中期計画

学術に関する国際交流の促進
学術情報の広報・周知
１０頁

年度計画

（５）海外研究連絡センター

１１頁 業務実績報告書

９４頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

第３期科学技術基本計画（平成 18 年３月 28 日閣議決定）において、国際活動の戦略的推進
として、
「我が国の科学技術活動の国際的評価・認知度の向上のため、海外拠点を中心として、
研究成果・研究者・研究機関に関する情報の積極的な海外への発信、日本での研究経験を有す
る者等の関係者のネットワークの形成を支援する。」とされ、明確にその必要性が強調されて
いる。

A

２．評価資料
科学技術基本計画（第３期）、独立行政法人日本学術振興会ホームページ（学振ＮＥＷＳ・海外ニュ
ース・2006 年）、大学国際戦略本部強化事業ホームページ（JSPS 海外研究連絡センターより）、JSPS
各海外研究連絡センターホームページ

３．事業・業務の実施状況
JSPS 海外研究連絡センター（９センター）においては、来訪者、電話・E‑mail による照会のみなら
ず、設置国及び周辺国の大学等において事業説明会等を実施し、JSPS 事業のみならず、日本の学術情
報の広報・周知を行った。また、各センター独自のホームページを開設し、幅広く情報提供に努めた。
サンフランシスコ研究連絡センターは、平成１８年度から日本の大学等から直接、記事提供を受け
て、ニュースレターに掲載するなど、より一層の充実を図った。
さらに、２１世紀 COE 参加大学と共催で、現地の学術振興機関や大学と連携したシンポジウム等を
開催し、効果的に日本の学術情報の発信を行っている。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
海外センターから振興会の広報資料やセンターが独自に作成した現地語のニ
ューズレター等を学術関係者に配布することは、宣伝効果のみならず、日本から
同様に作成・配布する場合と比較して効率的である。
振興会事業や我が国の研究動向等に関する各種資料を保有・整備することによ
り、振興会の現地における広報センターとしての役割も担っている。
資料の提供のみならず、海外センターのスタッフが、個別の会合や説明会等を
通じて直接的に現地研究者に振興会事業の内容を紹介したり、質疑応答等に対応
することにより、効果的な広報活動を実施している。
外国人特別研究員（欧米短期）事業については、欧米の海外センター自身が、
現地対応機関等と協力して、募集・審査業務を担い、採用候補者を振興会本部に
推薦する業務を行っており、広報活動が直接的に当該事業の推薦に繋がることと
なっている。
また、欧米及びタイ、エジプトにおいては、本会事業経験者の組織化の充実に
務めるともに、当該会員が現地でのプレオリエンテーションや広報活動の参画す
ることで、より日本の学術研究、大学の魅力を積極的に伝え、かつ、新たに日本
で研究開始をする者とのネットワークの形成の場としているのは、有益である。
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評価

A

A

3

各センターのホームページ又はニュースレター等を通じて、本会事業及び各セ
公正性・ ンター活動を公表している。また、日本人研究者向けのページの充実を図ってい
透明性 る。

A

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

情報提供ファイル数を毎
年度 10％以上増加させ
る。

評価基準
15％以上
10％〜 14％
5％〜 9％
4％以下

日本学術振興会の自己点検
実績
S
平成 18 年度 2,231 件
A
約 13％増
B
（平成 17 年度 1,970 件）
F

判定

Ａ

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点
我が国の学術研究活動
及び本会事業への関心

1

の高まり

外部評

成果

評価

我が国の学術動向や大学の様々の取組等の最新情報の
提供の強化が図られ、我が国の海外拠点の情報提供機能
が図られた。
また、外国人特別研究員（欧米短期）の申請数の増加
など、我が国の学術研究活動及び本会事業への関心が高
まった。

A

価委員
の評価

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
各海外研究連絡センターが我が国の学術動向や大学動向等の当該国における情報発信拠点及び人的
ネットワーク機能としての役割を一層強化していくべきである。今後は、特に、我が国の関係機関及
び大学等との連携を強化して、我が国の学術研究全体の情報発信拠点の機能を果たしていくべきであ
る。

８．外部評価委員による総合的な評価
事業を着実に推進しているものと評価できる。一方、我が国の大学に対し、海外からの問い合わせ
の多い情報について、レポートして公表しては如何か。
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評価シート（Ⅱ-４-(５) -⑤）

事業・業務の名称：4.学術に関する国際交流の促進
⑤生活ガイドブックの更新
掲載箇所

中期計画

１０頁 年度計画

（５）海外研究連絡センター

１１頁 業務実績報告書

９５頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

本ガイドブックは、外国人の研究者が我が国の大学等において研究活動を行うために必要な
日常生活を中心とした情報を網羅したものである。「科学技術基本計画」、「科学技術活動の国
際化の推進」等において外国人研究者の生活環境の整備が求められており、本会は、オリエン
テーションの開催等、様々な形で研究者に対する支援を行っているが、全国各地の大学等で研

A

究活動を行う来日研究者の間で日常的に役立つ形での支援という意味において本ガイドブッ
クの価値は高い。また、市販されているガイドブックには本書のように研究者の利用を念頭に
置いたものはなく、本会が自ら編集・作成することの意義・必要性は高い。

２．評価資料
来日外国人研究者のための生活ガイドブック 2006‐2007

３．事業・業務の実施状況
来日外国人研究者に有益な情報を更新・追加した改訂版「来日研究者のための生活ガイドブック
2006‑2007」を作成し、関係研究者や内外関係研究機関に配布した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

日本学術振興会の自己点検
実績
外国人向けの生活情報に関する印刷物を多数手掛けている業者に編集業務を
委託することにより、情報の追加・更新が効率よくおこなうことができた。

効率性

評価

Ａ

振興会事業により来日する外国人研究者の他に、受入実績のある受入研究機関
や海外連絡研究センターなどの関係機関に送付した。大学等で大学独自の留学生
向けのガイドブックの作成・配布を行っているところは多いが、外国人研究者向

2

有効性

けのガイドブックを提供している機関は少なく、受入研究者及び受入機関の受入
業務に大きく貢献しているといえる。
外国人研究者からの生活全般に係る相談や問い合わせが年々増えてきている
ことを踏まえ、日々変化する入国、在留資格の手続き、生活、住宅、生活習慣、
学術関係情報などの最新情報の提供を可能にした。
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Ａ

3

公正性・
透明性

本会ホームページや JSPS Quarterly 等で「生活ガイドブック」の概要を掲載
している。
関係各機関からの送付の依頼や多くの反響を受け、
「生活ガイドブック」全頁
のホームページ公開をおこない、当ホームページのアクセス数が増えた。

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

中期計画期間中２回、情
報を充実させ更新

日本学術振興会の自己点検
評価基準
実績
平成 18 年度中の情報更
新。
平成 18 年度に１回情報を充実さ
1 回以上
A
せ更新をおこなった。
0回
F

判定
Ａ

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検
成果

評価の観点

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

オリエンテーションのアンケート等で、来日前及び

1

利用者に対するサービス

来日時に本ガイドブックを活用し、有益であったとの

の向上

声が寄せられた。また、事業終了後のアンケートでは、
本会が提供した採用前の情報提供に対して不足であっ
たとする受入研究者や研究員は 3.3％以下となってい
る。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
振興会事業により来日する外国人研究員が、日本で生活することの不安を解消し、充実した研究生
活を送れるよう、より最新で有益な情報を提供することが可能となった。今後も引き続き、本ガイド
ブックの情報を更新・追加し、研究者への生活支援の充実を図りたい。

８．外部評価委員による総合的な評価
外国人研究者が、来日当初必要としている情報をコンパクトにまとめて提供することは有意義であ
る。ただし、必要な情報を網羅することは困難であるので、信頼できる情報入手の方法（ウェブサイ
トへのリンク等）を紹介しては如何か。

121
131

評価シート（Ⅱ-４-(６)）

事業・業務の名称：４．学術に関する国際交流の促進
掲載箇所

中期計画

１０頁

年度計画

（６）公募事業の改善

１１頁 業務実績報告書

９５頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述
平成 15 年１月の科学技術・学術審議会の国際化推進委員会報告で、
「研究者の国際交流によ
るパーソナルネットワークは、研究の国際協力・交流を支える基盤であり、研究者交流の促進
は国際化推進の重要課題」とされている。また、
「第３期科学技術基本計画」において、
「公平
で透明性の高い評価システムの確立」や「審査結果のフィードバック」がうたわれている。

検証･
評価

Ａ

２．評価資料
科学技術・学術審議会国際化推進委員会報告書「科学技術・学術分野における国際活動の戦略的推
進について」
、
「第３期科学技術基本計画」、募集要項（外国人特別研究員、二国間交流事業共同研究・
セミナー、日仏交流促進事業共同研究、先端研究拠点事業、論文博士号取得希望者に対する支援事業、
「日本学術振興会電子申請システム」操作手引

３．事業・業務の実施状況
本会は、外国人研究者の招へい事業、共同研究・セミナー、研究者の派遣などの事業に関し、平成
18 年度中に 20 の事業において延べ 32 回の公募（平成 18 年度ないし平成 19 年度実施分）を実施した。
このうち、平成 18 年度中に申請受付を締め切った事業全体の申請件数は 6341 件であり、1539 件が採
用された。また、平成 16 年度に５つの事業において導入した電子申請システムを、平成 18 年度には
10 事業に拡大して利用者の利便性を図った。さらに、９つの事業において、事業経験者を対象とする
アンケートを実施し、９つの事業において 80％以上の者から当該事業に対する肯定的評価を得た。さ
らにまた、国際事業委員会において海外の学術動向や国際情勢等を総合的に勘案した審査・評価を行
う一方、学術システム研究センターとの連携により、審査・評価体制を改善するとともに、書面審査
結果の分析・検証を開始した。
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４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

日本学術振興会の自己点検
実績

評価

申請者、申請者の所属機関事務局、本会、審査員の事務作業量の軽減と利便性
の向上に資すべく、10 の事業に対して行った計 14 回の公募において、申請受付

1

効率性

から書面審査に至るまでの一連の作業をオンライン化した。

Ｓ

二国間交流の質をより高くするために、新たに６つの対応機関と双方のニーズ
が一致した学術分野における学術交流を開始した。

2

有効性・
適切性

また、事業の審査に当たっては、総合評点だけでなく様々な観点に基づく要素
点を導入するとともに、審査員に対する手引を作成し、審査がより適切に行われ

Ａ

るよう改善した。

すべての事業を完全公募とし、公正性を保っている。また、募集要項全てをホ
ームページに公開し、審査方針を同様に公開した。さらに、国際事業委員会の委

3

公正性・ 員名簿をホームページ上に公開した。なお、申請数の少ない一部の公募事業を除
透明性

くすべての事業について、不採用となった申請者に対して、不採用者におけるお
よその順位付けを通知した。
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A

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

2

国内公募する全ての国際
交流事業の種類・申請方
法・審査方針をホームペ
ージで公表する。
申請件数が少ない、また
は採択倍率が低い事業に
ついて（中期計画終了時
点までに）10％以上、廃
止または実施方法の見直
しを行う。

3

申請から採否決定通知ま
での期間を現行の４か月
より短縮する。

4

欧米からの若手研究者短
期招へい事業の申請から
採否決定通知までの期間
を 80 日より短縮する。

5

6

日本学術振興会の自己点検
実績
判定
全事業
Ａ
国際交流に関する公募事業(20 事
90%以上 100%未満
Ｂ
業延べ 32 回の公募)の全てにおい
Ａ
90%未満
Ｆ
て、ホームページ上で種類・申請
方法・審査方針を掲載した。
（平成 15 年 10 月１日〜平
各対応機関との協定・覚書等に
成 19 年３月 31 日の間に） 基づいて実施している事業（平成
12％以上
Ｓ
15 年度のセミナー20 事業、研究者
10％以上 12％未満
Ａ 交流 45 事業、計 65 事業）のうち、
S
８％以上 10％未満
Ｂ 対応機関との間で事業見直しの合
８％未満
Ｆ
意を得た数とその比率：17（平成
15 年度４、平成 16 年度６、平成
17 年度４、平成 18 年度３）
（26.1%）
3.5 か月未満
Ｓ
公募事業（欧米からの若手研究者
3.5〜4.25 か月
Ａ
短期招へい事業を除く）において
S
4.25〜4.5 か月
Ｂ
申請受付から採否決定通知までに
4.5 か月以上
Ｆ
要した期間：平均 3.4 か月
70 日以内
Ｓ
欧米からの若手研究者短期招へい
71〜80 日
Ａ
事業において申請受付から採否決
S
81〜89 日
Ｂ
定通知までに要した期間：平均
90 日以上
Ｆ
64.8 日
評価基準

事業に参加した研究者の
満足度に関する調査を新
たに行い、対象者の 80％
以上から肯定的な評価を
得られるようにする。

80％以上
71％以上 80％未満
70％未満

招へい事業に申請する機
会は、60％以上の事業で、
年複数回可能となるよう
にする。

85％以上
55〜85％
45〜54％
45％未満

Ａ
Ｂ
Ｆ

Ｓ
Ａ
Ｂ
Ｆ

肯定的評価の比率：外国人特別研
究員：99.6 %,外国人招へい研究者
（短期・長期）
：93.2%,二国間共同
研究・ｾﾐﾅｰ（日仏交流促進事業
(SAKURA)を含む）:87.9%,特定国派
遣 研 究 者 :100%, ア ジ ア 学 術 ｾ ﾐ ﾅ
ｰ :91.5% 、 先 端 科 学 ｼ ﾝ ﾎ ﾟ ｼ ﾞ ｳ ﾑ
(FoS):86%,日欧先端ｾﾐﾅｰ:91.1%、
平成 18 年度中に複数回の申請受
付を行った招へい事業とその比
率：66.7%（６事業中４）

A

A

６．得られた成果に関する評価
評価の観点
選考・審査体制の改善への
取組み

1

日本学術振興会の自己点検
成果
評価
国際事業委員会において、海外の学術動向や国際情勢
等を総合的に勘案した審査・評価を行っている。また、
学術システム研究センターとの連携により、審査区分
Ａ
の変更、書面審査結果の分析・検証、平成 20 年度新規
募集の審査員の選考など、よりきめ細やかな対応を行
った。
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外部評
価委員
の評価

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
本会の公募事業は、国際交流を進めようとする研究者の発意に応えるうえで、重要な役割を果たし
ている。まず、事業利用者にとっての利便性を高めるべく、申請受付から書面審査に至るまでの作業
のオンライン化など、適切な事業改善が行われた。次に、国際事業委員会と学術システム研究センタ
ーとの連携を通して、審査・評価体制のさらなる改善を図ったほか、審査の検証・分析も新たに開始
するなど、制度の改善・充実に積極的に取り組んでいる。なお、さらなる事業の改善見直しには、我
が国と相手国双方のニーズに見合うことが求められ、実現に時間がかかる場合もあるが、引き続きそ
の作業を続ける必要がある。

８．外部評価委員による総合的な評価
公募事業の改善に積極的に取り組んでいる姿勢は高く評価できる。しかし、最も大切なことは、応
募者に対し、要望に適確に応える情報が伝達できることである。現在検討されている改善の方向や、
採択されるための要件などをＰＲする方法についても検討されたい。
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評価シート（Ⅱ-５-(１)）

事業・業務の名称：5.学術の応用に関する研究の実施（1）未来開拓学術研究推進事業
掲載箇所

中期計画

１１頁

年度計画

１１頁 業務実績報告書

９７頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

本会は我が国を代表する学術研究支援機関であり、人文・社会科学から自然科学まであらゆ
る分野の学術研究支援を行っていることから、本事業の企画・実施支援を行ってきた。しかし、
平成 13 年度からは新規採択を行っておらず、以後は中間・事後評価を行ってきた。

Ａ

２．評価資料
･未来開拓学術研究推進事業（パンフレット･事業説明）
･独立行政法人日本学術振興会未来開拓学術研究推進事業実施要領
･独立行政法人日本学術振興会未来開拓学術研究推進事業業務委託基準
･独立行政法人日本学術振興会未来開拓学術研究推進事業委員会組織運営要項
･独立行政法人日本学術振興会未来開拓学術研究推進事業研究評価要項

３．事業・業務の実施状況
未来開拓学術研究推進事業は、平成 12 年度をもって新規プロジェクトの立ち上げを終了し、平成 16
年度に全てのプロジェクトが研究期間を終了した。
なお、平成 17 年度の最終評価をもって、未来開拓学術研究推進事業は、事業の全てを終了した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

3

日本学術振興会の自己点検
実績
評価
最終評価にあたっては、書面と合議により、研究終了時における当初の研究計
画に対する目的達成度及び研究成果等を評価した。また、研究の独創性を重要な
効率性
Ａ
基準として、充分な成果を挙げたか否かを評価しており、全般的に高い評価が示
された。（なお、平成１７年度に事業のすべてを終了した。
）
研究の目的達成度及び研究成果等を評価することにより、綿密な評価を行っ
た。
有効性
Ａ
また、今後の研究の進展に資するため、課題ごとに評価意見を付した。
（なお、
平成１７年度に事業のすべてを終了した。）
評価の終了後に評価を担当した研究評価委員会委員の氏名を未来開拓学術研
公正性・ 究推進事業「最終評価」報告書にて公表するとともに、ホームページ上でも公開
した。
Ａ
透明性
また、当該分野において我が国を代表する研究者により構成される事業委員会
のもとに評価を実施した。
（なお、平成１７年度に事業のすべてを終了した。）
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５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点
年度ごとの評価では、プ
ロジェクト経費の 10％増
減などの適切な評価を引
き続き実施する。

1

日本学術振興会の自己点検
評価基準
実績
26 件 全 て の 評 価 を 実 施
平成 16 年度で終了する全２６
し、複数の評価結果が研究 プロジェクトについて評価を行っ
経費の 10％以上の増減を た。16 年度に全てのプロジェクト
図った場合
Ａ
が研究期間を終了しているので、
20 件 以 上 の 評 価 を 実 施 プロジェクト経費の増減はなかっ
し、複数の評価結果が研究 た。
（なお、平成１７年度に事業の
経費の 10％以上の増減を すべてを終了した。
）
図った場合
Ｂ
19 件以下の評価にとどま
った場合
Ｆ

判定

Ａ

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検
成果

評価の観点
我が国の未来の開拓につ
ながる研究の実施

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

プロジェクトごとに 3 名の評価協力者で評価した結
果、
「研究の進展が著しく、目的を大幅に超える成果を
挙げている。
」という評価が 19 件、
「研究の進展は概ね

1

順調であり、目的どおりの成果を挙げている。」という
評価が 39 件となり、全般的に高い研究成果が得られて
いたことが確認された。
（なお、平成１７年度に事業の
すべてを終了した。
）

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
本会が行う未来開拓学術研究推進事業は、当該分野で我が国を代表する研究者により構成される委
員会の意見を踏まえて運用するとともに、委員会により評価を実施してきた。併せて、平成 17 年度の
最終評価でも全般的に高い評価が示されたように、公正で透明性が高く、効率的で効果的に事業を実
施した。

８．外部評価委員による総合的な評価
21 世紀を展望し、未来開拓につながる先見性と創造性に富んだ学術研究事業を推進し、着実に成果
を上げたことを高く評価する。ポスドクを参画させることで若手研究者の人材育成にも大きく貢献
した。得られた成果が、若手研究者を通じて、我が国のみならず世界レベルの知的資産形成に繋が
っていくことが期待できる。また、実用化への展開や産業展開も一部出てきており本事業の成果の
見える化 が起き始めていると言える。
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評価シート（Ⅱ-5-(2)）

事業・業務の名称：５ 学術の応用に関する研究の実施
（２）人文・社会科学振興プロジェクト研究事業
掲載箇所

中期計画

１１頁

年度計画

１１頁 業務実績報告書

９７頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

本事業は、平成 14 年 6 月の文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会の報告を踏まえて実施してい
る。
同報告において、現代社会において人類が直面している問題の解明と対処のため、人文・社会科学を
中心に各分野の研究者が協働して、学際的・学融合的に取り組む課題設定型プロジェクト研究の推進に
際しては、「学術振興の中核的機関である日本学術振興会の機能などを最大限に活用すること」とされ
ている。また、人文・社会科学の振興を図る機関は本会の他に存しない。

Ｓ

２．評価資料
・人文・社会科学振興プロジェクト研究事業 事業委員会委員名簿、企画委員会委員名簿
・独立行政法人日本学術振興会 人文・社会科学振興プロジェクト研究事業実施要項
・独立行政法人日本学術振興会 人文・社会科学振興プロジェクト研究事業業務委託基準
・独立行政法人日本学術振興会 人文・社会科学振興プロジェクト研究事業 パンフレット

３．事業・業務の実施状況
平成１８年度は、５つの研究領域１７プロジェクトにおいて研究が推進された。研究領域Ⅰ〜Ⅳの１４プロジ
ェクト研究は４年目（パイロット・スタディ２年、本格的研究開始２年目）を向かえ、企画委員会による全プロ
ジェクト毎のヒアリングを行うなど、最終年度（平成１９年度）を見据えて研究が推進された。研究領域Ⅴは３
年目（パイロット・スタディ２年、本格的研究開始１年目）を向かえ、研究領域Ⅴの研究者が協働して事業を推
進するために横断フォーラムを３回開催した。
また、本事業推進にあたり、研究者からの提言発表及び研究者間ネットワークの形成のために平成 18 年度は３
月に２日間にわたってシンポジウムを開催した。本シンポジウムには、一般参加者も含め延べ約３７０名の参加
者を得て、本事業の目的である社会への提言の一つとして大きな役割を果たした。また、各プロジェクト研究に
おいても研究活動の推進・活性化のためにシンポジウムやセミナーを行っている。
さらに、本事業を実施している研究者以外にも本事業の意義や必要性を伝えるためニューズレターの発行を行
った。また、プロジェクト毎に１冊計１７冊になるシリーズ本を平成１９年度以降に刊行できるように計画を立
て、サイエンス・カフェ人社版（仮名）を平成１９年度に実施するように各研究者に依頼した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

効率性

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
プロジェクト研究の実施に当たっては、研究者の所属機関と委託契約を締結することに
より行っており、年度当初より研究を開始できるように、研究委託手続きについて迅速に
かつ効率的に行っている。
人文・社会科学分野においては、個人的、小規模の研究体制が一般的であるため、プロ
ジェクト体制による研究推進ができるよう事業委員会、企画委員会、研究推進委員会を開
催し、各研究者に目的が浸透するように配慮している。
プロジェクト研究の構築に際しては、①研究者のイニシアティブ、リーダーシップ、②
人文・社会科学を中心とした諸学の協働、③研究成果の社会への提言、④若手研究者も含
むプロジェクト・リーダーの養成、という４つのポイントに留意して行われており、本格
的なプロジェクトとして３〜５年間研究推進するもののほか、パイロット・スタディ（準
備研究）又はフィジビリティ・スタディ（予備・萌芽研究）として１〜２年間の準備段階
を設けている。
平成１８年度は、研究領域Ⅰ〜Ⅴのプロジェクト・リーダー及びグループ長の全員（代
理出席を含む）が参加した研究推進委員会を開催し、研究推進状況の報告、グループディ
スカッションなどを行い、本事業内のさらなる諸学の協働や社会への提言方法について議
論を行った。
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評価

Ｓ

Ｓ

3

公正性・
透明性

ホームページを随時更新することにより、平成１８年度開催の公開シンポジウム及びフ
ォーラムの案内、各プロジェクト研究の概要等の情報提供を積極的に行った。また、パン
フレット（和文・英文）を作成し、事業の透明性を図っている。
平成１８年度に２回事業委員会を開催し、研究進捗状況や社会提言の方法等について企
画委員会より報告を受け、事業実施状況の確認をしている。

Ａ

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
評価の観点
①公開シンポジ
ウム

評価基準
3 回以上 S
1〜2 回
A
0回
F

1

2

3

②共同研究セミ
ナー（プロジェク
ト研究毎に開催）
③成果発表のと
りまとめ・公表

3 回以上
1〜2 回
0回
2 回以上
1回
0回

S
A
F
S
A
F

日本学術振興会の自己点検
実績

判定

・第Ⅴ領域横断フォーラム「ミュージアムに未来はあるか〜
その可能性と課題」（平成 18 年 6 月 29 日開催）
・第Ⅴ領域横断フォーラム「文化・芸術研究の新たな地平」
（平成 18 年 10 月 31 日開催）
・第Ⅴ領域横断フォーラム「映像とコミュニケーション」
（平
成 19 年 1 月 10 日開催）
・シンポジウム「未来を拓く人文・社会科学」
「イノチのゆらぎとゆらめき」
（平成 19 年 3 月 9 日開催）
「社会の制度設計と合意形成」
（平成 19 年 3 月 10 日開催）
の計５回開催
共同研究セミナーについては、各プロジェクト研究におい
て平均３回以上開催しており、振興会においては研究成果報
告書において把握している。
・研究推進委員会（研究領域Ⅴ：平成 18 年 4 月 26 日開催）
・研究推進委員会（研究領域Ⅰ〜Ⅴ：平成 18 年 7 月 26 日開
催）

Ｓ

Ｓ

Ｓ

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検
成果

評価の観点

1

人文・社会科学分野の研究
活動への波及

本事業により、現代社会の課題に即した研究の推進と成
果の社会への発信、学際的なプロジェクト研究の推進等が
図られており、人文・社会科学分野の研究の新たな取組み
として提示するものとなっている。

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
研究領域Ⅰ〜Ⅳの１４プロジェクト研究は、最終年度（平成１９年度）に向けた取り組みなどを検討するため
企画委員会による延べ２８時間におよぶヒアリングを実施し、研究者間の共通認識を図った。また、研究領域Ⅴ
の３プロジェクト研究が平成１８年度より本格的なプロジェクトとしての研究開始されたことにより、人文学分
野における研究者からの提案もカバーできるようになり、研究領域Ⅰ〜Ⅴにおける諸学の協働がより一層推進さ
れた。
個々のプロジェクト研究における社会への提言はある程度進んでいるが、本事業全体で目に見えるような形で
の社会への提言として、ニューズレターの発行（平成１８年度〜）、シリーズ本の刊行（平成 19 年度〜）、サイエ
ンス・カフェ人社版（仮名：平成 19 年 7 月、11 月実施予定）について実施・計画などを行った。
平成１９年３月には、２日間にわたる公開シンポジウム「未来を拓く人文・社会科学」を実施し、一般からの
参加登録は延べ６００名を超え、非常に多くの参加者（延べ約３７０人）が聴講に訪れた。様々な分野の研究者
などによる報告やパネルディスカッションが行われ、「３月９日：イノチのゆらぎとゆらめき」「３月１０日：社
会の制度設計と合意形成」について活発な議論が交わされた。このような領域横断的なシンポジウムを開催する
ことは、研究成果の社会への有効な発信となるため、成果の社会発信等の支援体制を引き続き整備する必要があ
る。
現代社会が直面している諸問題の解明と対処のため、人文・社会科学を中心とした各分野の研究者からの提案
を重層的に組合せ、分野協働を目指した横断的な研究ができるよう適切な制度や効率的な手続き等、今後も改善・
工夫を検討していく必要がある。

８．外部評価委員による総合的な評価
人文・社会科学の振興はわが国だけでなく世界の課題でもある。時限プロジェクトではあるが、終
了後の評価とともに、その評価にもとづく新たな振興策を考えるべきではないだろうか。
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評価シート（Ⅱ-６）

事業・業務の名称：６

学術の社会的連携・協力の推進

産学協力総合研究連絡会議、

研究開発専門委員会、産学協力研究委員会、産学協力による国際シンポジウム

掲載箇所

中期計画

１１頁

年度計画

１２頁 業務実績報告書

９８頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

学術の中核的機関である本会は、学術の社会的連携・協力の推進方策として、学術研究に寄
せられている学界及び産業界の多用な社会的要請を踏まえて学界と産業界との協力による研
究を促進するため、本事業を推進する必要がある

Ａ

２．評価資料
・独立行政法人日本学術振興会産学協力総合研究連絡会議等設置要項
・産学協力総合研究連絡会議及び各種委員会組織図
・産学協力総合研究連絡会議委員名簿
・産学協力国際シンポジウムの経費の一部負担について

３．事業・業務の実施状況
学術の社会的連携・協力の推進を図るため、大学、企業等の研究者・技術者が学界・産業界のそれ
ぞれの要請や研究動向について情報交換等を行い、連携を図る場として、将来の技術開発上重要な課
題を選定し、学界と産業界の第一線の研究者を構成員とする「産学協力研究委員会」を設置しており、
５９委員会（平成１９年３月末現在）が活動している。
また、産学協力研究委員会等諸事業を拡充強化するとともに、産学協力諸事業を長期的展望のもと
に全体としてより総合的、組織的に推進する趣旨で「産学協力総合研究連絡会議（議長：西澤潤一 首
都大学東京学長）」を設置し、審議を行った。
「研究開発専門委員会」は、産学協力研究による研究開発を促進するため、将来の発展が期待され
る分野から選定した課題について専門的に調査審議を行うものであり、平成１９年３月末現在では３
委員会が設置されている。
さらに、産学協力研究委員会で蓄積された成果発信の場として産学協力による国際シンポジウムを
開催した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
産学協力研究委員会については、産学協力総合研究連絡会議において活動状況
報告及び５年ごとに評価を行い、継続の必要性等について審議を行っている。同
会議の審議は、継続する委員会の活動の方針及び内容に反映させている。
各委員会の課題及び内容については、研究者の要望・ニーズ及び研究者の発意
に即したものになっている。
産業界のニーズと学界のシーズを結びつけるとともに、学界と産業界のインタ
ーフェースを強化するため、産学協力諸事業に対する支援は適切かつ有効であ
る。
学界と産業界のインターフェース機能の充実・強化を図ることにより、平成１
９年４月に「リスクベース設備管理第１８０委員会」が新たに設置されるなど、
産学協力・連携による研究の進展やブレークスルーに寄与している。

130
140

評価
Ａ

Ａ

3

産学協力総合研究連絡会議における産学協力諸事業の審査・評価は、ヒアリン
グ及び合議により、適切かつ公正に行われている。
産業界でニーズの高いテーマ及び産学協力により発展が期待されるテーマに
公正性・
ついて、産学協力総合研究連絡会議で委員会を設置して支援を行っている。
透明性
各委員会の設置や設置期限については、規程及び本会のホームページにおいて
明示している。

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

2
3

産学協力総合研究連絡会
議を年 2 回開催する。

研究開発専門委員会を
年 12 回開催する。

国内外の研究者を集めて
のセミナー、シンポジウ
ムを年 2 回開催する。

評価基準
３回以上
Ｓ
２回
Ａ
１回
Ｂ
０回
Ｆ
１４回以上
Ｓ
６回〜１３回 Ａ
３回〜５回
Ｂ
２回以下
Ｆ
４回以上
Ｓ
１回〜３回
Ａ
０回
Ｆ

日本学術振興会の自己点検
実績

判定

2 回開催。

Ａ

３委員会で１３回開催。

Ａ

6 回開催。

Ｓ

６．得られた成果に関する評価

1

支援対象における研究の
発展

社会的ニーズへの対応

2

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

日本学術振興会の自己点検

評価の観点

成果
産学協力総合研究連絡会議における設置及び設置継
続のヒアリング・審議を踏まえ、委員会の活動の改善
が図られた。また、産学協力研究委員会が国際シンポ
ジウムを実施するなど、成果が着実に現れている。
学界と産業界のインターフェース機能の充実・強化
を図ることにより、平成１９年４月に「リスクベース
設備管理第１８０委員会」が新たに設置されるなど、
産学協力・連携による研究の進展や社会的ニーズに対
応している。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
平成１８年度は、
「産学協力総合研究連絡会議」において産学協力による研究を促進するための方策
を検討するとともに、産学協力により発展が期待される分野について、新たに「産学協力研究委員会」
１つの設置を決定するなど、学界と産業界の研究動向やニーズを踏まえた事業が実施されているとと
もに、適切な運営がなされている。さらに、学術的価値が高く、学術の国際交流を促進する分野につ
いて、産学協力研究委員会を中心として国際シンポジウムを開催するなど当該分野の発展に資する活
動を行っている。

８．外部評価委員による総合的な評価
学術研究の社会的価値を高める面で、学術機関が積極的に、産業界との連携、協力、人的交流に努
めた点、高く評価できる。今後、グローバルな視点で、我が国の産業競争力の強化を進める上で、学
術研究の成果活用が重要となってきている。今後は、学術の社会的連携、協力推進活動をさらに強化
することが重要であり、これまでの活動がその礎になるものと期待できる。
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評価シート（Ⅱ-7-(1)）

事業・業務の名称：７ 国の助成事業に関する審査・評価の実施
（１）２１世紀ＣＯＥプログラム
掲載箇所

中期計画

１２頁

年度計画

１２頁 業務実績報告書

１０２頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

21 世紀 COE プログラムは、平成 13 年 6 月に文部科学省が打ち出した｢大学の構造改革｣の一環として、
第三者評価に基づく競争原理の導入により、国公私立大学を通じた大学間の競い合いが活発に行われ、
世界最高水準の研究教育拠点の形成を重点的に支援し、国際競争力のある個性輝く大学づくりを推進す
るため、平成 14 年度より開始したものである。
審査及び評価は、専門家・有識者等のピアレビューにより客観的で公平・公正な第三者評価を行うこ
ととされており、このための審査・評価体制は、独立性の高いものとして文部科学省外に置くこととさ
れ、学術の振興を図る業務の実績を持つ本会を中心として 21 世紀 COE プログラム委員会を組織し実施し
ている。

Ｓ

２．評価資料
21 世紀 COE プログラム評価要項
21 世紀 COE プログラム委員名簿

３．事業・業務の実施状況
平成 16 年度に採択された革新的な学術分野 28 件の研究教育拠点について、事業の効果的な実施を図り、その
目的が十分達成されるよう進捗状況等を確認し、適切な助言を行うとともに、補助金の適正配分に資することを
目的とした中間評価を実施した。また、平成 14 年度に採択された拠点のうち 9 拠点に対し、平成 16 年度に実施
した中間評価結果及びコメントを受けての対応・進捗状況等について、事業の目的に沿って研究教育拠点形成計
画がより効果的に達成されるよう、フォローアップ（現地調査：4 拠点、書面調査：5 拠点）を実施し、その状況
を確認するとともに、必要に応じて助言等を行った。
また、本年度が補助事業最終年度に当たる平成 14 年度採択拠点について、設定された目的に沿って拠点形成計
画が効果的に達成されたか、また、中間評価結果による留意事項への対応が適切に行われたかを評価するために、
その実施手順や調書等を定め、事後評価の実施に向けた制度設計を行った。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
平成 16 年度採択拠点に係る中間評価においては、各委員の役割を明確化して、委員の
負担軽減に努めた。
評価を効率的に行うため、平成 16 年度採択拠点の中間評価の調書提出にあたっては、
｢提出カード・拠点組織表｣のみならず、｢進捗状況報告書｣等調書を CD‑R を主とした提出
方法にするなど、機関の事務的負担の軽減及び 21 世紀 COE プログラムの評価の効率化を
図った。
ヒアリングにおいては、書面評価を行った上、あらためて全拠点に対して事前に拠点毎
の説明事項を示したことにより、効率的な質疑を実施した。また、ヒアリング評価集計シ
ステムの改善により、評価作業の効率性をさらに高め、委員の評価に係る負担を軽減した。
平成 16 年度採択拠点の中間評価は、補助金による事業の効果的な実施を図り、その目
的が十分達成されるよう、進捗状況等を確認し、当初目的どおりの達成が可能か否かにつ
いて専門的観点から実施した。
評価結果の公表と同時に、大学に対し適切な助言等を｢コメント｣として開示し、コメン
トを踏まえた調書の｢修正版｣の提出を求め、委員が再度内容を確認することにより、拠点
形成がより推進されるよう適切なフォローアップを実施している。
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評価

Ｓ

Ｓ

3

公正性・
透明性

平成 16 年度採択拠点の中間評価にあたっては、平成 18 年 2 月〜10 月にわたる十分な
期間を確保し、44 名の評価部会委員により、精力的に公正かつ的確な評価を行った。
評価における委員の遵守事項等については、利害関係者の排除等に加え、大学からの貴
重な情報資料(拠点形成計画調書等)の管理・保護等の遵守についても配慮している。
評価に係る審議は非公開とし、その経過は他に漏らさないこととしているが、評価終了
後においては、評価結果の公表、各大学への評価結果の開示について積極的に行っている。
また、ホームページにおいて評価要項、評価委員名簿等関係情報の提供について積極的に
行っており、透明性にも配慮している。
なお、プログラムの趣旨や特徴、審査や中間評価の概要、拠点における取組個別具体例
等を冊子としてまとめ、配布するとともに、本会のホームページから採択拠点のホームペ
ージへリンクさせることにより、広く社会に対しての情報発信にも努めている。

Ｓ

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点
我が国の研究活動への波
1

及

外部評

成果

評価

21 世紀 COE プログラムは、各大学の学長のリーダ
ーシップの下で世界最高水準の研究教育の推進及び
人材の育成機能を行う契機となっており、国が行う
大学改革の一翼を担う制度として定着している。

Ｓ

価委員
の評価

Ｓ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
平成 18 年度の評価においては、期間を十分に確保することにより、円滑かつ中立・公正な評価に努
め、評価結果の公表等についても積極的な情報公開に努めたところである。
また、前年度の経験を踏まえ、ヒアリング評価集計システムに改善を加え、委員の評価作業に係る
負担軽減を一層図るとともに、評価を円滑かつ効果的に実施するための工夫を行ったところである。
補助事業の最終年度を迎えた拠点に対するフォローアップにおいては、事後評価の実施を前に、事
業の目的に沿って研究教育拠点形成計画がより効果的に達成されるよう的確に現状を確認すること
で、必要に応じ、改善すべき点や今後の適切な方向性を示すことができた。
中間評価の実施により培った経験と実績に基づき、より効果的かつ実効力のある事後評価とするた
め、補助事業終了後の研究教育活動の持続的展開及びその水準の向上とさらなる発展に資するだけで
なく、拠点の成果等を社会に公表することで、その研究教育活動に国民の理解と支援が得られるよう
促進していくことをも視野に入れた制度設計を行うことができた。

８．外部評価委員による総合的な評価
本事業の目的達成のために、適切かつ十分な評価が行われたと評価できる。ただし、事業の主旨か
ら考えると、今後さらに追跡調査が必要ではないか。
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評価シート（Ⅱ-7-(2)）

事業・業務の名称：７ 国の助成事業に関する審査・評価の実施
（２）「魅力ある大学院教育」イニシアティブ
掲載箇所

中期計画

１２頁

年度計画

１２頁 業務実績報告書

１０４頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

｢魅力ある大学院教育」ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞは、｢新時代の大学院教育−国際的に魅力ある大学院教育の構築に向け
て−(答申)〔平成 17 年９月５日 中央教育審議会〕｣を踏まえ、現代社会の新たなﾆｰｽﾞに応えられる創造性豊かな
若手研究者の養成機能の強化を図るため、大学院において意欲的かつ独創的な教育の取組を重点的に支援
し、もって大学院教育の実質化(教育の課程の組織的展開の強化)を推進することを目的として、平成 17 年度より
開始したものである。
審査・評価は、専門家・有識者等のﾋﾟｱﾚﾋﾞｭｰにより、客観的で公平・公正な第三者評価を行うこととされており、
このための審査・評価体制は、独立性の高いものとし、文部科学省外に置くこととして、学術の振興を図る業務の
実績を持つ本会に｢魅力ある大学院教育｣ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ委員会を設置し、実施しているものである。

Ｓ

２．評価資料
｢魅力ある大学院教育｣ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ審査要項、同審査基準、同書面審査基準、同ﾋｱﾘﾝｸﾞ実施要領、同委員会委員名簿

３．事業・業務の実施状況
平成 18 年度における｢魅力ある大学院教育｣ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞは、平成 18 年 3 月に 129 の国公私の大学から 268 件の申請を
受け付け、｢魅力ある大学院教育｣ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞ委員会(委員長:石 弘光 中央大学特任教授)において審査を開始し、分野
別審査部会(｢人社系部会｣、｢理工農系部会｣、｢医療系部会｣)の３部会、総合審査部会における客観的で公平・公正な第
三者評価による審査を実施し、35 大学 46 件の取組計画を選定した。
また、上記委員会において、平成 17 年度採択教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの取組期間（2 年間）が平成 18 年度をもって終了することか
ら、事後評価に係る制度設計等について、さらに検討を実施する委員会を開催した。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

3

公正性・
透明性

日本学術振興会の自己点検
実績
平成 18 年度においては、平成 17 年度の審査結果を踏まえ、書面審査に際して、幅広く多面
的な視点により、当該大学院における教育活動を審査する観点から、申請内容の分野の専門性
に過度に偏らないよう書面審査委員を適正に配置した上、委員一人当たりの担当件数を最大 10
件程度に抑えて委員の負担軽減を図り、より効率的な審査を実施した。
また、審査を効率的に行うためには、電子媒体による申請等への取組が重要であることから、
ｾｷｭﾘﾃｨに十分な配慮をしつつ、｢計画調書｣等を CD-ROM を主とした提出方法とすることによ
り、審査の効率性を図り、申請機関の事務的負担の軽減に努めた。
さらに、書面及びﾋｱﾘﾝｸﾞにおける審査を紙媒体による審査表とせず、ﾊﾟｿｺﾝに直接入力する電
子的な審査が実施できるｼｽﾃﾑを構築することにより、審査の効率性と委員の負担軽減にも配慮
した。
｢魅力ある大学院教育｣ｲﾆｼｱﾃｨﾌﾞは、事業の大学全体の位置付けを踏まえ、課程の目的・役
割(大学の設立の主旨・経緯、教育理念、その他大学の特性(規模、地理的条件等)も考慮)に照
らして、国際的に魅力ある大学院教育が展開・実現されるかという視点から、審査を行い、選定し
ている。
平成 18 年度の選定にあたっては、分野及び申請課題に応じた審査部会専門委員 63 人及び
書面審査委員 104 人の協力による具体的な審査体制を整備するとともに、平成 17 年度の審査
結果を踏まえ、審査方針の具体化や書面審査における審査項目の細分化を図り、各大学の個
性や特色、計画全体の将来性等にも十分に着目した、よりきめ細かい審査の実施及び、ﾋｱﾘﾝｸﾞ
審査に際して、幅広く多面的な観点から、当該申請における大学院教育の取組を審査するた
め、部会ごとの学問領域を考慮した分野横断的なﾋｱﾘﾝｸﾞﾁｰﾑの編成を行い、国公私別や地方
設置大学、小規模大学等にも考慮した公平かつ公正な審査を実施した。
また、公平・公正な審査の徹底を図るため、、審査委員の選考にあたっては、国公私大学等の
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評価

Ｓ

Ｓ

Ｓ

ﾊﾞﾗﾝｽ、地域性等のﾊﾞﾗﾝｽにも考慮し、審査の公正性に努め、さらに、審査委員を対象とした説
明会を開催し、審査方針等についての共通理解を行った。
なお、審査終了後には、文部科学省及び当会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等を通じて、選定結果の公表、各大
学への審査結果の開示について積極的に行うとともに、審査要項、審査基準、教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ、審
査結果の概要及び審査委員の氏名等関係情報の提供についても積極的に行っており、審査の
透明性にも配慮している。

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
評価の観点
大学院の教育
研究機能の強
化の推進

1

成果

評価

外部評
価委員
の評価

平成 18 年度は、本事業の目的とする情報提供の成果として、大学院教育
の実質化が定着しつつあることを窺わせる優れた教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑが多数見られ
た。また、昨今の動向を踏まえ、産業界等との連携や国際交流を通じた人材
養成機能の強化を図る取組や、女性研究者の育成にも配慮した取組などが
見られた。
今後、平成 17 年度採択の教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについては、取組期間（2 年間）が
平成 18 年度をもって終了することから、本事業の目的等を踏まえ、期間終了
後においても、当該教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの大学による自主的・恒常的な展開が図ら
れるよう、事後評価による評価結果をフィードバックすることにより、各大学院
における教育研究活動等の水準の一層の向上に資するために適切な助言を
行うこと等が必要である。

Ａ

Ａ

日本学術振興会の自己点検

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
平成 18 年度においては、平成 17 年度の審査結果を踏まえ、審査方針の具体化や審査項目の細分化を図
り、各大学の個性や特色、計画全体の将来性等にも十分に着目した、よりきめ細かい審査の実施に努めた。ま
た、審査委員を対象とした説明会を開催し、審査方針等についての共通理解を図った他、幅広く多面的な視
点により、当該大学院における教育活動を審査するため、書面審査委員の適正な配置やﾋｱﾘﾝｸﾞ審査におけ
るチーム編成の工夫を行い、より公平・公正な審査の実施に配慮したところである。
さらに、審査をできる限り効率的に行うために、書面審査を直接ﾊﾟｿｺﾝに入力し、ﾋｱﾘﾝｸﾞ評価においてもﾊﾟｿ
ｺﾝに直接入力できるｼｽﾃﾑを構築するなどにより審査を円滑かつ効果的にできるよう工夫したところである。
なお、平成 17 年度採択教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑについては、取組期間（2 年間）が平成 18 年度をもって終了することか
ら、本事業の目的等を踏まえ、期間終了後においても、当該教育ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑの大学による自主的・恒常的な展開
が図られるよう、事後評価により適切な助言を行うこと等が必要であり、また、本事業において得られた成果等
については、積極的に広く社会へ情報提供を行い、今後の大学院教育の改善に活用されることが望まれる。

８．外部評価委員による総合的な評価
大学院教育の抜本的強化を目指した事業として、立ち上げ期の役割を果たしたと評価できる。ただ
し、今後の推移をモニターする必要がある。
また、新たなプログラムに基づく、さらなる大学院教育の高度化を目指した事業を推進する必要が
あるのではないか。
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評価シート（Ⅱ-8）

事業・業務の名称：８
掲載箇所

中期計画

調査・研究の実施
１２頁

年度計画

１２頁 業務実績報告書

１０５頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

学術システム研究センターでは、人文・社会科学及び自然科学に至る全ての学問領域に対応
する研究員が、研究動向等の調査・研究を実施し、その成果に基づき、研究者自らが振興会の
各種事業に対し、提案・助言等を行うこととしており、今後の振興会の事業展開を図る上で、

Ａ

本調査・研究は必要不可欠である。

２．評価資料
独立行政法人日本学術振興会学術システム研究センター調査研究業務に関する委託基準
我が国における学術研究の動向について（中間まとめ）
独立行政法人日本学術振興会ホームページ学振ニュース・海外ニュース、大学国際戦略本部強化事業
ホームページ JSPS 海外研究連絡センターより、大学国際戦略本部強化事業平成１８年度公開シンポ
ジウム報告書『大学の国際戦略

〜「海外拠点」と「職員養成」〜』

３．事業・業務の実施状況
学術システム研究センターでは、研究員が所属する研究機関との受託研究による研究活動を通じ、
研究員自身の専門領域のみならず、全般的な学術の振興を見据え、国内外の振興方策や研究動向につ
いての調査・分析を行い、現状の課題や今後の方向性を明らかにし、事業展開に反映させた。
海外研究連絡センターでは、海外における現地拠点として、諸外国における学術動向に関する情報
収集を任務としており、平成１８年度については、関係各課や文部科学省からの依頼により、欧米を
中心とした海外研究連絡センターにおいて、当該国及び周辺諸国の学術交流機関や大学の訪問調査等
を行った。
また、本会は、文部科学省から「大学国際戦略本部強化事業（研究環境国際化の手法開発）
」に関す
る総括業務受託者として当該事業のモデル開発等を引き続き実施した。
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４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

3

効率性

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
学術動向に関する調査・研究の実施については、学術システム研究センター研
究員の所属機関と「受託研究」の契約を締結し、所属機関内において効率よく調
査・研究を実施するとともに、適切な研究費の執行及び経理管理を行っている。
海外研究連絡センターにおいては、現地の学術コミュニティとの長年の強固な
関係を築いており、最新の学術動向等を迅速かつ的確に収集することができる。
学術システム研究センターでは、個々の研究員の発意に基づく、各分野の特性
に応じた研究動向等の調査・研究を実施することにより、調査結果及び研究成果
を全ての学問領域を対象とする振興会業務に反映させることができる。
海外研究連絡センターが収集した学術動向等は、日本の学術施策・高等教育施
策に示唆を与えるものが多く、本会の国際交流事業等の改善に大きく寄与してい
る。
大学国際戦略本部強化事業では、採択大学等の取組事例等や国内外の事例をホ
ームページ及び公開シンポジウム等を通じて紹介することで、全国の大学等関係
者に対して、大学の国際活動展開における情報共有化・課題解決の示唆を与える
ことができた。

学術動向に関する調査・研究等を行うため、学術システム研究センター研究員
の所属機関と「受託研究」契約するにあたり、規定を設けるとともに、契約書内
において研究内容や金額を明示している。
海外研究連絡センターが情報収集した海外の学術動向等については、本会ホー
公正性・ ムページ「学振ニュース・海外ニュース」及び大学国際戦略本部強化事業ホーム
透明性 ページにおいて公表している。
大学国際戦略本部強化事業の活動状況及び大学国際化戦略委員会の資料等は、
当該事業ホームページで公表している。また、当該委員会は、傍聴可能とし、よ
り透明性を高めた。

137
147

評価

Ａ

Ａ

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点
学術システム研究セン

日本学術振興会の自己点検
実績

評価基準
106 課題以上

Ｓ

判定

110 課題と受託研究契約を締結

ターの研究員全員に、専

105 課題〜96 課題 Ａ

し、調査結果について報告。なお、

門分野についての学術動

95 課題〜86 課題 Ｂ

文部科学省（学術分科会学術研究

向研究を依頼し毎年度報

85 課題以下

推進部会）に、（１）当該分野の

Ｆ

告を受ける。

特徴・特性等、（２）過去 10 年間
の研究動向と現在の研究状況（主

1

要な例）、（３）今後 10 年間で特

S

に進展が見込まれる研究、推進す
べき研究（主要な例）、（４）諸
課題と推進手法等（主要な例）な
どを、「中間まとめ」として提出
した。

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検
成果

評価の観点
審査・評価業務への反映

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

Ａ

各研究員からの調査・研究結果により、各学問分野
の動向に応じた審査委員等の選考が可能となり、審査

1

評価

外部評
価委員
の評価

の精度が向上した。
国際交流事業への反映

各国の学術動向、大学改革等の情報を収集・提供し
ていくことは、我が国の大学等への国際展開に大きく
寄与している。また、各国施策における若手研究者等

2

の海外研鑽機会の拡充の動向を踏まえて、平成１９年
度より「若手研究者インターナショナル・トレーニン
グ・プログラム（ITP）」を新たに本会事業として開始
する。
大学国際化の推進

大学国際戦略本部強化事業の着実な推進により、採
択大学等だけでなく、広く全国の大学等に対して、組

3

織的・戦略的な国際活動の取組への推進及び啓発に寄
与した。
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７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
学術システム研究センターでは、人文・社会科学及び自然科学に至る全ての学問領域に対応する研
究員が、研究動向等の調査・研究を実施し、その成果に基づき、研究者自らが振興会の各種事業に対
し、提案・助言等を行うことは、振興会の事業展開を図る上で、重要である。
また今後は、得られた成果について、対外的な発信に努め、学術振興に対する研究者の意識向上を
図ることも必要である。
なお、海外研究連絡センターが収集する学術振興施策等の情報は、本会事業の改善・充実に資する
とともに、大学等のより的確な国際活動の基盤として有益であり、当該センターの情報収集活動と学
術システム研究センターの知見を有効に活用することで、大学国際戦略本部強化事業におけるモデル
開発のための調査研究活動が着実に行われた。

８．外部評価委員による総合的な評価
組織設置の目的と主旨を実現するための努力は十分に行われていると評価できる。しかしながら、
本事業の達成すべき目標は高い水準にあり、ポイントを絞るなどにより効率を高める必要がある。
また、新たな戦略を構築するために効果的な体制を築き上げるべく、研鑽を重ねていただきたい。
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評価シート（Ⅱ-９-(１)）

事業・業務の名称：９
掲載箇所

中期計画

情報提供及び成果の活用（１）情報の提供・普及
１３頁

年度計画

１３頁 業務実績報告書

１２２頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

本会の各事業の実施状況等の情報提供について、各種媒体を活用して広報・普及することは、
学術研究を支援し、学術の振興を図る本会の事業を、研究者のみならず、広く国民に理解・認
知してもらう上で、重要である。

Ａ

２．評価資料

３．事業・業務の実施状況
本会事業の各事業の実施状況等の情報提供については、ホームページへの掲載を積極的に進めると
ともに、事業内容等のパンフレットやポスターを適宜・作成配布するなど、各種媒体を活用して、広
く内外の研究者等に広報・普及している。
また、学術研究の動向に関して、毎号様々な切り口からの特集を組んだ『学術月報』を毎月編集・
発行することにより、学術研究に関わる情報を、研究者のみならず、広く国民に普及している。
さらに、事業内容について分かり易く編集した和文、英文のパンフレットに加え、本会の各種事業
データを盛り込んだＣＤ−ＲＯＭを作成し、学術機関・行政機関・海外の諸機関に送付し、広く内外
の研究者等に広報・普及している。
事業における報告書等については、従来の紙媒体だけでなく、拠点大学交流事業、先端科学（Fos）
シンポジウム、外国人著名研究者招へい事業、未来開拓学術研究推進事業などの実施報告をホームペ
ージで公開している。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

3

公正性・
透明性

日本学術振興会の自己点検
実績
事業の実施状況や、実施報告書等の公表による成果の公開については、ホーム
ページを積極的に活用することにより、より効果的・効率的な広報・普及ができ
るように進めている。
各種事業を募集する際、事業終了後に報告書等の公表を行うことについて、予
め周知することにより、支援を受ける各研究者の研究内容や成果の水準を高める
誘因となっている。
本会で実施している各種事業について、ホームページなどを活用して実施報告
書を公表することによって、当該研究成果等が広く一般に公開されることとな
り、学術研究の振興に資することとなる。
本会事業の実施状況等を、ホームページなどの各種媒体を活用して広く情報提
供することは、本会が支援した事業の成果等を研究者のみならず広く国民に公開
することとなっている。
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評価
Ａ

Ａ

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

1

2

学術月報を年１２回刊行
する

和文・英文パンフレット
を各１０，０００部以上
作成する

日本学術振興会の自己点検
評価基準
実績
学術月報の刊行回数
学術月報刊行回数
年１２回
Ａ
年１２回
年１２回未満
Ｂ
刊行なし
Ｆ
和文・英文パンフレットの
作成部数
１０，０００部以上 Ａ
１０，０００部未満 Ｂ
作成なし
Ｆ

判定
Ａ

パンフレット作成数
和文 ２０，０００部
英文 １１，０００部

Ａ

６．得られた成果に関する評価

日本学術振興会の知名度
の向上

1

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

日本学術振興会の自己点検

評価の観点

成果
我が国の学術政策、研究体制・研究動向等に関する
記事を中心とした学術月報を年１２回刊行するととも
に、本会事業内容について分かり易く編集した和文、
英文のパンフレットに加え、本会の各種データを掲載
したＣＤ−ＲＯＭを作成・配布し、本会並びに学術研
究に関わる情報を、国の内外を問わず配布したことに
より、研究者のみならず、広く国民の理解・認知を促
進した。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
事業の実施状況等をホームページへ積極的に掲載し、事業内容等のパンフレットやポスターの作
成・配布、
『学術月報』の毎月編集・発行など、各種媒体を活用して、研究者のみならず広く国民に対
し、本会の事業について情報提供を行った。
また、本会が支援した事業の成果である実施報告書等については、ホームページに掲載するなど、
広く研究者等に還元できるように公開を進めている。

８．外部評価委員による総合的な評価
学術研究事業は、国民が共有すべき重要な知的資産であり、社会的認知に努めることが重要である
この点、本会の事業を、雑誌、ホームページ、パンフレット、ポスターなどの媒体を通じて、質を
落とさず、判りやすい、啓蒙的広報活動に努めている点、高く評価できる。併せて、学術研究の促
進のためのタイムリーな情報提供にも努めており、この点も高く評価できる。今後も、IT 化、デジ
タル化の強化を進め、広報活動、情報提供活動のさらなる活性化を期待する。
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評価シート（Ⅱ-9-(2)）

事業・業務の名称：９ 情報提供及び成果の活用
（２）研究成果の社会還元・普及事業
掲載箇所

中期計画

１３頁

年度計画

１３頁 業務実績報告書

１２５頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

人文・社会科学から自然科学まであらゆる分野における優れた独創的・先駆的な研究を支援する科学
研究費補助金の公募・審査・交付業務を本会において実施している。その研究成果は人類社会共通の知
的資産として文化的価値を形成するものであり、また、将来の学術研究を担う優秀な研究者を養成する
ことも本会の目標である。そういう背景の下、平成 17 年度より、中学生・高校生を主な対象として、科
研費の研究成果を分かりやすく説明する「ひらめき☆ときめき サイエンス〜ようこそ大学の研究室へ〜
KAKENHI」（研究成果の社会還元・普及事業）
（以下、「本事業」という）を実施している。
なお、
「研究の多様性を支える学術政策−大学等における学術研究推進戦略の構築と国による支援の在
り方について−平成１７年１０月科学技術・学術審議会 学術分科会（報告）」においても、「初等中等
教育段階から、学術研究の芽を育てるような機会を提供していくことが重要である。」ことが述べられて
いる。

Ｓ

２．評価資料
研究成果の社会還元・普及事業推進委員会名簿
ひらめき☆ときめき サイエンス〜ようこそ大学の研究室へ〜KAKENHI 募集要領
平成 18 年度実施プログラム一覧、参加者アンケート集計結果、実施者アンケート集計結果

３．事業・業務の実施状況
平成１８年度は、研究成果の社会還元・普及事業委員会において、科研費の採択件数が過去３年間で２００件
以上採択されている大学（１１１大学）であることを原則として、実施プログラムの募集を行った。その結果、
５４大学９４プログラムの企画応募があり、一部プログラムについて、その名称や内容の変更を依頼し、具体的
にはすべてのプログラムが選定された。
実施プログラムは、平成１８年７月から平成１９年１月の休日などの１日間（例：10:00〜16:00）に、各大学
の施設などを利用し、中学生・高校生を始め、保護者、学校関係者、メディア関係者など多くの参加者を集めて
実施された。
また、平成１９年度も募集を行うことから、実施方法等について検討する委員会を開催した。
なお、１９年度実施分については、スケジュールを早め、公募受付を３月に行い、過去５年間科研費を獲得し
ているすべての大学を対象とし、実施予定数１００件に対して、８０大学１４８件からの申請を受け付けた。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
本事業２年目にあたる平成１８年度は、科研費の採択数による応募資格の制限を原則と
して設けたものの、企画書を広く募集したことで、社会還元の意欲が高い研究者の感心を
引き、実施数は１７年度の２２大学５４プログラムから５４大学９４プログラムに大きく
伸びた。
参加者の募集については、平成１７年度から引き続き、本会ホームページに開催案内を
掲載することはもちろんのこと、中学生・高校生向けのリーフレットへの掲載等無料の広
報を積極的に行うことで、本会ホームページの掲載のみで、実施大学が広報活動を行う前
（実施日の数ヶ月前）に募集定員に達するプログラムもあるなど、各プログラムとも多く
の参加者を得た。
また、各大学への募集要領の配布、企画書の提出、本会からの選定の通知や委員との連
絡調整などはメール等を最大限活用し、事務手続きの簡素化・ペーパーレス化を進めた。
参加者がより多く見込まれるよう夏休みにも実施できるように公募の時期を早めた。ま
た、実施にあたっては、若手研究者や大学院生の積極的な参加を求め、１プログラムあた
りの募集人員を３０〜５０名とし、参加者と研究者・大学院生等との交流ができるように
各大学に工夫を求めた。
選定された一部のプログラムに対しては、中学生・高校生に親しみやすいように内容・
テーマ名等の変更を行い実施するように各大学に依頼した。
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評価

Ｓ

A

3

公正性・
透明性

人文・社会科学から自然科学まであらゆる分野の研究者やメディアに精通する有識者な
どで構成される委員会を設置し、実施方針を検討し、実施プログラムの選考を行った。な
お、委員名簿は、ホームページ上で公開した。
また、実施プログラムの終了後にも、実施の様子や内容を多くの中学生・高校生に公開
するため本会ホームページに掲載した。
平成１８年度は１１１大学、平成１９年度は過去５年間科研費を獲得しているすべての
大学を公募対象とした。応募数が膨大になることによる委員の審査への負担を考慮しつ
つ、科研費を獲得しているすべての国公私立大学が実施可能になるように努めた。

S

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点
生徒の知的好奇心の刺
激
1

科学研究費補助金の研
究成果の発信
2

成果
本事業（ひらめき☆ときめき サイエンス〜ようこそ大学
の研究室へ〜KAKENHI）の参加者のアンケートでは、
「普段で
きない体験ができて有意義だった。」
「実験ができて楽しかっ
た。」「大学生に早くなりたいと思った。」などの意見・感想
がほとんどであった。また、当日の内容についての専門的な
質問や感想も多々見られ、本事業における体験は、参加した
中学生・高校生にとって貴重なものであり、将来の夢の一つ
として、「研究者」を現実に感じることができるものであっ
た。
各大学において実施されたプログラムでは、本会作成「Ｋ
ＡＫＥＮＨＩ」パンフレット使用し、科研費の研究成果をも
とに本事業を行っている旨の説明がされており、参加した中
高生、その保護者や学校関係者にも科研費について伝えるこ
とができた。なお、委員や本会職員も実施されたいくつかの
プログラムに参加し、冒頭に本事業の趣旨とともに科研費に
関する説明を行った。

外部評

評価

価委員
の評価

S

Ｓ

A

Ａ

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
参加者アンケートの結果から、
「科学に興味がわいたか」の質問に対して、94％の参加者が「非常に興味がわい
た。」
「少し興味がわいた」と答えている。また、
「将来自分が研究者になろうと思ったか」の質問に対して、56％
の参加者が「絶対なろうと思った」
「できればなろうと思った」と答えている。このことからも、大学の研究室を
実際に訪れ、研究者に触れることによって、参加者に非常に良い刺激・感激を与えられたと判断できる。
実施者アンケートの結果から、プログラムを実施する大学の研究者、協力する若手研究者や大学院生にとって、
事前準備やプログラムの計画・進行などの負担はかなり大きいものだが、その負担の大きさに対する不満よりも、
研究者からは「積極的に質問してくる学生が多く、やりがいを感じた。」、大学院生からは「参加者の純粋な好奇
心に触れ、研究に対する意欲が上がった。
」
「中高生に説明することは、難しいが有意義だった。」などの感想が聞
かれ、実施する大学、研究者に対しても研究成果の社会還元の重要性・必要性について理解を得ることができた。
今後は、大学関係者に対しても本事業の趣旨・目的の理解を一層深めるとともに、科研費の研究成果の社会還
元・普及事業がさらに全国に広まり、さらに多くの全国の国公私立大学で実施できるように努める必要がある。

８．外部評価委員による総合的な評価
この事業は、学術研究に対する社会的認知、啓蒙活動にとり、重要なプログラムであり、国民の
隅々まで、学術研究の楽しみ、夢を提供できる有力な手段である。この啓蒙活動を通じて、中学、
高校生の科学に対する夢や好奇心醸成につながり、将来の研究者の卵の獲得につながることが期待
できる。また、本事業に参画した若手研究者、大学院生は、今後の科学研究の後継者でもあり、こ
の事業は、教育・啓蒙活動の重要性を肌で認識する良い機会であると評価する。
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評価シート（Ⅱ-10-(1)）

事業・業務の名称：１０
掲載箇所

中期計画

前各号に附帯する業務（１）国際生物学賞に係る事務

１３頁

年度計画

１３頁 業務実績報告書

１２６頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

本事業は昭和天皇の御在位 60 年と長年の生物学の御研究を記念するとともに、生物学の奨
励を図るため、生物学の研究において世界的に優れた業績を挙げ、世界の学術の進歩に大きな
貢献をした研究者を顕彰したいという研究者の要望に基づいて創設されたものである。

Ａ

２．評価資料
第２２回国際生物学賞パンフレット
国際生物学賞委員会（第４４回会議）議事次第
国際生物学賞委員会（第４５回会議）議事次第
第２２回国際生物学賞審査委員会（第３回会議）議事次第
第２２回国際生物学賞審査委員会（第４回会議）議事次第
第２３回国際生物学賞審査委員会（第１回会議）議事次第
第２３回国際生物学賞審査委員会（第２回会議）議事次第
報道発表資料「第２２回国際生物学賞 サージ・ダアン博士に決定」
第２２回国際生物学賞授賞式の報道
国際生物学賞基金募金趣意書

３．事業・業務の実施状況
第２２回国際生物学賞審査委員会を平成１８年６月９日（第３回会議）及び７月１１日（第４回会
議）に開催した後、平成１８年９月７日の第４４回国際生物学賞委員会において、オランダ・グロー
ニンゲン大学教授 サージ・ダアン博士を受賞者に決定した。平成１８年１１月２０日に日本学士院
にて天皇皇后両陛下の行幸啓を仰ぎ、第２２回国際生物学賞授賞式を挙行した。
また、平成１９年１月２９日に第２３回国際生物学賞の基本方針について議論するため、第４５回
国際生物学賞委員会を開催した。また同日、第２３回国際生物学賞の審査を実施する審査委員会（第
１回会議）を開催し、２月１９日に第２回会議を開催した。
国際生物学賞基金の募金趣意書を作成し、企業を中心に募金活動を実施し、450 万円(15 件)の寄附
を集めた。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

2

効率性

有効性

日本学術振興会の自己点検
実績
委員会開催に際しては、出席者の旅費を最小限に抑えることができるよう開催
時間を調整し、また、本会の会議室を利用する等、会議経費を節約して開催する
よう配慮した。
また、寄附金を積極的に募るとともに、その運用についても工夫をし、効率的
な執行を行った。
審査基準、候補者推薦手続き等はすべて、国際生物学賞審査委員会において決
定され、委員である研究者の意見が反映されるよう配慮している。
授賞式には、天皇皇后両陛下のご臨席を賜り、また、受賞者決定及び授賞式に
ついては、新聞報道等で取り上げられる等、国際的にも注目度、アピール度の高
い賞として位置づけられている。
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評価

Ａ

Ａ

3

審査委員会は１９名の研究者から構成されており、その中には４名の著名な外
国人研究者も含まれており、多角的に審査する体制を整備している。
国際生物学賞受賞者決定の報道発表資料において審査経過や授賞理由を明記
公正性・
している。
透明性
国際生物学賞顕彰規程、国際生物学賞委員会規程を定め、審査手続等を明確化
している。

Ａ

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
日本学術振興会の自己点検

評価の観点
国際生物学賞の知名度の
向上

成果

外部評

評価

価委員
の評価

国際生物学賞授賞式に当たっては、積極的に広報活
動を行い、授賞式当日は多数のマスコミが取材に訪れ
た。その結果、授賞式の模様がマスコミで報道された。

1

また、国際生物学賞基金の募金趣意書を作成し、企

Ａ

Ａ

業、学術関連の財団法人等を積極的に訪問し、寄附の
依頼を行った結果、450 万円（15 件）の寄附を集める
ことができた。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
外国人審査委員を含めた国際生物学賞審査委員会において慎重かつ多角的に審議を行った結果、世
界的に優れた業績を挙げ、世界の学術の進歩に大きな貢献をした研究者を授賞者として選考したこと、
また授賞式には天皇皇后両陛下のご臨席をいただけたことにより、国際生物学賞が国際的に著名な賞
であることを国内外にアピールできたことから、１８年度計画を達成したものと考える。また、募金
活動の積極的な展開及び基金の運用の工夫により、自己収入の増を図った。

８．外部評価委員による総合的な評価
本賞の社会的認知度をあげるためにも、地道な募金活動を継続して進めることは重要で、本年の募
金活動の成果も出ており、継続的に進められている点、高く評価できる。また、審査員に複数の著名
な外国人研究者を含めており、国際性の点で公平性をアピールしている点、並びに報道関係を通して
の注目度、アピール度を高めている点、評価できる。
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評価シート（Ⅱ-１０-(３)）

事業・業務の名称：１０．前各号に附帯する業務

掲載箇所

中期計画

１３頁

年度計画

（２）学術関係国際会議の開催の
ための募金事務の受託

１４頁 業務実績報告書

１２７頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

学術の国際交流に貢献する国際会議事務について間接的に支援を行うものであり、
本会事業の目的にかなっている上、本会が特定公益増進法人であることを有効に生かすもので
ある。
学術研究を取り巻く財政状況の厳しさから、その重要な成果発表の機会である学術国際会議
についても、寄附金にある程度依存せざるを得ない状況があり、税制上の優遇措置を受けると
いう間接的支援であるが、学術関係者のニーズに適切に応えうるものである。

Ａ

２．評価資料
学術関係国際会議開催のための寄附金−募金を計画される研究者の方々へ−

３．事業・業務の実施状況
平成１８年度において本会学術関係国際会議開催のために受託した募金事務は、
『第２１回太平洋学
術会議』、『第５回火山都市国際会議』、『第１７回熱処理国際会議』、『第５回国際研究皮膚科学会議』
及び『第１０回国際行動医学会議』の５件である。
また、募金事務を受託し開催された国際会議は、
『第２０回国際生化学・分子生物学会議』
、
『第３回
環境経済学世界大会』、『第１７回磁性国際会議』、『２００６年国際サイコセラピー会議イン・ジャパ
ンおよび第３回アジア国際サイコセラピー会議』及び『第１６回生理活性ペプチド国際シンポジウム』
の５件である。

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

日本学術振興会の自己点検
実績
学術の振興への貢献、本会の名称を使用することによるＰＲ効果が得られるこ
とから、十分合理性が認められる。

効率性

評価

Ａ

本会を通じて募金を行うことで、税制上の優遇措置をうけることにより、主催
者が募金活動を行いやすくなる。また本会のＰＲにもつながっている。

2

有効性

Ａ
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3

一定の受託基準を満たした申請について、役員会での審議を経て受託の可否を
決定している。
受託基準を示した手引きを、申請の問い合わせを受けた際、配布している。
公正性・
同様に手引きに手順を示すほか、提出見本を整備し、申請手続きを円滑にでき
透明性
るよう便宜を図っている。

Ａ

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価
成果
本事業を通じて、寄附の円滑な受入が図られ、我
1

国際会議の促進

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

日本学術振興会の自己点検

評価の観点

が国における国際会議開催に寄与している。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
昨今の厳しい財政状況の中で、学術研究の成果発表の場である学術国際会議を開催するための募金
事務を行ってきたところであるが、主催者、寄附者及び研究者に税制上の優遇措置という意義・利点
が十分理解されており、本会としても学術への支援という点で十分な役割を果たしている。

８．外部評価委員による総合的な評価
国際会議開催に関する税制優遇制度を活用した寄附支援活動は、主催者、寄付者にとり、非常に有
意義であり、国際会議の国内開催を招致・促進させる上で効果があったと評価できる。今後も、この
制度を宣伝・活用することは、学術促進、国際化にとり重要である。
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評価シート（Ⅱ-１０-(３)）

事業・業務の名称：１０

掲載箇所

中期計画

前各号に附帯する業務（３）個別寄附金及び学術振興特別
基金の事業

１３頁

年度計画

１４頁 業務実績報告書

１２８頁

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［○]、新たな評価の実施［

］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述
本会への寄附金は、特定公益法人に対する寄附金として、寄附者が個人の場合は、「寄附金
控除」の適用を受けることにより、また、法人の場合、「寄附金損金算入」の特例が適用され
ることにより免税措置が取られる。すなわち、本会の寄附金事業は、学術の振興を願う篤志家
等の資金をその意志に基づき様々な事業形態により実施するという重要な役割を担っている。

検証･
評価

Ａ

２．評価資料
個別寄附金事業概要一覧、日中医学交流事業実施要項、独立行政法人日本学術振興会日中医学交流
事業の実施業務の委託に関する基準、日中医学交流事業委員一覧

３．事業・業務の実施状況
民間企業、団体、個人等から広く寄附金を受け入れて、学術研究の助成、研究者に対する援助、学
術に関する国際協力の実施等の促進等のため、寄附者の意向に基づき、以下の事業を実施した。
・茅コンファレンス
・日中医学交流事業
・熱帯生物資源研究事業
・藤田記念医学研究振興事業
この他あらかじめ事業分野を特定しないで助成する学術振興特別基金事業として以下の事業を実施
した。
・ 研究成果刊行の援助：
「価値創造のマネジメント」の概要
「炭素材料の新展開」の概要
「Wide Bandgap Semiconductors Fundamental Properties and Photonic
and Electronic Devices」の概要

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

日本学術振興会の自己点検
実績
本会が実施することは、免税の措置が取られることにより、寄附者において財
政面でのメリットがあることに加え、必要な事務経費は、消耗品費、通信費等の
実費以外、寄附者の負担とならないことから、限られた資金を最大限事業に振り
向けることができる制度である。
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評価

Ａ

2

3

本会が行う支援の形態は、学術会合開催等（茅コンファレンス）、研究助成（熱
帯生物資源研究事業、藤田記念医学研究振興事業）、国際交流（小野薬品・住友
製薬医学研究者交流事業）など多様であるが、それぞれの事業において、例えば、
学術会合「物性研究における計測技術の最前線−観る技術は今−」の開催（茅コ
有効性
ンファレンス）、研究助成事業「新しい作用メカニズムによる動脈硬化予防治療
薬の開拓研究」（研究期間２年間）など３件（日中医学協力事業）など、寄附目
的の沿った形で支援が決定・実施されている。
なお、近年の低金利により基金型の寄附金事業については、基金を取り崩さな
ければならない状況にあり、将来は事業規模の縮小等が生じる。
寄附者の意向に沿った審査・評価が実施されている。また、審査・評価を行う
委員会名等については公表されている。
公正性・
支援対象の設定は、個々の寄附者の意向に基づき行われている。また、当該寄
透明性 附金事業の趣旨や目的は、趣意書、募集要項等に明記されており、寄附者と支援
を受ける者が共通の理解のもと、研究等が推進されている。

Ａ

Ａ

５．数値目標に対する達成度（定量的評価）
該当なし

６．得られた成果に関する評価

寄附金事業の実施
1

評価

外部評
価委員
の評価

Ａ

Ａ

日本学術振興会の自己点検

評価の観点

成果
寄附金事業の形態は、学術会合の開催、研究助成、
国際交流等多様であるが、それぞれ寄附者の意向に沿
った事業が適切に実施されている。

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
寄附金事業の形態は、学術会合の開催、研究助成、国際交流等多様であるが、それぞれ寄附者の意
向に沿った事業が適切に実施されていることにより、景気低迷下にも関わらず新たに寄附を受けるな
ど自己収入確保に向けた取組を実施するほか、低金利により基金の取り崩しが行われている事業につ
いては、引き続き寄附者との間で十分な理解を得ながら業務を進める必要がある。

８．外部評価委員による総合的な評価
寄付金事業は、学術振興賛同者の意向を踏まえた活動として重要であり、その機能を果たしている
点、評価できる。今後とも継続して進められると同時に、広報活動を通して、そのメリットを広く
周知されることを希望する。
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独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会規程
平成１６年２月２０日
規 程 第
４ 号
（設 置）
第１条 独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）に、独立行政法人日本学術振興
会外部評価委員会（以下「委員会」という。
）を置く。
（委員会）
第２条 委員会は、文部科学大臣から示された中期目標を達成するための計画（平成15年10月２日
文部科学大臣認可）に記載された外部評価を行うことを目的とする。
２ 委員会は、振興会の業務運営について評価を行い、その結果を理事長に報告する。
３ 委員会は外部評価委員（以下「委員」という。
）６名以内で組織する。
（委員の任命）
第３条 委員は、学界及び産業界を代表する有識者のうちから理事長が委嘱する。
（委員の任期等）
第４条 委員の任期は２年とする。ただし補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
２ 委員は、再任されることができる。
３ 委員は、非常勤とする。
（委員長）
第５条 委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代行する。
（議事）
第６条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
２ 委員会の議事は、会議に出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決すると
ころによる。
３ 委員会に出席することのできない委員は、書面をもって票決をなし、又は他の委員に票決を委
任することができるものとし、この場合には出席したものとみなす。
（資料の提出等の要求）
第７条 委員会は、必要があると認めるときは、振興会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明そ
の他必要な協力を求めることができる。
（庶務）
第８条 委員会の庶務は、総務部企画情報課において処理する。
（雑則）
第９条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ
て定める。
附 則
この規程は、平成16年２月17日から施行する。
この規程の最初に任命される委員の任期は第４条第１項の規定にかかわらず、平成18年６月30
日までとする。
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独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会規程
平成１６年２月２０日
規 程 第
５ 号
（設置）
第１条 独立行政法人日本学術振興会に、自己点検評価委員会（以下「委員会」という。
）を置く。
（委員会）
第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項に係る、自己点検評価を行うことを目的とする。
一 文部科学大臣から示された中期目標を達成するための計画（以下「中期計画」という。）に
定める、業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置
二 中期計画に定める、国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置
２ 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
一 理事長
二 理事
三 学術システム研究センター所長及び副所長
四 審議役及び各部長
（委員長）
第３条 委員会に委員長を置き、理事長をもって充てる。
２ 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
３ 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する者が、その職務を代行する。
（監事の出席等）
第４条 監事は、委員会に出席し、意見を述べることができる。
２ 委員会が必要と認めたときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聞くこと
ができる。
（作業部会）
第５条 委員会に、作業部会を置く。
２ 作業部会は、第２条第１項各号に定める各部等における業務の実施状況等に関する資料を作成
し、委員会に報告する。
３ 作業部会に属すべき者は、委員長が指名する。
（庶務）
第６条 委員会の庶務は、総務部企画情報課において処理する。
（雑則）
第７条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮っ
て定める。
附 則
この規程は、平成16年２月17日から施行する。
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独立行政法人日本学術振興会平成１８年度自己点検評価実施要領
平成１９年３月２０日
理
事
長
裁
定

１．目的
この要領は、独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）が自己点検評
価を実施するにあたり、必要な事項を定めることを目的とする。
２．対象
自己点検評価は、振興会が行った業務のうち、中期計画に定める次の各号に掲げる事
項を対象とし、年度計画に定めた項目ごとに実施する。
第一 業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置
第二 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成す
るためとるべき措置
３．自己点検評価委員会
自己点検評価は、振興会に置かれた自己点検評価委員会（以下、「委員会」という。）
が行う。
４．平成１８年度独立行政法人日本学術振興会事業の評価手法ついて
振興会は、自己点検評価における基本的な考え方を示した「独立行政法人日本学術振興
会平成１８年度事業の評価手法について（以下「評価手法」と言う。）を作成する。
５．評価シート
自己点検評価は、別紙「評価シート」により実施する。
６．評価シートの作成
委員会に置かれた作業部会は、各部等における業務の実施状況等に関する資料として、
以下の各項目について記載することにより「評価シート」を作成し、委員会に報告する。
１．意義・必要性
２．評価資料
３．事業・業務の実施状況
４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
５．数値目標に対する評価（定量的評価）
６．得られた成果に関する評価
７．評価の実施
委員会は、作業部会の報告に基づき点検評価を行い、その結果を「評価シート」の以
下の各項目に記入することにより自己点検評価報告書を作成し、理事長に提出する。
１．「意義・必要性」における検証または評価
４．「事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）」における評価
５．「数値目標に対する評価（定量的評価）」における判定
６．「得られた成果に関する評価」における評価
７．自己点検評価の結果
８．自己点検評価報告書の外部評価委員会への提出
理事長は、自己点検評価報告書の内容が適正であると判断した場合、外部評価委員会
に提出する。
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評価シート（ -

-(

)）

事業・業務の名称：
掲載箇所

中期計画

頁

年度計画

頁 業務実績報告書

１．意義・必要性＜評価手法：意義･必要性の検証［

]、新たな評価の実施［

頁
］＞

日本学術振興会の自己点検
意義・必要性に関する記述

検証･
評価

２．評価資料

３．事業・業務の実施状況

４．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
評価の
観点

1

効率性

2

有効性

3

日本学術振興会の自己点検
実績

公正性・
透明性
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評価

５．数値目標に対する評価（定量的評価）
評価の観点

日本学術振興会の自己点検
実績

評価基準

判定

1

2

６．得られた成果に関する評価
評価の観点

日本学術振興会の自己点検
成果

1

2

７．独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価

８．外部評価委員による総合的な評価
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評価

外部評
価委員
の評価

独立行政法人日本学術振興会
平成１８年度事業の評価手法について

平成１９年３月
独立行政法人日本学術振興会
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独立行政法人日本学術振興会平成１８年度事業の評価手法について
１．序文
独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）は、中期計画において自己点検評価
・外部評価を実施することを定めている。この自己点検評価・外部評価は、独立行政法人通則法が
示すように、独立行政法人としての業務が適正かつ効率的に実施されるよう自ら点検し、外部有識
者の評価を受けることによって、その結果を業務運営の改善に反映させようとするものである。
なお、これらの評価結果については、次期中期計画の検討や中期計画期間終了時の評価にも資す
るものである。
本「評価手法について」は、平成18年度事業に対する自己点検評価・外部評価を実施するにあた
り、その点検及び評価に関する基本的な考え方とその具体的な実施手法をまとめたものである。
２．学術研究支援事業に対する評価のあり方
振興会の評価は、独立行政法人に求められる業務の適正性・効率性に関する観点に加え、学術研
究支援機関として我が国の学術の振興・発展に対する寄与という観点においても行われるべきであ
る。このため、評価にあたっては以下の項目に留意しつつ、実施することとする。
（１）独立行政法人通則法及び独立行政法人日本学術振興会中期計画に基づく評価
独立行政法人の業務運営については、主務大臣が3年から5年の期間において法人が達成すべき業
務運営に関する目標(中期目標)を定め、法人はこれを達成するための計画(中期計画・年度計画)を
作成し、これらに基づき業務運営を行い、その業務運営の状況については、毎年度終了時、さらに
は中期計画期間終了時に主務省に置かれた評価委員会等により評価を受けることとされている。
これは法人の業務運営に自立性、自主性を付与する一方で主務省に置かれた評価委員会等

にお

いて厳格な評価が行われることにより、法人が国民のニーズに対応した業務運営が実施されている
か検証することを目的としたものである。
振興会が行う事業に対する自己点検評価・外部評価においても、この独立行政法人の理念に則り、
法人に与えられた裁量を、最大限国民のニーズに対応することになるよう、事業の改善に役立てる
ものでなければならない。
（２）学術研究の特性に配慮した評価
振興会が行う学術研究活動に対する助成・支援の事業に対する評価は、研究者の発意に基づき行
われ、その研究が様々な形として成果が現れるまでに長い時間を要する場合が多いという学術研究
の特性を十分に配慮したものでなければならない。
すなわち、評価にあたっては研究者の発意に対して適切な審査・評価、支援などができる業務運
営が行われているか、また、長い時間をかけて成果が現れる研究に対して適切に支援を行う態勢と
なっているかなどの観点において評価を行うことが重要である。
（３）「特殊法人等整理合理化計画」に示された理念の実現に向けた評価
特殊法人等整理合理化計画（平成13年12月19日閣議決定）においては、日本学術振興会の事業に
ついて必要な措置を講ずべきとした上で、その組織形態を独立行政法人とすることとされた。
‑ 3 ‑
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振興会は、同計画の指摘事項に対応する事業において、その講ずべき措置の実現に向け具体的な
事業を展開しているところであるが、自己点検評価・外部評価においても同計画において示された
観点により行われることが必要である。
（４）「国の研究開発評価に関する大綱的指針」及び「文部科学省における研究及び開発に関する評
価指針について」に即した評価
我が国の研究開発の事業にかかる評価の指針は、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（平
成13年11月28日内閣総理大臣決定）において、また、文部科学省における研究及び開発に関する評
価の指針は、「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針について」（平成14年6月14日科
学技術・学術審議会建議）においてそれぞれ示され、自ら研究開発を実施する機関に加え、振興会
のような研究資金を配分する機関を含めてその評価指針が示されたところである。
なお、平成17年3月29日には、上記大綱的指針を廃止し、新たな大綱的指針が内閣総理大臣決定し
ている。これを受けて、文部科学省においても、平成17年9月26日に本指針を踏まえた新たな評価指
針を文部科学大臣決定したところである。この評価指針には３つの改革の方向性（①創造へ挑戦す
る研究者を励まし、優れた研究開発を見出し、伸ばし、育てる評価の実施②評価資源の確保や評価
支援体制の強化③効果的・効率的な評価システムの改革）に基づいた見直しが行われており、引き
続き、自ら研究開発を実施する機関に加え、振興会のような研究資金を配分する機関を含めてその
評価指針が示されている。特に、評価指針においては、「独立行政法人研究機関等及び学術研究の
評価に当たっての配慮事項」が特記されており、両書に示された評価手法等を参考にしつつ、自己
点検・外部評価を実施していくことが必要である。
（５）「研究開発関係法人の評価における関心事項」（独立行政法人評価分科会研究開発関係法人の
評価方法の在り方に関する研究会）を考慮した評価
総務省に置かれた独立行政法人評価分科会研究開発関係法人の評価方法の在り方に関する研究会
は、平成16年6月30日に「研究開発法人の評価における関心事項」を発表した。また、同分科会財務
内容の改善等についての評価方法の在り方に関する研究会は、平成17年7月11日に「平成16年度業務
実績評価の結果についての評価における関心事項（『財務内容の改善』及び『業務運営の効率化』
関係）」を発表した。これらは、独立行政法人評価分科会が、各府省の独立行政法人評価委員会が
行った業務実績の評価結果の二次評価を有効に行うことができるよう、研究会を設置し取りまとめ
たものであるが、独立行政法人が行う研究開発にかかる業務の特性等を考慮して行う評価に関する
基本的な考え方が示されており、振興会の自己点検評価・外部評価を実施する際の参考となるもの
である。
（６）文部科学省所管独立行政法人の業務実績評価に係る基本方針を考慮した評価
文部科学省に置かれた独立行政法人評価委員会は、平成17年3月29日に「文部科学省所管独立行政
法人の業務実績評価に係る基本方針」（以下「基本方針」という。）を定めた。これらは、文部科
学省独立行政法人評価委員会が、所管法人の「事業年度評価」及び「中期目標期間評価」の基本方
針をまとめたものであり、振興会が実施する自己点検・外部評価の結果は、同評価委員会が実施す
る法人評価の基礎（参考）となるものであることに留意することが必要である。
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（７）「日本学術振興会外部評価報告書」（平成14年12月）における提言に即した評価
日本学術振興会は、平成14年に評議員会に対し、外部評価の実施を依頼した。これに応えて評議
員会は、主要国のファンディングエージェンシー（独立して資金配分等の事業を行う機関）の長等
を中心とした国内外の7名の学識経験者・有識者による外部評価委員会を構成した。外部評価委員会
は、東京における評価委員会での審議を含む評価を行い、外部評価報告書を評議員会議長に提出し
た。評議員会は同報告書について審議を行った上で、同年12月、日本学術振興会会長に外部評価報
告書として提出した。
同報告書における評価結果は、その後の振興会の業務運営の指針となっていることから、今回の
自己点検評価・外部評価も同書の評価内容・提言が適切に実行されているかという観点を含めて実
施されるべきである。
３．独立行政法人日本学術振興会に対する評価結果
振興会が行った平成15年度事業、平成16年度事業及び平成17年度事業に対する評価については、
振興会に設置した外部評価委員会により実施された外部評価の他、文部科学省独立行政法人評価委
員会が行った「独立行政法人日本学術振興会の業務の実績に関する評価」、さらには、総務省に置
かれた政策評価・独立行政法人評価委員会による「文部科学省所管独立行政法人の業務の実績に関
する評価の結果等についての意見」がある。
また、振興会は、平成18年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人の主要な事務及び事業の
改廃に関する見直しを受け、「勧告の方向性」として指摘を受けたところであるが、これとは別に、
総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による年度評価の「所管法人共通」の意見を踏まえ評価
を実施することが必要である。
振興会が自ら評価を行う場合、平成18年度においては、これらの評価において指摘された事項に
ついて適切に業務が実施され、必要な改善が行われたかについても評価を行うこととする。
それぞれの平成15年度事業、平成16年度事業及び平成17年度事業に対する評価の概略は以下のと
おりである。
（１）独立行政法人日本学術振興会外部評価
①平成15年度
振興会が外部の有識者に依頼し実施された外部評価の結果は、平成16年７月14日、同委員会江
口吾朗委員長から振興会理事長に提出された。この評価報告書は「外部評価委員による総合的な
評価」及び「各事業にかかる外部評価」によって構成されている。「外部評価委員による総合的
な評価」においては、振興会事業全般にかかる記述的な評価が記載されているが、その序文は以
下のとおりである。
今回の自己点検評価は法人化して半年あまりという時点でなされたものであり、法人化のため
のさまざまな作業を進める傍ら、本来の業務を遂行しなければならなかった状況を勘案すると、
多くの面で期待以上の成果を挙げつつあると高く評価する。
自己点検評価は特定の目的・目標を担う事業体（機関）が、目的・目標達成のための計画をい
かに着実かつ効果的に実施しているかを、その計画も含め自ら厳正に点検し評価するものである。
この点を強く意識にとどめ、点検・評価の項目の設定について、その軽重を十分考慮の上、可能
な限り不必要な作業の排除に努め、評価疲れや評価のための評価といった結果に陥らぬよう配慮
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することも肝要である。
また、「各事業にかかる外部評価」においては、58に区分した事業の定性的指標による実績に
対する「必要性」、「効率性」、「有効性・適切性」、「公正性・透明性」の観点における評価
と総合的な評価が行われた。
②平成16年度
振興会が外部の有識者に依頼し実施された外部評価の結果は、平成17年7月13日、同委員会江口
吾朗委員長から振興会理事長に提出された。この評価報告書は「外部評価委員による総合的な評
価」及び「各事業にかかる外部評価」によって構成されている。「外部評価委員による総合的な
評価」においては、振興会事業全般にかかる記述的な評価が記載されているが、その序文は以下
のとおりである。
独立行政法人日本学術振興会の平成16年度自己点検評価の作業は平成17年2月に着手された。昨
年の本委員会からの意見及び提言を参考として、評価項目の設定、自己点検の方法等が慎重に検
討された。具体的には、平成15年度の自己点検評価の問題点を項目毎に精査し、評価項目の見直
しを行い、自己点検評価及び外部評価の結果が以後の事業推進に有効に反映されるよう特段の配
慮がなされている。
外部評価委員会にあっては、自己点検評価の結果を各委員が分担して精査し、その結果を外部
評価委員会の全体会議に付し、長時間に及ぶヒアリングを実施して、各項目の自己点検評価の妥
当性を協議検討しつつ評価を実施した。自己点検評価の結果と外部評価委員会による評価結果に
高度な一致が認められることから示唆されるように、外部評価委員会は自己点検評価の結果は妥
当なものであると判断するとともに、平成16年度の各事業はいずれも円滑に進捗し、所定の目標
は十分達成されていると評価した。
とはいえ、なお慎重に検討すべき点も残されている。そのひとつに、数値目標の設定の在り方
が挙げられる。単に数値目標を設定しうるとの理由により、安易にそれを行うと、その評価は往
々にして機械的な作業に陥り、評価の結果が必ずしも実状を反映したものではないといったこと
も当然起りうる。したがって、数値目標の設定に当っては、極力慎重な検討を重ね、評価項目を
厳選した上で、可能な限り論理的に目標を設定するように心掛けることが肝要であろう。
今後、自己点検評価の在り方については、評価のための評価に陥ることなく、また、評価作業
が過重となることによって本来の業務に支障を生起させることなく、適切な目標設定と効率的な
方法論の導入に努め、事業の発展的展開を促しうるよう、より実質的な自己点検評価がなされる
ことを強く希望する。
また、「各事業にかかる外部評価」においては、64に区分した事業の定性的指標による実績に
対する「意義・必要性」、「効率性」、「有効性」、「公正性・透明性」の観点における評価と
総合的な評価が行われた。
③平成17年度
振興会が外部の有識者に依頼し実施された外部評価の結果は、平成17年7月4日、同委員会江口
吾朗委員長から振興会理事長に提出された。この評価報告書は「外部評価委員による総合的な評
価」及び「各事業にかかる外部評価」によって構成されている。
「外部評価委員による総合的な評価」においては、振興会事業全般にかかる記述的な評価が記
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載されているが、その序文及びまとめは以下のとおりである。
【序文】
独立行政法人日本学術振興会の平成17年度事業の外部評価にあっては、事業の継続性を踏まえ、
前年度の評価結果の反映状況なども確認しつつ評価を実施する必要があることから、前年度に引
き続き、自己点検評価結果を各評価委員が評価項目毎に分担して精査し、その結果を全体会議に
付し、評価結果として取りまとめることとした。
【まとめ】
外部評価委員会としては、振興会が実施した平成１７年度の各事業が、何れも円滑に進捗し、
所定の目標は十分に達成されたものと評価する。
振興会が実施している研究助成事業、若手研究者養成事業は、人文・社会科学から自然科学の
全領域にわたり、基礎研究の充実を眼目として進めるべきである。この観点から、近年人文・社
会科学分野に意が注がれている点を特に評価したい。
また、大学をめぐる競争的環境の強化の中で、基礎研究を支える研究資金として、科学研究費
補助金の役割が極めて大きくなっていること、さらに、内閣府や経済産業省関係のファンディン
グが政策対応型で技術開発に傾斜してきていることを踏まえるなら、日本の学術研究の将来にと
って、基礎研究を重視する振興会の助成事業が果たす役割が極めて重要である。
振興会は、この役割に応えるべく、研究者の視点に立った事業運営や審査・評価業務の改善を
進めているが、今後も、学術システム研究センターの研究者へ適材をリクルートし、学術動向の
的確な分析に基づいた事業展開を行うことは、振興会の活動にとって基本的な条件である。
しかし、ピアレビュー制度は、応募件数の増大と審査員の負担軽減の両面から見ると限界に近
づいており、今後は全プロセスへの電子システムの導入や有能な人材確保を含めて、学術を振興
する我が国唯一のファンディングエージェンシーとしての体制の更なる強化・確立を望みたい。
この問題は容易に克服できるものではなく、今後更に有効な審査体制の模索・検討も必要であろ
う。
なお、「各事業にかかる外部評価」においては、60に区分した事業の定性的指標による実績に
対する「意義・必要性」、「効率性」、「有効性」、「公正性・透明性」の観点における評価と
総合的な評価が行われた。
（２）文部科学省独立行政法人評価委員会「独立行政法人日本学術振興会の業務の実績に関する評
価」
本評価は、「総論」及び「各論」により評価結果が取りまとめられているが、「総論」の記述
は以下のとおりである。
①平成15年度
独立行政法人移行後６ヶ月間の業務実績に対する評価としては、振興会の目的・性格及び中期
目標・計画に照らして、概ね計画通り進んでおり、適切な業務運営がなされたものといえる。
とりわけ、法人化のための体制整備や様々な業務遂行の中にあって、学術研究の特性を踏まえ
た業務運営を充実させるため、評議員会、学術顧問会議や学術システム研究センターを立上げ、
活用していることは、高く評価できる。
中期目標に示された世界に広く認められるファンディングエージェンシーへの着実な一歩を踏
み出している。今後とも、学術振興のためのファンディングエージェンシーとして、研究者の視
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点に立った事業実施を期待する。
また、科学研究費補助金事業をはじめ相当な業務量を、少ない人員（常勤職員数９９名）によ
り研究者の支援・協力を得つつ、全体として適切に処理していることは、極めて効率的な業務運
営であると認められる。
②平成16年度
①評価を通じて得られた法人の今後の課題
○振興会が我が国の学術研究全体の振興に関するファンディングエージェンシーとして、公
正で、国内外の研究者及び関連機関から信頼され、世界に広く認められる機関になるために
は、振興会の活動内容をより広く内外の研究者、研究機関や国民に理解してもらう必要があ
り、振興会の透明性の高い事業運営、効率性の高い事業システム、支援・助成により得られ
た研究成果などを積極的に公開・発信する広報活動の充実が望まれる。
②法人経営に関する意見
○理事長は、以下に示す学術研究の特性に配慮した業務運営にリーダーシップを発揮してお
り、今後とも必要な改善を図り、一層効果的な業務運営を期待する。
・学術システム研究センターの充実による公平・公正な審査システムの確立
・大学長経験者など学術研究に特に高い見識を有する研究者で組織する学術顧問会議の活用
・大学院博士課程学生への支援の増などによる特別研究員事業の充実
・優れた若手研究者を顕彰する日本学術振興会賞の創設
・他機関に先立つ電子申請システムの導入の推進
・多岐にわたる国際交流事業の展開による学術の国際交流の推進

等

○自己収入を増やすために、寄附金の募金活動を行っており評価できる。今後とも自己収入
を増やすための継続的な取組みを期待する。
③特記事項（中期目標期間終了時の見直し作業、総務省からの指摘についての対応等）
○運営交付金の収益化基準については、より法人にインセンティブを与える観点から、成果
進行基準または期間進行基準の導入について、各業務の特性を踏まえた検討を行うことが必
要である。
○職員の給与水準が国家公務員の給与水準と比べてやや高くなっていることについては、大
学卒・大学院修了など高学歴者の比率が高いこと、勤務地が東京都内にあること、職員宿舎
がなく住居手当受給者が多いことなどが要因と考えられるが、今後とも要因の分析、所要の
措置の検討を行う必要がある。
③平成17年度
①評価を通じて得られた法人の今後の課題
○振興会は、我が国の学術研究全体の振興に寄与し、学術の根幹を支える必要不可欠な機関
であるが、引き続き、萌芽段階から多様な研究、特に「０から１」へのファーストステップ
の支援を重視する必要がある。また、プログラムオフィサーの常勤化により学術システム研
究センターの機能を強化するなど、専門家による審査（ピアレビュー）体制のより一層の充
実が望まれる。
○学術研究の成果を国内外に積極的に公開・発信するなど、一般社会の学術に対する正しい
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理解と広い支援を得られるような更なる広報活動の充実が望まれる。
②法人経営に関する意見
○我が国を代表するファンディングエージェンシーとして、学術研究の特性に配慮した適切
な法人運営を行っている、特に事務経費を極力抑え、諸外国の配分機関と比較しても相当効
率的に業務を行っていることは特筆できる。
○若手研究者への支援等の具体策については、日本学術振興会賞だけではなく、更なる支援
策の検討が望まれる。
○国際交流事業については、大学等の国際化が進んだ現状を踏まえつつ、絶えず業務の見直
しを行っていく必要がある。
○自己収入増加のために、寄附金の募金活動を行うなど、努力は認められる。今後も継続し
て取り組んで頂きたい。
③特記事項（中期目標期間終了時の見直し作業、総務省からの指摘についての対応等）
○給与水準が、国家公務員の平均と比べやや高くなっているが、その水準は前年度からさら
に低下しており、また、少ない人数で、専門的かつ相当の業務量をこなしていることから、
適当な水準と考える。
○海外研究連絡センターの運営については、従前から実施してきた事業のみならず、大学等
の海外展開へ協力・支援することは、費用対効果の観点からも有効である。
○振興会は、日本の学術を支え教育・研究人材を系統的に支援する基本的かつ特徴ある機関
であり、行財政改革によって、この基本的なシステムを縮小することは我が国の将来にとっ
て大きなマイナスとなることに留意すべきである。
また、「各論」においては、事業の項目毎に文部科学省独立行政法人評価委員会科学技術分
科会において決定された「研究開発独立行政法人の評価に関する検討について」に基づき評価
が行われている。
（３）総務省政策評価・独立行政法人評価委員会「文部科学省所管独立行政法人の業務の実績に関す
る評価の結果等についての意見」
本意見は、総務省に置かれた政策評価・独立行政法人評価委員会委員長から、文部科学省独立
行政法人評価委員会委員長宛てに提出されたもので、各独立行政法人との評価結果についての意
見と所管法人に対する共通の意見が記されている。このうち、振興会に対する意見は以下のとお
りである。
①平成15年度
以下の点を踏まえつつ、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、中期計画
等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図っていく必要があ
る。
・本法人が行う科学研究費補助金等による助成対象研究課題の評価業務については、研究費が
高額で研究期間が長期にわたる研究課題の中間・事後評価業務だけでなく、プロセスチェック
等により実施した評価業務についても把握・評価し、それらを評価書において明示するなど、
評価結果が国民に分かりやすいものとすべきである。
・業務運営の効率化の評価については、効率化の目標数値の達成状況だけではなく、外部委託
の推進状況等の効率化措置の内容を整理した資料等を活用することにより、その効率化努力の
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内容・状況を把握・分析し、業務運営の一層の効率化に資するような評価を行うべきである。
②平成16年度
以下の点を踏まえつつ、文部科学省独立行政法人評価委員会の評価結果が活用され、中期計画
等に基づく業務の質の向上及び効率化が、引き続き効果的に推進されるよう図っていく必要があ
る。
・海外研究連絡センターについては、独立行政法人科学技術振興機構の海外事務所との関係を
明らかにするとともに、センターごとに人員体制、経費、活動実績等を把握・分析し、費用対
効果の観点から、センターごとに、設置の必要性を含めた今後の運営の在り方について、その
方向性を示すような評価を行うべきである。
③平成17年度
平成18年度末に中期目標期間が終了する独立行政法人については、主要な事務及び事業の改廃
に関する勧告の方向性の指摘に重点を置いたところであるが、今後は、これに加えて、年度評価
の「所管法人共通」の意見を踏まえた評価が行われるようお願いいたします。
【所管法人共通】
（人件費削減や給与水準の適正化の取組状況等についての評価）
・各法人の人件費については、「行政改革の重要方針」（平成17年12月24日閣議決定）におい
て、「各省庁の独立行政法人評価委員会及び国立大学法人評価委員会は、各法人の人件費削減
の取組状況や国家公務員の水準を上回る法人の給与水準の適切性等に関し厳格な事後評価を実
施するとともに、総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会においても、２次評価を行うこ
ととし、これらの結果を公表する。」とされたことを踏まえ、各法人における具体的な取組状
況、その効果及び法人の給与水準の状況とその適切性等を業務実績報告書等で明らかにさせた
上で、厳格な事後評価を行うべきである。
（随意契約の見直し取組状況等についての評価）
・随意契約により実施している業務については、国における取組（「公共調達の適正化につい
て」（平成18年8月25日付け財計第2017号。財務大臣からの各省各庁の長あて。））等を踏まえ、
各法人における一般競争入札の範囲の拡大、契約の見直し、契約に係る情報公開等についての
取組状況等についての評価を行うべきである。
（公的研究費の不正使用等の防止に関する取組状況等についての評価）
・競争的資金の配分を行っている法人又は同資金を受け取っている法人については、同資金の
不合理な重複及び過度の集中の排除並びに不正使用及び不正支給の防止のため、総合科学技術
会議が示した「公的研究費の不正使用等の防止に関する取組について（共通的な指針）」（平
成18年8月31日）等に沿った、体制整備、ルールの整備・明確化等の取組状況についての評価を
行うべきである。
（市場化テストの導入を視野に入れた評価）
・業務運営の効率化等についての評価においては、競争の導入による公共のサービスの改革に
関する法律（平成18年度法律第51号）に基づく市場化テストが導入されたことを踏まえ、法人
が直接行うことにより高コスト構造になっていると考えられる業務などについては、コスト削
減等を図る観点から市場化テストの導入を視野に入れた評価を行うべきである。
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（資産の活用状況等についての評価）
・独立行政法人にも、平成18事業年度から「固定資産の減損に係る独立行政法人会計基準」
（平成17年6月29日独立行政法人会計基準研究会設定）が適用されたことを踏まえ、各業務の評
価に際しても、法人の業務と関係した主要な固定資産について中期目標（本来の目的）どおり
のサービス提供（利用等）が行われているかどうかに着目した評価を行うべきである。
また、会議所、職員研修施設、分室等の法人の業務と直接関係しないと考えられる施設につ
いては、保有目的や利用状況等を業務実績報告書等で明らかにさせた上で、法人が当該施設を
保有する必要性等についての評価を行うべきである。
４．海外において実施されている評価手法の検討
振興会は中期計画において、自己点検評価・外部評価は諸外国のファンディングエージェンシー
が行っている学術研究の特性を踏まえた評価手法を参考に評価を行うことを定めた。研究開発に関
する評価、特に振興会のような研究資金の配分を行う機関の事業に対する評価は、「国の研究開発
評価に関する大綱的指針」及び「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針について」に
おいて示されているが、中期目標に示されたように振興会が我が国の学術研究全体の振興に関する
ファンディングエージェンシーとして世界に広く認められる機関となるためには、その評価におい
ても世界で広く行われている手法を参考にすることが適当であると考えられる。海外には、米国の
米国科学財団（National Science Foundation‑NSF）、英国の研究評議会（Research Councils）、
ドイツのドイツ研究協会（Deutsche Forschungsgemeinschaft）などのファンディングエージェンシ
ーが存在し、それぞれの機関において様々な評価が実施されている。今回の振興会の自己点検評価
・外部評価においては、米国及び英国における評価手法を検討し、参考とすべき事項を抽出した。
（１）米国における評価手法
米国における学術研究支援は、基礎科学研究を中心として米国科学財団（National Science
Foundation‑NSF）において行われている他、生物医学研究支援を中心に行う国立保健研究所
（National Institutes of Health‑NIH）、高エネルギー・核物理学などの支援を行うエネルギー省
（Department of Energy‑DOE）、宇宙科学などを受け持つ航空宇宙局（National Aeronautics and
Space Administration‑NASA）など多元的な機関において行われているが、これらの機関はいずれも
政府機関であり、米国における法律あるいは大統領主導による行政改革の対象となっており、それ
らに基づく事業計画の策定や評価が行われている。また、それぞれの機関においても独自に機関内
部の委員会や外部委託機関により多様な評価が行われている。
①政府業績成果法
政府業績成果法（Government Performance and Result Act‑GPRA）は、クリントン政権下の199
3年に法律として定められた全政府機関を対象とした行政改革制度で、5年またはそれ以上の期間
にわたる戦略計画、及び年度毎の業務計画書・業績報告書を作成し、その評価結果を施策に反映
させようとするものである。戦略計画においは、各機関の主要な業務にかかる包括的な使命やア
ウトプット・アウトカムを含めた全般的な目的・目標、評価の手法などを含め、また、年度業務
計画書には各業務の客観的で、数値化し、計測することが可能な目標としてのアウトプット、サ
ービスの水準、アウトカムの測定、評価指標、現状と目標との比較、評価の適正性の根拠づけな
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どを示すことが求められている。各政府機関はこの戦略計画及び年度業務計画に基づき業務を実
施し、年度業績報告書においてその成果を目標との比較において示すこととされている。
ただし、政府機関の業務の中には上記の年度業務計画において求められる数量的指標により評
価を行うことが困難なものがあるため、例外的に代替の書式を用いて評価を行うことが認められ
ており、米国科学財団は、数量的評価が困難な研究支援の業務などについて、数量的な評価に代
えて学識経験者らによる質的評価を行っている。
なお、政府業績成果法は法律に基づく行政改革制度であり、次に述べるブッシュ政権による大
統領管理運営計画に基づき新たな行政評価が開始された後も、これと並行して評価が実施されて
いる。
②大統領管理運営計画とプログラム評価採点ツールによる評価
ブッシュ大統領による行政改革は、大統領管理運営計画（President

s Management Agenda）

と呼ばれるもので、「人的資源の戦略的管理」、「競争的発注」、「財務体質改善」、「E‑ガバ
メント」、「予算・業績統合」という五つの共通する項目において全政府機関の行政改革を行お
うとするもので、具体的な評価作業は大統領府管理予算室が中心となり、毎年度行い、その結果
を次年度の予算に反映させようとしている。
同計画下における研究開発業務に関する評価の手順は、大統領府科学技術政策室長と管理予算
室長が連名で関係の省・機関に送付した「機関間研究開発優先順位」に記されており、評価の基
準としては「関連性」、「質」、「業績」の三点が示されている。
また、同運営計画に基づく評価手法としてプログラム評価採点ツール（PART）が開発されてい
る。この評価は各事業を大きく「目的と設計(Purpose & Design)」、「戦略計画(Strategic
Planning)」、「管理運営(Management)」、「成果/アカウンタビリティ(Results/
Accountability)」の四つに分類し、それぞれの分類に設けられた「プログラムは特定の利益、問
題、必要性に対応しているか」、「プログラムは長期的目標を達成するための段階を示した年度
毎の目標を有しているか」、「プログラムはその長期的なアウトカムの目標を達成するための適
切な進展が見られたか」といった内容の計30余りの質問項目に対してその可否を定めることによ
り実施されるものである。
なお、2006年2月に2007年度予算教書の提出に併せ大統領府科学技術政策室国内政策委員会より
「米国競争力イニシアチブ（American Competitiveness Initiative）」が発表されたが、同報告
書においては、メリットに基づくピアレビューを経て実施される基礎研究に対する連邦政府支援
の拡充などが中核的な施策として示されており、今後更に基礎研究に対する研究者による質の評
価の実施が重視されると見込まれている。
③米国科学財団（NSF）における機関・事業評価
米国科学財団は、生物医学研究を除く科学研究全般に対して支援を行う独立の政府機関である。
伝統的にピアレビュー（同僚研究者による評価）を基本とした業務を実施しており、個々のグラ
ント（研究補助金）の審査に加え、プログラム（個々の事業）の評価についても研究業績の評価
を行う訪問委員会（Committee of Visitors‑COVs）、及び訪問委員会の上部組織である諮問委員
会（Advisory Committees‑AC）により局（Directorate）の単位で評価の実施とそれに基づく業務
の改善が行われてきた。
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政府業績成果法への対応として、米国科学財団は2002年にこの局レベルに設置されていた諮問
委員会を改組し、全機関レベルの政府業績成果法業績評価諮問委員会（Advisory Committee for
GPRA Performance Assessment‑AC/GPA）を設置した。同委員会は現在、Norine E. Noonanチャー
ルストン大学科学数学部長を議長とした大学関係者18 名、国立研究機関関係者2 名、民間研究機
関関係者1名、企業関係者3名の計24名の委員により構成されており、2002年度以降、毎年政府業
績成果法に沿った形で報告書を提出している。この報告書における評価結果は、政府業績成果法
に基づく質的評価による代替評価として業績報告書に含められた他、下記のプログラム評価採点
ツールによる評価においても成果判定の根拠として利用された。
大統領管理運営計画におけるプログラム評価採点ツール（PART）による評価においては、米国
科学財団の事業のうち、新たに「連邦政府資金提供研究開発センター」、「基礎科学工学研究」
の二つを対象として評価が行われたが、いずれも最も高い評価である「効果的」との判定が示さ
れており、米国科学財団に対する評価は2003年度以降実施された10事業全てが「効果的」という
他の連邦政府機関においては類例を見ない高い評価となっている。
また、米国科学財団の業務運営に対しては、これら行政評価とは別に、様々な外部機関や外部
有識者による評価が行われている。その一例としては米国公共行政アカデミーが議会下院歳出委
員会による米国科学財団の複数年のグラントの事業計画立案に関する検討の求めに対応して2004
年に提出した「米国科学財団：未来へのガバナンスとマネジメント（National Science
Foundation: Governance and Management for the Future）」報告書がある。
④国立保健研究所（NIH）における機関・事業評価
米国科学財団が独立した政府機関であるのに対し、国立保健研究所は、健康福祉省(Department
of Health and Human Services‑DHHS）の一部局という位置づけになっており、政府業績成果法に
おける評価も同省全体の枠組みの中に位置づけられているが、研究所としても独立の年度業務計
画書、業績報告書を作成・公表している。国立保健研究所は研究機関という性格を有しているた
め政府業績成果法に基づく報告書も研究計画及び研究成果の評価を中心に、業務全般に対する評
価が行われている。
また、2005年の大統領管理運営計画に基づくプログラム評価採点ツール（PART）による評価に
ついては、「建物・施設（Buildings and Facilities）」および「所内研究（Intramural
Research）」を対象として行われ、いずれも「効果的」と高い評価を得ているが、その評価理由
においては、米国アカデミー医学機構による評価を根拠にするなど、他の外部評価も参考とされ
ている。
米国科学財団と同様、国立保健研究所も政府主導による行政評価とは別に様々な評価を受けて
いる。米国科学アカデミーによる評価も過去いくつも行われているが、2004年においては、「国
立保健研究所外部センタープログラム：開始と評価の基準（NIH Extramural Center Programs:
Criteria for Initiation and Evaluation）」が提出されており、組織運営の改善に利用されて
いる。
（２）英国における評価手法
英国の学術研究に対する支援は、教育研究上の基盤的な経費を支援する高等教育財政評議会
（イングランド、スコットランド、ウェールズ、北アイルランドのそれぞれに設置）と、主として
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研究助成を行う研究評議会（バイオテクノロジー・生物科学、工学・物理科学、経済学・社会科学、
医学、自然環境科学、核物理学・天文学の各分野に設置）の二種類の機関よって行われる、いわゆ
るデュアルサポートシステムが採用されている。
①英国における行政改革と科学技術政策
英国における行政改革は、1980年度初頭のサッチャー政権における改革を皮切りにメージャー
政権下の1991年に開始された中央政府機関の外庁化を含む「次の段階（Next Steps）」と呼ばれ
る改革、そしてブレア政権下で始められた「政府の近代化（Modernizing Government）」と、20
年余りにわたり前政権の改革の成果を踏まえ新たな改革が行われてきた。英国における学術研究
支援機関も、これらの改革の理念に基づき、業務の効率化・透明性の充実などが進められている。
2004年7月には、財務省、教育技能省、貿易産業省により「科学・イノベーション投資フレーム
ワーク（Science & innovation investment framework）」が発表され、2014年までの期間におけ
る科学技術政策とそれに向けた研究開発投資に関する理念が示された。評価に関しては「英国に
おける最強のCOEにおける世界水準の研究」、「持続可能で財政的に強固な英国の大学・公的研究
機関」、「経済と公共の福祉のニーズに応える研究基盤」、「民間部門による研究開発投資の増
と、知識と人材面における科学基盤への民間部門の関与の増」、「経済に対する科学、技術、工
学、数学面の能力の供給」、「人々の科学と研究に対する関与と信頼」の諸側面について目標と
指標が示されており、これらに基づき定期的な評価が行われる。
②高等教育財政評議会（Higher Education Funding Councils）
英国の高等教育財政評議会（Higher Education Funding Councils）は学術研究のうち、基盤的
な部分の資金の支援を担っているが、その資金配分は、4〜5年に1回行われる研究評価作業
（Research Assessment Exercise‑RAE）と呼ばれる評価制度に基づき行われている。この研究評
価作業とは、研究の質の評価を行うもので、その評価の実施においては、全ての学術研究分野を
68の単位に分割し、それぞれにおいて9人から18人のピア（同僚研究者がパネル（委員会）を形成
し、その専門性に基づく評価により行われており、結果は5*（5スター）、5、4、3a、3b、2、1の
7つの段階により示され、その評価に応じて配分される資金の額が決定される。
この研究評価作業（Research Assessment Exercise‑RAE）については、2003年5月にオックスフ
ォードウォルフソンカレッジ学長のSir Gareth Robertsにより取りまとめられた評価報告書が提
出されている。この報告書においては、最良の研究の評価は専門性を持つ者が行うべきであるこ
と、評価サイクルは6年間が適当であること、などに加え、具体的な評価手順（事前評価時期、評
価単位、評価基準、評価資料、評価パネルの数と構成、事務局等）について提言が行われている。
各高等教育財政審議会はこの提言に基づき、分野毎の学術的判断に基づく専門家による評価
（expert review）という基本的な性格を維持しつつ、2008年に次回の評価を行うこととした。
イングランド高等教育財政審議会は、現在、2003年から2008年までの期間における戦略計画の
下で毎年度評価が行われていおり、2004〜2005年の達成度が同年度の報告書に記載されている。
研究支援関連については、戦略目標において「研究部門を、世界の主要国の中にあって強力な地
位にダイナミックに発展・維持させ、経済繁栄と国家の福祉への大きな貢献と知識の拡大・普及
をもたらせる。」という目標が掲げられている。
この年度報告書の自己点検評価については、「戦略計画期間を通して英国の研究卓越性に関す
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る主導的地位を維持する。」という項目において、「研究評価作業（RAE）における最高評価の部
局への資金提供を増加させ、リサーチカウンシルと保健省と共同で機能開発イニシアチブを開始
した。」などの理由により、「目標に沿っている」との評価が与えられている。また、「利害関
係者に対し関連する業績を通知し、それぞれの分野の研究努力のアウトプットの多様性を認識さ
せるという2008年に向けた新たな研究評価手順を開発・実施する。」という項目においては、
「2008年研究評価作業の管理運営の計画のための業務を実施した。」との結果に基づき、「目標
に沿っている」という評価が与えられている。更に、「2008年までに国の研究基盤のより優れた
持続可能性を示す。」という項目においては「経費透明手順（Transparent Approach to Costing
‑TRAC）の手法を継続的に開発・実施し、研究経費全額が回収されるよう利害関係者との協力を行
った。」とし、「目標に沿っている」との評価となっている。この結果、2項目において「進展
中」（達成できていない）とされた前年度に対し改善がみられる。
③研究評議会（Research Councils）
研究評議会（Research Councils）は他の政府系の独立法人と同様、5年に一度定期的に抜本的
な評価を受けることとなっており、研究評議会が現在の形態となって最初の評価が2001年に公表
された。この評価は、所管庁である貿易産業省科学技術庁に設置された大学関係者、産業界、各
研究評議会の最高責任者、及び政府関係者から成る運営委員会によるもので、第一段階として研
究評議会の役割及び組織のあり方についての評価、そして第二段階として業務の効率性・有効性
の観点からの評価が行われた。この結果、第一段階の評価としては、研究評議会は各々の業務を
的確に遂行しており当面組織体制に変更の必要性は見あたらないこと、また、第二段階の評価と
しては、全般的に見れば研究評議会は適切に業務を遂行しているが、若干の問題はあり、今後各
研究評議会が集合的に機能したり新たな科学の展開に柔軟に対応できるようにすることが求めら
れるという評価であった。
この結果を受けて2002年5月1日にリサーチカウンシルズUK（Resarch Councils UK‑RCUK）が、
研究評議会の戦略的連合体組織として設置された。リサーチカウンシルズUKは、各研究評議会が
その目標を達成のために行う活動を最適化し、英国における研究・訓練・知識の移転の能力を高
め、学界・産業界・政府から研究支援の卓越性に関する理解を得ることを目的としているが、貿
易産業省科学技術庁による同機関に対する評価が2004年10月に発表された。この評価報告書は、
「OST Review of Research Councils UK」と題されたもので、評価は、各リサーチカウンシルの
長やリサーチカウンシル内部及び外部の利害関係者など計74名からの聞き取りにより行われた。
この結果、リサーチカウンシルUKの必要性については認められたが、その役割や各リサーチカ
ウンシルとの関係が十分に明らかにされていないといった検討内容に基づき、7項目の提言が示さ
れた。
なお、このリサーチカウンシルUKに関する評価とは別に、各研究評議会においても独自の戦略
計画が策定され、それに基づき行われた業務に対する評価が行われている。
例えば工学・物理科学研究評議会は、2003年から2007年の間の戦略計画を策定し、英国の経済
社会の問題に対応する世界水準の工学・物理科学の支援、有能な科学者・工学者の育成、知識経
済への支援、研究への人々の関与、効果的・効率的な管理運営、という五つの目標を定め、それ
ぞれに個別の具体的戦略や手段、目標を設定し、業務を実施し評価を行うこととしており、年間
の報告書においても、それぞれの目標の性格に応じた成果が記述されている。
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また、2005年には英国における物理学研究および天文学研究について国際的視点から行う評価
として、工学・物理学研究評議会と素粒子物理学・天文学研究評議会が主導し、物理学機構、王
立天文学協会の協力を得て、国際パネルによる外部評価が実施されたが、同評価においては個別
の分野等に対する評価の他、リサーチカウンシルによる資金提供についても評価が行われている。
この評価においては「研究者の好奇心に基づく研究」と「革新的基礎研究」のそれぞれについて
言及されているが、「研究者の好奇心に基づく研究」については、その重要性を指摘するととも
に英国の高い研究水準を維持するため、リサーチカウンシルは特定の目標を定めた研究との適切
なバランスを検討すべきとされている。また、「革新的基礎研究」については、長期にわたる研
究支援メカニズムを設置すべきであるとされている。更に報告書においては、特に物理学と生命
科学のインターフェイスとしての学際研究について柔軟性の高い支援を行うべきであることも提
言されている。
（３）米英の評価手法において参考とすべき事例
米国及び英国におけるファンディングエージェンシーが行う評価は、個々の事業、あるいは研究
課題に対する評価の積み重ねに基づき実施されており、本来、その評価手法を参考とすることは、
各機関において蓄積された膨大な評価のノウハウを理解し、体系化した上で行うべきであるが、調
査開始後間もなく、未だ十分な知見も得られていない。このため、平成17年度に実施する自己点検
評価・外部評価においては、両国における評価制度のうち、以下の点に着目し作業に反映させるこ
ととしたい。
①学界、産業界を代表する有識者により構成される評価委員会
海外におけるファンディングエージェンシーに対する評価は、行政的な評価を含め学界・産業
界を代表する有識者により構成される評価委員会により行われる場合が多い。具体的には米国の
米国科学財団に設置された政府業績成果法業績評価諮問委員会、あるいは、国立保健研究所の組
織運営に対して評価を行った米国アカデミーの委員会などが、学界、産業界を代表する有識者に
よるパネルを構成し、質の高い評価を行っている。
振興会の外部評価委員についても、これらの例に倣い、学術研究機関に所属する研究者及び産
業界を代表する者で構成することにより、振興会の全ての業務に対する質の高い評価が可能とな
ると考えられる。
②質的な評価の手法
研究開発、特に基礎研究においては国の行政評価制度が求める数量的な測定指標を用いること
が困難な場合があり、海外の機関においてはピアレビューの結果を行政評価に生かすなどの努力
が行われている。例えば米国科学財団は、政府業績評価法を所管する大統領府管理予算室より専
門家により構成される独立委員会が行う質的評価による書式の使用の承認を受け、事業実施に関
する目標についても政府業績成果法業績評価諮問委員会の評価を政府業績成果法に基づく評価結
果として利用している。
独立行政法人の評価は、基本的には客観的で数値化されたアウトプットやアウトカム（20ペー
ジ「備考」参照）の指標によるべきであるが、振興会が行う学術研究支援事業の評価においては、
米国科学財団や英国のリサーチカウンシルと同様、外部の研究者等の有識者により構成された委
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員会による質的な評価を取り入れることが適当と考えられる。
③個別の研究評価・事業評価に基づく機関の全体評価の実施
米国科学財団は、政府業績成果法業績評価諮問委員会を設置し、訪問委員会の実施した個々の
研究成果に対する評価を機関全体として取りまとめる形で政府業績成果法に基づく質の評価を行
っている。
また、国立保健研究所の評価においても、その業績の測定において独立評価ワーキンググルー
プが行った評価を取りまとめる形で機関全体の政府業績成果法における業績報告書を作成してい
る。
振興会においては、ほとんどの事業が研究者を中心とした専門家の審査・評価や、学術システ
ム研究センター研究員による検討・助言に基づき実施されている。現時点においては、これらの
様々な研究者による審査・評価活動を取りまとめ、法人全体の評価に反映させるシステムを構成
するには至っていないが、自己点検評価・外部評価においては、これらの審査・評価活動につい
て自己点検評価報告書に記載することにより、外部評価の参考とすることが望ましい。
④年度毎の評価の中期的な事業計画における位置づけ
英国、米国のいずれにおいても、各機関が5年程度の中期的な戦略計画を策定し、各事業年度及
び戦略計画期間の終了時にその業務の実績について評価を行うという手順で行政評価が行われて
いる。これは、英国のエージェンシー化（外庁化）において端を発し米国の政府機関において政
府業績成果法（GPRA）として取り入れられ、また、我が国の独立行政法人制度に組み込まれた手
順であることによるものであるが、独立行政法人である振興会がこれら英米の評価制度を参考と
することは有効であると考えられる。
米英いずれの評価制度においても、年度毎の評価は中期的な期間の中で段階的に示された計画
に対する実績に対して行われており、中でも米国の政府業績成果法においては、目標が達成され
ない場合、当該年度に達成し得なかった目標にかかる次年度以降の計画については、実現させる
ための計画を示すか、実現できないと判断した場合には、代替案を作成することができることな
どが定められており、以後の年度毎の計画の改訂を含めた業務の改善に利用できる制度となって
いる。
振興会の自己点検評価・外部評価においても、平成17年度の評価を中期計画の枠組みの中に位
置づけて行うことにより、単年度の事業計画の達成度を測定することに留まることなく、次年度
以降の中期計画期間中の業務の改善に役立てるようにすることが望ましい。
５．平成18年度事業に対する評価手法の検討
（１）評価シートの項目
平成18年度自己点検評価シートは、前年度のものに、外部評価委員、及び文部科学省独立行政
法人評価委員会日本学術振興会部会等の意見に基づく修正を行うことにより作成することとし、
以下の項目を設定することとする。
１）意義・必要性
当該業務・事業を行う意義・必要性について記述し、検証または評価するもの。
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事業・業務の意義や必要性については、振興会法、振興会業務方法書に示された学術の振興
という目的を達成するために必要な業務・事業であることを明らかにするだけではなく、国の
政策との関連、科学技術・学術審議会の答申等において示された必要性、あるいは、研究助成、
研究者養成、国際交流などの観点における必要性の根拠などが示されるべきであるが、これら
は多くの場合不変であり、毎年度の評価に馴染む性格のものではない。「意義・必要性」にか
かる評価作業は毎年度評価を実施すべき対象とはせず、真に評価が必要な場合を定め、それ以
外においては、意義や必要性の根拠等について検証を行うことで評価に代えることとする。な
お、ここで言う「評価が必要な場合」とは以下の場合とする。
① 新たな事業・業務である場合
② 事業・業務の実施形態や規模等において変更があった場合
③ 事業・業務を取りまく環境に変化があった場合
２）評価資料
自己点検評価において利用し、外部評価委員が行う評価のために提供された資料。
３）事業・業務の実施状況
事業・業務の実施状況について、その概略を記載するもの。
４）事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）
事業・業務の実施状況に関する評価は、「効率性」、「有効性」、「公正性・透明性」の三
つの観点において行う。それぞれの観点の考え方は以下のとおりである。
①

効率性
独立行政法人に求められる効率性にかかる評価を行うものである。評価にあたっては、単
に経費の節減といった点にとどまらず、目標に対して適正な資源配分が行われたか、効率化
がマイナスの影響を及ぼしていないか、などについても考慮した評価が求められる。評価に
おける考え方の例には次のようなものが含まれる。
○期待される成果に対する経費支出の合理性、適切性
助成・支援事業の実施において、期待される成果に対して、合理性、適切性の高い経費
支出が行われたかについての評価。
○支援規模・研究期間の面における妥当性
研究者に対する支援の規模（採択課題数・採用者数等や個々の採択課題への支援額・研
究者等への経費支給額等）及び支援期間（採択・採用期間、派遣・受入れ期間等）に関し
適切に業務が遂行されたかを効率性の観点から行う評価。
○外部委託（アウトソーシング）の実施
外部委託による効率化の達成に関する評価。外部委託を行う場合、経費節減効果を測定
することは重要であるが、業務の質やサービスの向上という観点においても効率性を評価
することが可能である。
○中間評価の実施とその場合の以後の支援への反映
中間評価を行った結果、以後の配分額について増減を行うなどにより効率化されたかと
いう点における評価。
○効率性に関する影響評価（アセスメント）の実施
経費の削減等の効率化に際し、研究の質、支援対象者及び機関の負担、公正性・秘匿性
の確保などの点において検討・評価が加えられ、その効率化が適切性をもっていることが
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確認されているかという点に関する評価。
②

有効性
高い学術研究成果の創出や、優れた研究者の養成など、質を高めるために振興会が行った
業務の実績について評価するもので、評価における考え方の例には次のようなものが含まれ
る。
○学術研究の特性が配慮された審査・評価
個々の審査・評価業務において学術研究の特性が十分に配慮されるように行われたかと
いう点についての評価。
○期待される成果に対する支援の適切性
支援・助成の形態や内容が、期待する研究の成果を生み出すために適切であったかとい
う点における評価。
○研究者の発意が成果に結びつく支援制度
研究者の発想や意欲が研究成果に結実するような制度により事業が実施されたかという
点に関する評価。
○成果を高めるための誘因
研究途上で新たな展開を見せたことにより研究計画が変更となった場合にも適切に評価
・支援が行われたか、経費支出について過大な制約がなかったかなど、研究の成果を高め
るために有効と考えられる誘因が備わった事業・業務が行われたかという点についての評
価。
○高いリスクのある研究に対する支援
創造的・革新的な研究計画で高いリスクを伴うものについても適切な審査・評価に基づ
き支援が行われたかという観点における評価。
○フォローアップの実施
助成・支援期間中、あるいは期間終了後において、研究者に対する指導・助言や情報提
供を行うなど、助成・支援の効果が高まるような適切な手当が行われたかという点に関す
る評価。
③

透明性・公正性
申請課題の採否決定や中間・事後評価などが公正性を有し、かつ、研究者や国民一般に
説明できる形で事業・業務が行われたかという点について評価するもの。評価における考
え方の例には次のようなものが含まれる。
○審査・評価業務の公正性
審査・評価において公正性を確保するための適切な措置が取られていたかという点に関
する評価。
○事業の目的に沿った支援対象の設定とその明示
個々の事業の趣旨・目的等に沿った形で応募資格が設定され、その内容が適切に対象者
に周知されたかという点に関する評価。
○審査・評価基準、審査員等の氏名の公表
審査・評価基準や事業委員、審査員等の氏名の公表に関する評価。ただし、審査の中立
性・公正性を損なうことのないよう適切な規程が整備されていることを公表の前提とすべ
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きである。
○支援決定根拠・手順の明示
委員会等における審議状況や学術システム研究センターにおける評価結果等、支援を決
定するに至った根拠や手順が明示されたかという点に関する評価。
○不採択となった申請者に対する説明
不採択となった申請について、書面審査の結果等を通知するなど申請者に対する説明が
適切になされたかという点に関する評価。
５）数値目標に対する評価（定量的評価）
中期計画において定めた定量的な目標を含め、振興会が行う事業・業務の評価には定量的に
記載すべきものがある。これらについては、一括して数値目標に対する評価として取りまとめ
て記載することが適当と考えられる。
６）得られた成果に関する評価
事業・業務を実施した結果として得られた成果に対して行う評価の項目。
本「評価手法について」においては、インプット、アウトプット、アウトカム、インパクト
それぞれの観点を別記のとおり規定しているが、「４）．事業・業務の実施状況に関する評
価」がインプット及びアウトプットに対する評価であるのに対し、この「６）．得られた成果
に関する評価」はアウトカム、インパクトに対して評価を行うものである。
ここに記載される成果の内容はそれぞれの事業・業務の目的により異なり、また、その評価
の手法も様々なものが想定されるため、特に評価の観点を設ける必要はないが、具体的には以
下の例のような評価が考えられる。
○支援対象における研究の発展
支援を受けた研究者が成果を挙げることができたかという点における評価。この場合の
成果には、論文・学会発表等の他、支援対象者から提出された研究報告等における成果事
例、中間評価・事後評価等における研究の進展状況やそれまでの研究成果に対する評価等
も含まれる。
○支援対象者の研究能力、地位、受けた評価などの向上
特に若手研究者を対象とした事業における評価として、対象となる研究者が研究遂行能
力を向上させたか、あるいはより高いレベルの研究職へ就任したかなどの点において評価
するもの。
○社会的・国際的ニーズへの対応
社会的要請の高い新たな学問領域における研究成果の発信、開発途上国の研究水準を高
める共同研究の支援など、明らかなニーズがある場合に、それに的確に対応した事業・業
務が実施されたかという点における評価。
○優れた支援対象の選定
申請手順の変更、審査・評価方式の改善などの結果として、より優れた課題等に対し支
援を行うことができたかという点における評価。
○妥当性に関する評価の実施とその結果の資源配分への反映
研究計画における経費等の妥当性についての評価を行い、その結果に基づき配分額の増
減等、適切な資源配分が行われたかという点における評価。
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○利用者に対するサービスの向上
事務処理の向上、広報や情報の提供など一般的な行政サービスの向上の点における評価。
なお、この観点に対する評価の指標としては、具体的なサービス向上の事例の他、アンケ
ート等における満足度、利用者数（アクセス数、照会件数、参加者数等）の増減などが考
えられる。
○業務の質の向上
職員の資質の向上によりもたらされた事務の効率化、組織改革による職員の能力の十分
な活用、学術システム研究センター研究員との協力による審査・評価業務の高度化、電子
化による事務処理の高度化・迅速化など、業務の質の改善の点における評価。
○経費や利用した資源の節減
事業・業務の効率化によりもたらされた経費の節減に加え、事務スペースや機器の効率
的な利用、紙媒体から電子媒体への移行にともなう事務の省力化・迅速化など、経費・資
源の節減に関する評価。
７）独立行政法人日本学術振興会による自己点検評価
当該事業・業務にかかる自己点検評価の結果について包括的に記述するもの。
（２）評価の基準
評価シートのうち、「１）．意義・必要性」における評点は、S、A、B、Fの4段階とし、その基
準については以下のとおりとする。
S ：事業・業務を行う意義・必要性が極めて高い。
A ：事業・業務を行う意義・必要性が高い。
B ：事業・業務を行う意義・必要性は必ずしも高いとは言えないため、事業・業務の実施にあ
たっては検討を加える必要がある。
F ：事業・業務を行う意義・必要性は認められない。
また、「４）．事業・業務の実施状況に関する評価（定性的評価）」、「５）．数値目標に
対する評価（定量的評価）」、「６）．得られた成果に関する評価」の各評価項目における評
点は、S、A、B、Fの4段階とし、その基準については以下のとおりとする。なお、この基準は平
成14年3月14日に文部科学省独立行政法人評価委員会科学技術分科会において決定された「研究
開発独立行政法人の評価に関する検討について」と同一である。
S ：特に優れた実績を上げている。
A ：計画通り進んでいる。又は計画を上回り、中期計画を十分達成し得る可能性が高いと判断
される。
B ：計画通り進んでいるとは言えない面があるが、工夫若しくは努力によって、中期計画を達
成し得ると判断される。
F ：遅れている、又は、中期計画を達成し得ない可能性が高いと判断される。
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６．次年度以降における評価の考え方
本「評価手法について」は、平成17年度の評価手法を基に作成したものであるが、外部評価委員
会による評価及び文部科学省独立行政法人評価委員会の意見を参考に、更に検討を重ね、中期計画
に基づく事業・業務の遂行に対する評価の向上に努めることとしたい。
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【別記】
備考：インプット、アウトプット、アウトカム、インパクトについて
インプット、アウトプット、アウトカム、インパクトについての考え方は、行政評価と研究開
発評価とでは必ずしも同一ではないが、振興会は行政機関であると同時に研究支援機関であるこ
とから、行政評価、研究開発評価双方の考え方を取り入れ、以下により本評価を実施する。
インプット：振興会が業務を実施するために投入された資源。
アウトプット：振興会が業務を実施したことにより直接研究者等に及ぼされたモノやサービス。具体
的には研究費の交付、奨励金の支給、研究者の派遣・招へい、シンポジウムや共同研究の
開催・実施など
アウトカム：振興会が業務を実施したことによる結果として研究者や研究活動等により及ぼされた効
果。具体的には助成・支援対象者が行った研究の成果、支援を受けた特別研究員の研究職
への就職、支援を受けた研究者の満足度など
インパクト：振興会が実施した事業・業務の結果、直接の助成・支援対象者を超えて研究者コミュニ
ティーや社会一般に及ぼされた影響。具体的には支援を行った研究の成果を踏まえた新た
な研究の展開、人々の学術研究に対する関心の高まりなど
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独立行政法人日本学術振興会

中期計画・平成１８年度年度計画

中期計画（平成15年10月1日文部科学大臣認可（平成18年3月31日変更））

平成１８年度年度計画

独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十条の規定により、独
独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第３１条の規定により、平成
立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。」）が中期目標を達成する １８年３月３１日付け１７文科振第８７号で認可を受けた独立行政法人日本学術振
ための中期計画を次のとおり定める。
興会の中期目標を達成するための計画（中期計画）に基づき、平成１８年度の業
務運営に関する計画を次のとおり定める。

第一
１

業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置

第一

業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置

業 務 運 営 に つ い て は 、 既 存 事 業 の 徹 底 し た 見 直 し 、 効 率 化 を 図 る 。 こ の た １ 業務運営の効率化
め、一般管理費（人件費を含む。）に関し、計画的な削減に努め、平成１４年度
業務運営については、既存事業の徹底した見直し、効率化を図る。また、組
を基準として中期目標期間中に、その１３％以上の削減目標を達成するほか、
織体制、業務分担の見直しについて検討を行い、事務手続き、決裁方法など、
その他の事業費（競争的資金等を除く。）について、中期目標期間中、毎事業
事務の簡素化・合理化を促進する。これらにより一般管理費（人件費を含む。）
年度、対前年度比１％以上の業務効率化を図る。また、寄附金事業等につい
については、計画的な削減に努め、平成１７年度予算に対して５％以上の削減
ても業務の効率化を図る。
を図るほか、その他の事業費（競争的資金を除く。）について、平成１７年度予
なお、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において削
算に対して１％以上の削減を図る。また寄附金 事業等についても業務の効率
減対象とされた人件費については、平成２２年度までに平成１７年度の人件費
化を図るなど、中期計画に従い業務の効率化を図る。
と比較し、５％以上削減する。そのため、中期目標期間の最終年度である平成
なお、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）において削
１９年度の人件費については、平成１７年度の人件費と比較し、概ね２％以上
減対象とされた人件費については、平成２２年度までに平成１７年度の人件費
の削減を図る。ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分については
と比較し、５％以上削減する。そのため、平成１８年度の人件費については、平
削減対象から除く。
成１７年度の人件費と比較し、概ね１％の削減を目安とする。ただし、今後の人
具体的には、国家公務員の給与構造改革を踏まえて、中高年層の給与引き
事院勧告を踏まえた給与改定分については削減対象から除く。
下げ幅を大きくし、年功カーブのフラット化を図り、また、職務内容、経歴、勤務
具体的には、国家公務員の給与構造改革を踏まえて、中高年層の給与引き
状況等を勘案し、管理職員手当の見直しを図る。
下げ幅を大きくし、年功カーブのフラット化を図り、また、職務内容、経歴、勤務
業務の効率化を図る際、研究者等へのサービス低下を招かないように配慮
状況等を勘案し、管理職員手当の見直しを図る。
する。
業務の効率化を図る際、研究者等へのサービスの低下を招かないよう配慮
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また、助成・支援業務において、研究者への支援を確実かつ効果的に行う上
で必要な審査・評価経費については、適切に措置する。

する。

２

職員の勤務評定をより厳格に行い、連続した特別昇給や昇給延伸などを含 ２ 職員の能力に応じた人員配置
め、処遇に的確に反映させることにより、本人のインセンティブが高まるように
能力に応じた処遇、人員配置を可能にするため、勤務評定の方法等につい
するとともに、能力に応じた人員配置をきめ細かに実施し、業務の効率的・効
て改善を図り、より厳正な勤務評定を実施し、給与への反映を図る。
果的な遂行を可能にする。

３

研修や定期的な注意喚起（少なくとも４半期ごと）等により、省エネルギーの ３
推進、廃棄物の減量化に関する職員の意識向上を図る。

省エネルギー、廃棄物削減に向けた取組み
職員を対象とした省エネルギー・廃棄物削減に関する研修を１回実施する。
また、振興会内で実施する会議等の場において、節電やペーパーレスなど、省
エネルギー、廃棄物削減に向けた注意喚起を計４回以上行い、職員の意識改
革を促す。

４ 中期的な収支計画の下に、情報インフラの整備を図る。
４ 情報インフラの整備
（１）業務システムの開発・改善
（１）業務システムの開発・改善
会計システム等の業務システムは、業務の効率化、正確性などに直接影響
会計システムについては、伝票を電子的に処理するとともに、会計帳簿につ
を与えることから、必要に応じ、開発及び改善を行う。
いても電子的に管理し、独立行政法人会計基準に則り効率的かつ適正な会計
（２）文書管理システムの構築
処理を行う。
中期計画期間中に文書決裁処理のシステムを導入し、添付文書の少ないも （２）文書管理システムの構築
の、決裁過程の単純なものなどから段階的に文書決裁の電子化を図り、ペー
導入した電子決裁システムにより添付書類の少ないもの、決裁過程の単純
パーレス化を進める。
なものから段階的に電子決裁処理を推進する。
５

事業の効率的な遂行のため外部委託について検討を行い、実施する。

第二

１

５

外部委託の促進
電算処理など、業務の効率化につながる外部委託を促進する。

国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を 第二 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を
達成するためとるべき措置
達成するためとるべき措置

総合的事項

１
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総合的事項

（１）学術研究を推進する研究者が最適な環境の中で研究に専念できるよう支援 （１）学術の特性に配慮した制度運営
するため、研究の手法や規模、必要とする資金など研究分野ごとに異なる特性
各事業を推進するにあたり、研究の手法、規模、必要な資金、期間など研究
に応じた支援方法、中長期的視点からの配慮、研究者の意見を取り入れる制
分野等により異なる学術研究の特性に配慮した制度運営を図る。
度運営等を勘案しつつ、事業を進める。
（２）業務運営に関する重要事項を諮問するための評議員会については、各界・ （２）評議員会
各層からの学識経験者で構成し、定期的に開催する。事業実施に当たっては、
各界・各層の学識経験者で構成する評議員会を２回開催する。振興会の業
評議員会での幅広く高い識見に基づく審議及び意見を参考とする。
務運営に関する重要事項については、幅広く高い識見に基づく審議及び意見
を参考に事業を実施する。
（３）業務運営に対して研究者が適切に関与する体制を振興会内部に整備し、事 （３）研究者が振興会の業務運営に適切に関与する体制の整備
業の審査・評価における公正性や透明性の確保、学術研究の効果的な推進に
つながる事業展開等を実施する。
①

学術システム研究センターを整備し、研究経験を有する者を任期付き研究
員として配置する。
同センターが学術振興方策に関する調査・研究、学術動向に関する調査・
研究、事業における審査・評価業務、業務全般に対する提案・助言等を行う
ことにより、研究者の意見を取り入れた効果的な運営を推進する。
振興会の業務が対象とする人文・社会科学から自然科学に至る全ての学
問領域に対応可能な研究員を適切に配置する。

①学術システム研究センター
研究経験を有する者を任期付研究員として１８年度は総合・複合新領域や、
研究領域に拡がりをみせる研究分野に新たに人員を配置し、センター所長１
名、センター副所長２名、主任研究員１７名及び専門研究員９３名の体制で、人
文・社会科学から自然科学に至る全ての学問領域をカバーする体制を維持し、
研究者の意見を取り入れた効果的な運営を推進する。
また、重要でかつ継続的に審議が必要な課題に対し、ワーキンググループを
設置し、機動的に対応する。

②

学界を代表する有識者からなる学術顧問を６名以上に増員し、振興会の
運営に関し、専門的見地からの幅広い助言を求める。
（平成１５年７月現在：４名）

②学術顧問
学術研究に対する特に高い識見を有する学識経験者７名により構成される
学術顧問会議を６回程度開催し、振興会の運営に関し、専門的な見地から幅
広い助言を求める。

（４）自己点検については、事業実施に関係する研究者等の意見を参考に、毎年 （４）自己点検及び外部評価の実施
度事業ごとに実施し、事業の改善・見直し等を行う。
①自己点検
また、外部評価として、複数の学界や産業界などを代表する有識者に評価
平成１７年度にかかる自己点検については、「独立行政法人日本学術振興
委員を依頼することにより体制を整備し、諸外国のファンディングエージェンシ
会自己点検評価規程」、「独立行政法人日本学術振興会平成 １７年度自己点
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ーが行っている学術研究の特性を踏まえた評価手法を参考に、毎年度、管理
運営や各事業の実施状況等について、効率及び効果の両面から評価を行い、
結果をホームページ等国民に判りやすい形で公表するとともに、その指摘を業
務運営の改善等に的確に反映させる。

検評価実施要領」、及び「独立行政法人日本学術振興会平成１７年度事業の
評価手法について」に基づき、厳正に評価を実施し、外部評価委員会に提出す
るとともにその結果を公表する。
平成１８年度分にかかる自己点検については、諸外国のファンディングエー
ジェンシーが行っている学術研究の特性を踏まえた評価手法について更に調
査・検討を行うなどにより評価手法を改善し、実施する。
②外部評価
我が国における学術振興の中核的機関として国内外の研究者及び関連機
関から信頼を得るとともに、国民のニーズに的確に対応するためには、自らの
業務について外部評価を実施し、事業の改善を図ることが重要である。
このため、学界及び産業界を代表する有識者により構成される外部評価委
員会において、「独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会規程」に基づ
き外部評価を実施する。
外部評価の結果を業務の改善に役立てるとともに、ホームページ等において
公表する。

（５）研究者等に有用な制度改善や事業を適切に実施する上で必要となる情報シ （５）情報システムの整備
ステムの整備を促進する。
①

電子化の活用
振興会実施の各種公募事業のうち、公募過程においてメリットが期待でき
るものについて、電子媒体の活用による電子システムの導入を促進する。
特に、募集要項・応募様式等の書類を電子的に入手可能にする仕組みに
ついては、中期計画期間中に９０％以上の公募事業において実現させる。
（平成１４年度実績：２７事業のうち２２事業の８１％で実施）
申請書類を電子的に受け付けるシステムについては、平成１６年度より、
技術的・制度的な課題を解決した一部の公募事業で試行的な運用を開始
し、中期計画期間中に、５０％以上の公募事業で実現させる。
（平成１４年度実績：なし）
また、書面審査等においても電子媒体を活用する。
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①電子化の活用
研究者へのサービス向上等を図るため、募集要項・応募様式等の書類は、
９０％以上の公募事業においてホームページから入手可能な状態とする。
研究者からの申請書類を電子的に受け付けるシステムについては、本格運
用を開始している一部の公募事業を継続して実施するとともに、制 度的・技術
的課題を検討しながら他の事業への拡充を進める。
書面審査における電子媒体の活用についても、引き続き申請書類を電子的
に受け付けるシステムの運用と並行して課題の検討を行いながら公募事業の
電子化を推進する。

②

業務用データベースの整備
振興会事業を進める上で必要とされる各種情報のデータベースを整備し、
業務効率化に役立てる。情報量については、毎年度１０％の増を図る。

②業務用データベースの整備
振興会事業全般の業務効率化に資するためのデータベースについて 、情報
の追加・更新を図り、その情報量について対前年度１０％の増を図る。
研究動向や研究者に関する情報に関するデータベース作成に関する検討を
進める。

③

ホームページの充実
振興会の業務内容に関する最新情報をホームページで迅速に提供する。
掲載にあたっては閲覧者側からの視点を重視し、見やすさ・わかりやすさの
確保に努める。掲載情報は逐次更新し、データの陳腐化を回避しつつ、提供
文書ファイル数を中期計画期間中に全体で１０％以上増加させ、情報提供の
ニーズに対応していく。
（平成１４年度末現在の提供文書ファイル数：約 8,700 件）
特に英文ページについては、提供文書ファイル数を中期計画期間中に２０
％以上増加させ、国際的な情報発信を充実させる。
（平成１４年度末現在の英文提供文書ファイル数：約 1,060 件）
その結果、中期計画終了時には、年間のアクセス件数を２０％以上増加さ
せる。 （平成１４年度実績：約 1,360 万件）

③ホームページの充実
振興会の業務に関する情報に関して、常時、削除、更新、追加を行いながら
ホームページを充実させ、一般国民や研究者のニーズに応える的 確かつ見や
すい情報提供に努める。
提供文書ファイル数については、ページ内容を見直しながら、平成１８年度
末において、全体で 9,500 件以上、また英文ページで 1,200 件以上とする。
また、これにより平成１８年度の年間アクセス件数は 1,600 万件以上とするこ
とを目指す。

④

情報セキュリティの確保
振興会のコンピュータ環境のセキュリティを確保し情報資産を守るために、
情報システムの脆弱性調査（セキュリティ監査）及び情報セキュリティポリシ
ーの策定を実施する。
セキュリティ監査については、年度を通じての継続的な保守監査体制の確
立と隔年毎の外部委託監査の実施（中期計画期間内に最低２回）を新たに
行う。
また、振興会職員の情報セキュリティに対する意識向上を図るために、説
明会・講習会などを少なくとも年２回新たに実施する。

④情報セキュリティの確保
重要な情報資源を守るため、情報セキュリティポリシーの策定を進める。
また、セキュリティの確保のための外部監視を継続して実施する。
情報セキュリティに係わる講習について年２回実施する。
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（６）助成・支援事業により支給する研究経費の管理が適正に行われる仕組みを （６）研究費の適切な管理
構築する。
事業説明会実施時等において、チェック体制整備に対する助言、注意喚起
支給経費の管理、取扱い等については、基本的に、研究者自身に委ねるので
等を行い、適切な経費管理に対する機関側の取組強化、研究者の意識改革の
はなく、研究者の所属機関事務局において処理させることとし、研究者の事務
促進を図ることなどにより不正行為の防止に努める。
的負担を軽減させ、研究に集中できる体制を整備するとともに、支給経費の適
業務 の適正化・効率化とともに研究者へのサービス向上につながる適切な
正な管理を徹底させる。
経費管理方法についての検討を進める。
さらに、クレジットカードを用いた支給方法など、経費の適正な管理とともに、
研究者の利便性の向上や事務負担の軽減を考慮した経費支給についても検
討を進める。
また、研究機関に対しては、各種会議での発言及び通知等により、研究費の
適正な管理に対する研究者への指導とともに不正行為に対する牽制体制の強
化を促す。
（７）振興会の活動内容をより広く内外の研究者、関係機関や国民に理解してもら （７）広報
うために、新たに広報に関する委員会等を設置し、年４回以上会議を開催し、
広報委員会を４回以上開催し、一般国民及び研究者等に向けた広報の在り
適切な広報の在り方を検討し、広報誌等出版物の内容充実や効果的な情報提
方、実施方法等について協議を行い、その検討結果を踏まえた適切な広報に
供を促進する。
努める。
英文ニューズレターについて、内容の見直しを図りつつ、現行と同じ年４回発
英文ニューズレターについては、平成１８年度中に４回（各回 15,000 部）発行
行する。
する。
また、大学等の研究者及び研究機関に対する振興会事業の理解を深めても
らうための事業説明を企画し、新たに実施する。
２

学術研究の助成

２

学術研究の助成においては、研究者の優れた創造性を見出し、その成果が人
類・社会の知的基盤形成に繋がるよう、公正で透明性のある課題の審査・評価を
実施するとともに、研究者の研究活動が円滑に実施できるように業務を行う。
① 助成目的、助成対象等に応じて適切な評価の観点を設けるなど、審査の
公正さ、透明性を確保する。
② 学術研究は、研究者個人のアイデアや発想など創造性を源泉とすること
から、個人情報の保護に努める。
③ 助成事業の成果については、学界及び社会にわかりやすく還元・普及させ
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学術研究の助成
学術研究が効果的に進展するよう、学術システム研究センターの機能を活用し
て、公正で透明性の高い審査・評価を実施するとともに、業務の簡素化と必要
な拡充を図りつつ、研究者の視点に立った助成事業を実施する。

④

る。
審査・評価業務においては、事務の簡素化などを図り、関係者の負担を軽
減させる。

（１）科学研究費補助金事業
（１）科学研究費補助金事業
科学研究費補助金事業は、平成１５年度において文部科学省と審査業務及
科学研究費補助金事業については、文部科学省が定める事業実施における
び交付業務を役割分担を定め実施しており、振興会においては、文部科学省
基本的考え方・役割分担に基づき業務を行う。
が定めた①申請対象者、申請対象研究機関、②研究種目（目的・性格、申請総
平成１８年度においては、科学研究費補助金（基盤研究、若手研究（スタート
額等）の内容、③系・分野・分科・細目表、④公募の際の重複制限、審査方法
アップ）、奨励研究、研究成果公開促進費（学術定期刊行物、学術図書、デー
の基本的考え方等に沿って、審査業務を行っている。
タベース）、特別研究員奨励費及び学術創成研究費）について、交付業務及び
間接補助金である科学研究費補助金事業については、上記の国の制度・方
公募・審査業務を行うとともに、文部科学省が交付する萌芽研究及び若手研究
針を踏まえて、以下の要領により、助成業務を滞りなく確実に実施する。
（Ａ・Ｂ）の公募・審査業務を行う。
① 振興会は、科学研究費補助金事業の配分審査、研究評価等を行うため
に、学術研究に対する高い識見を有する者で構成する科学研究費委員会
①交付業務
を置く。
有識者で構成する科学研究費委員会により実施された平成１８年度科学研
② 理事長は、科学研究費補助金の配分審査について科学研究費委員会
究費補助金の審査結果に基づき、平成１８年度科学研究費補助金（基盤研究、
に諮問する。
若手研究（スタートアップ）、奨励研究、研究成果公開促進費（学術定期刊行
③ 科学研究費委員会は、科学研究費補助金事業の毎年度の審査方針
物、学術図書、データベース）、特別研究員奨励費及び学術創成研究費）の交
を、文部科学省科学技術・学術審議会が示す審査の基本的考え方を踏ま
付業務を迅速に行う。
えて決定する。
また、平成１７年度に交付した科学研究費補助金に係る実績報告書の提出
④ 科学研究費補助金の交付等の手続きに関する業務は、文部科学省が
を受け、額の確定を行う。
定めた規程、通知に従って行う。
科研費委員会は年２回開催するとともに、配分審査のための小委員会を必
②募集業務（公募）
要に応じて開催する。
平成１９年度公募に関する情報について、別に設定した科学研究費補助金
また、平成１５年度の科学研究費補助金制度を前提として、早期交付及び研
に関するホームページにより公表するとともに、計画調書の様式 などの情報を
究者へのサービス向上の観点から、これまでも可能な限り期間の短縮に努め
迅速に入手できるようにする。
てきており、今後も対象件数の増加が見込まれるが、次の期限を明確に定め
また、研究者等がより正確に制度を理解できるよう、「平成１９年度科学研究
ることにより、迅速かつ確実に行う。
費補助金公募要領等に関する説明会」を文部科学省と合同で地域別に実施す
① 科学研究費補助金の採否に関する通知は、４月下旬までに行う。
るとともに、大学等機関からの説明会実施の要望に対応する。
（平成１４年実績：４月下旬）
さらに、「平成１９年度研究成果公開促進費に関する公募要領等の説明会」
② 申請者に対する審査結果の開示の通知は、６月中旬までに行う。
を１回実施する。
（平成１４年実績：６月中旬）
これらの説明会においては、補助金の不正使用の防止など適切な管理及び
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③

科学研究費補助金の額の確定については、７月下旬までに行う。
（平成１４年実績：６月下旬。なお、平成１５年度、確定の前提とな
る実績報告書の提出期限を４月上旬から下旬に変更。）

評価については、それぞれの種目に応じた適切な評価体制の整備を図る。
特に、中間・事後評価については、研究費規模の大きい種目を対象にしている
が、これまでの学術創成研究に加え、新たに基盤研究（Ｓ）（採択課題数、年間
約５０件）についても行うこととし、年５回の委員会を開催する。
また、研究成果報告書（対象：年間約 7,000 件）については、迅速な対応によ
り、額の確定後、概ね１か月以内に公開先である国立国会図書館に納本する。
（平成１４年度実績：３１日）
事業に対する理解促進及び事業の効果を上げるため、大学等機関への事
業説明を、文部科学省との共同実施及び機関からの要望に応える形で、年２０
件以上行う。 （平成１４年度実績：３２回、平成１５年度予定：１７回）
審査結果の開示は、不採択者（対象：年間約５万件）のうち全ての希望者に
対して行う。
文部科学省科学研究費補助金の審査業務については、国の補助金事業の
在り方及び競争的研究資金制度改革の方向性を踏まえて、学術システム研究
センターにおいて見直し・改善の提言をまとめる。
科学研究費補助金における電子システムの導入については、①申請者及び
審査委員の負担軽減、②申請書の受付、③書面審査等の効率化の観点並び
に④電子情報化された申請者の研究に関する個人情報等の第三者に対する
セキュリティの確保の技術的問題の解決を見極めつつ、文部科学省の科研費
業務との協調・調整を図りながら、可能なところから、試行的に導入する。
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取扱いについて指導の徹底を図る。
③審査業務等
科学研究費委員会を開催して、文部科学省科学技術・学術審議会が示す
「審査の基本的考え方」を踏まえ、科学研究費委員会において平成１８・１９年
度分の審査方針等を決定する。配分審査のための小委員会を開催し、上記②
により応募された研究課題の審査を行う。
審査は、「書面による個別審査」及び適正な規模の小委員会での「合議によ
る審査」の２段階により、公正に行う。その際、補助金の早期交付の観点から、
迅速かつ確実な業務実施に努める。
審査委員の選考については、学術システム研究センターの研究員の幅広い
参画を得て実施する。学術システム研究センターの機能を活用し、審査委員の
データベースを構築しつつ、専門的な見地から、より適切に審査委員を選考す
る体制を整備する。併せて、書面審査委員の増員を図り、一人あたりの負担を
軽減することにより、より一層公平で公正な審査体制の整備に努める。
学術創成研究費では、関係各分野の第一線で活躍する学識経験者から推
薦のあった研究課題について、科学研究費委員会学術創成部会において書面
審査及びヒアリング審査を行い、平成１９年度分の新規課題の選定を行う。
④評価業務
評価については、学術創成研究費及び基盤研究（Ｓ）について専門家で構成
する評価委員会によるヒアリングを行うなど、中間・事後評価を適 切に実施す
る。
学術創成研究費については、研究開始後２年経過後の研究課題（２０課題）
を対象とし書面及びヒアリング、必要に応じて現地調査により中間評価を行う。
この結果に基づき、必要に応じて以後の研究経費の増減、研究の中止を行う。
さらに、平成１７年度で終了した研究課題（２８課題）について、書面及び必
要に応じてヒアリングにより、事後評価を行う。
また、基盤研究（Ｓ）については、研究開始後２年経過後の研究課題（６１課
題）を対象とし、書面及び必要に応じてヒアリング、現地調査により中間評価を
行う。この結果に基づき、必要に応じて以後の研究経費の増減、研究の中止等
を行う。

さらに、平成１７年度で終了した研究課題（６０課題）について、書面及び必
要に応じてヒアリング、現地調査により事後評価を行う。
⑤その他
電子申請等のシステムの導入に関しては、募集事務について、平成１７年度
に導入した基盤研究等の応募書類の一部（基礎的なデータ部分）に加え、さら
にその拡充を図ることとする。また、審査事務について、平成１６年度に導入し
た書面審査の結果を電子的に受け付けるシステムを継続する。
（２）学術研究の助成に関するその他の事業
科学研究費補助金事業と補完的役割を果たす、学術研究における様々な特
性・ニーズを踏まえた助成目的、助成対象を策定した助成事業の企画・実施に
ついて、学術システム研究センターの機能を活用しつつ検討会議を開催し、検
討を進める。
３

研究者養成のための資金の支給

（２）学術研究の助成に関するその他の事業
科学研究費補助金事業以外の助成事業の必要性についての検討を学術
システム研究センターの機能を活用して行う。

３

研究者養成のための資金の支給

大学院博士課程（後期）学生や博士の学位を有する者等のうち優れた研究能 （１）全般的な取組み
力を有する若手研究者に、一定期間資金を支給し、自由な発想のもとに主体的
大学院博士課程（後期）学生や博士の学位を有する者等のうち優れた研究
に研究課題等を選びながら生活の不安なく研究に専念できる環境を整備するた
能力を有する若手研究者に資金を支給し、支援する特別研究員事業等を以下
め、特別研究員事業等を、計画的・継続的に推進する。
のとおり推進する。
また、海外の研究機関で長期間研究に従事した後、帰国する優れた日本人若
① 平成１８年度支援対象者に係ること
手研究者を支援する事業など、我が国の研究者養成に資する効果的な事業の実
・ 新規支援対象者を採用する。
施を検討し、進める。
・ 支援対象者に対し、円滑に資金を支給する。
各種事業における支援対象者の選考審査は、学術システム研究センターの機
・ 特別研究員及び海外特別研究員の出産・育児に伴う採用の中断及び延
能を有効に活用して、以下の体制により、競争環境の中で能力や資質に優れた
長の取扱いを実施する。また、特別研究員については、従来の取扱いに
者を厳正に審査し、採用する。
加え、出産育児による中断中も短時間の研究を行うことで、中断後の研究
① 学識経験者により構成される特別研究員等事業委員会の審議により、若
の再開が円滑に図れるよう、中断期間中に研究奨励金の半額を支給する
手研究者の主体性を重視し、目的や対象者層に応じた審査方針を整備す
取扱を新たに実施する。
る。
② 平成１９年度新規採用に係ること
② 審 査の独立性 を確保 する観点から、我が国の第一線の研究者を審査委
・ 新規支援対象者について、審査の独立性を確保する観点から、我が国
員等とする特別研究員等審査会を設置し、審査方針に基づき、書面審査に
の第一線の研究者を審査委員とする「特別研究員等審査会」を設置し、審
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加え面接審査を効果的に活用して、選考審査を実施する。
審査委員等は、学術システム研究センターからの推薦に基づき、役員等
により構成される特別研究員等審査会委員等選考会において選考する。
④ 書面審査及び面接審査に当たって、学術システム研究センターは、支援
対象者ごとに専攻分野に応じた適正な審査委員等を割振る。その際、審査
の公平性を確保する観点から、利害関係者を排除する。
⑤ 審査の透明性を確保する観点から、審査方針等をホームページ等で公開
する。
また、各種事業における支給の効果については、学術システム研究センター
の機能を活用して、
・ 平成１６年度までに選考審査から支援終了後のフォローアップに至る一貫
性のある評価体制を構築し、
・ 平成１７年度以降、支給の効果を事業目的や支援対象者に応じて適切に
評価する。
なお、評価結果については、本人に開示するとともに、選考審査過程に反映さ
せ、選考審査の改善を図る。
若手研究者本人の意見等も取り入れ、特別研究員等事業委員会を、年２回、
定期的に開催し、各種事業の改善・見直しを図る。
我が国の優秀な学術の研究者養成に資するため、優れた若手研究者の論文
等の研究業績に対し授賞する制度の創設を検討し、進める。
男女共同参画社会の形成の一環として、女性研究者の参画を促進するため、
審査 委員 に積極的に女性を登用するとともに、特別研究員等の出産・育児に配
慮した取組を推進する。

査方針に基づき、書面審査に加え面接審査を効果的に活用して選考審査
を実施し、内定する。
・ より公平で公正な審査体制を整備するため、書面審査の基準及び評価
方法の改訂、面接終了後の合議審査の導入等を図ることにより、精 度の
高い選考、評価を実施する。
・ 審査会委員、書面専門委員、面接専門委員の役割を明確化し、それらの
役割に応じた適切な委員・専門委員を学術システム研究センターが候補
者データベースを活用して作成した候補者名簿案に基づき、 「特別研究
員等審査会委員等選考会」において選考する。その際、積極的に女性を
登用する。
③ 平成２０年度以降の新規採用に係ること
・ 学識経験者により構成される「特別研究員等企画委員会」を開催し、若
手研究者の主体性を重視しつつ、目的や対象者層に応じた審査方針の検
討を行う。
④ 審査の透明性を確保する観点から審査方針等をホームページ等で公開す
る。
⑤ 学術システム研究センターの機能を活用して、選考審査から支 援終了後
のフォローアップに至る一貫性のある評価体制を構築する。なお、高水準の
待遇 で採用した者については、支給の効果について評価し、その結果を本
人に通知する。
⑥ 採用者にアンケート調査を実施し、そ の結果を参考としつつ、「特別研究
員等企画委員会」を開催し、各種事業の改善・見直しを図る。

③

（２）日本学術振興会賞
我が国の学術研究の水準を世界のトップレベルにおいて発展させるため、創
造性豊かな優れた研究を進めている若手研究者を見い出し、早い段階から顕
彰してその研究意欲を高め、独創的、先駆的な研究を支援する日本学術振興
会賞の募集、選考、授賞に係る業務を円滑に実施する。
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（１）特別研究員事業
（３）特別研究員事業
大学院博士課程（後期）学生及び博士の学位を有する者等で優れた研究能
我が国の大学等の研究機関で研究に専念する優れた若手研究者を支援す
力を有し、我が国の大学その他の研究機関で研究に専念する若手研究者を
る特別研究員事業を円滑に実施する。また、子育て支援や学術研究分野にお
「特別研究員」として採用し、経歴・年齢等に応じた適切な額の資金（研究奨励
ける男女共同参画を推進する観点も踏まえ、出産育児により研究を中断し、優
金）を支給する。特に優れた研究能力を有する博士の学位を有する者等につい
れた若手研究者が、円滑に研究現場に復帰するための支援を行う特別研究員
ては、若手研究者の世界レベルでの活躍を期して、能力に応じた処遇を確保す
-RPDを平成１８年度より新規採用区分として設け、実施する。
る。
また、対象者に応じた多様な採用区分を設け、分野の特性等を踏まえた採
①平成１８年度支援対象者に係ること
用計画を毎年度整備し、幅広い研究分野における優れた若手研究者を計画的
(ｱ)特別研究員 -DC
・継続的に採用する。その際、博士課程（後期）学生への支援については、当
我が国の将来を担う創造性に富んだ研究者を養成・確保するため採用し
該全学生数の推移を踏まえ、採用者数の増加を図る。
た特別研究員 -DC に対し研究奨励金を支給する。
博士課程（後期）学生への支援については、当該全学生数の推移を踏ま
海外を含めた多様な研究環境の選択による研究能力の向上を図るため、博
え、採用者数の増加を図る。
士の学位を有する者等について、以下の状況に向けて、研究者の流動性向上
(ｲ)特別研究員 -PD
に向けた取組を推進するとともに、採用期間中における一定期間の海外にお
我が国の将来を担う創造性に富んだ研究者を養成・確保するため採用し
ける研究活動を奨励する。
た特別研究員 -PD に対し研究奨励金を支給する。
・ 採用者のうち博士の学位を取得した所属研究室以外の場で研究する者
(ｳ)特別研究員 -SPD
の割合：９０％以上
世界最高水準の研究能力を有する若手研究者を養成・確保するため、高
（平成１４年度実績：平成１４年度採用者 598 人のうち 377 人、６３％）
水準の待遇で採用した特別研究員 -SPD に対し、研究奨励金を支給する。
・ 採用期間中、海外で一ヶ月以上、研究活動する者の割合：３０％以上
(ｴ)特別研究員-RPD
（平成１４年度実績：平成１４年度末に採用期間終了予定であった者
出産・育児により研究を中断した優れた若手研究者の研究現場復帰を支
（平成１２年度採用者） 548 人のうち 160 人、２９％）
援するため採用した特別研究員-RPDに対し、研究奨励金を支給する。
また、今後、博士の学位を有する者の増加等が見込まれる中で、特別研究
(ｵ)特別研究員（２１世紀 COE ）
員 採用 期間終了後 の進路状況調 査を定 期的 に行い、支 援者のうち採用期間
「２１世紀 COE プログラム」に選定された拠点において、主体的に研究に
終了後５年経過時に研究職に就く者の割合が現状の概ね８０％を下回らないよ
専念することを希望する優秀な博士課程在学者を採用した特別 研究員（２１
うに事業を推進するとともに、調査結果をホームページ等で国民に判りやすい
世紀 COE ）に対し研究奨励金を支給する。
形で公表する。
（平成１４年度実績：平成１４年４月１日現在、採用期間を終了した後５年
経過した者 1,064 人のうち 846 人、８０％）
②平成１９年度新規採用に係ること
平成１９年度採用分特別研究員-DC1、DC2及びPDの公募に際し、申請者
の利便性向上を目的として、電子的に申請書類を受け付けるシステムの導
入を図る。
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選考審査等に当たっては、特に以下の点に留意する。
(ｱ)特別研究員 -PD
選考審査に当たって、研究者の流動性向上のため、研究の場を大学院在
学当時の所属研究室と同一研究室とする者についてはその正当性を厳しく
審査する。
採用期間中に海外の研究機関等において研究活動を積極的に行うことを
「募集要項」、「諸手続きの手引き」に記載することにより奨励する。
(ｲ)特別研究員 -SPD
特に優れた者を採用するため、特別研究員 -PD の書面審査合格者の中か
ら優秀な者を採用する。
採用期間中に海外の研究機関等において研究活動を積極的に行うことを
「募集要項」、「諸手続きの手引き」に記載することにより奨励する。
③平成１７年度以前の支援対象者に係ること
特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を行い、その結果をホームペ
ージ上で国民に分りやすい形で公表する。
（２）海外特別研究員事業
（４）海外特別研究員事業
優れた若手研究者を海外に派遣し、特定の大学等研究機関において長期間
海外の大学等研究機関に優れた若手研究者を派遣する海外特別研究員事
研究に専念させるため、博士の学位を有する者等や常勤の若手研究者を「海
業を円滑に実施する。
外特別研究員」として採用し、滞在費等を支給する。
若手研究者に海外の第一線の研究機関での研究を経験させることにより、
世界レベルの研究者を養成するため、派遣期間の延長や採用者数の増加を目
指して本事業を推進する。
（３）科学技術特別研究員事業
「特殊法人等整理合理化計画」の指摘を踏まえ、平成１４年度に科学技術振
興事業団より移管され、特別研究員事業に統合された創造性豊かな若手研究
者を国公立試験研究機関等に派遣する科学技術特別研究員事業について、
事業の移管以前からの継続支援者を平成１６年度まで支援する。
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（４）若手研究者海外派遣事業
「特殊法人等整理合理化計画」の指摘を踏まえ、平成１４年度に科学技術振
興事業団より移管され、海外特別研究員事業に統合された優秀な若手研究者
を海外の優れた大学又は試験研究機関に派遣する若手研究者海外派遣事業
について、事業の移管以前からの継続支援者を平成１５年度まで支援する。
４．学術に関する国際交流の促進

４

諸外国の学術振興機関と連携し、多国間又は二国間の枠組みにより、共同研
究、セミナー、研究者交流等の形態による事業を行うとともに、我が国研究者によ
る自発的な国際交流への取り組みを支援する。
特に外国人研究員については、文部科学省科学技術・学術審議会国際化推進
委員会「科学技術・学術活動の国際化推進方策について」（報告）（平成１５年１
月）に掲げられた 2,050 人規模の受入定員の確保を目指して、充実させる。
また、海外研究連絡センターの充実により、海外における学術の国際交流に係
る事業を実施する。
事業の実施に当たっては、交流相手国とのニーズ・特性、我が国の研究者から
の意見を考慮して効果的に行うこととする。

学術に関する国際交流の促進
我が国の研究者の国際交流への自発的ニーズに対応するため、諸 外国の
学術振興機関と協力しつつ、学術システム研究センターの機能を活用しなが
ら、学術国際交流事業を推進する。
また、昨年度設置された「国際事業委員会」によって、海外の学術動向や国
際情勢 等を総合的に勘案した審査・評価を行うための体制を引き続き整備す
る。

（１）多国間交流
（１）多国間交流
最近における欧米を中心とした先端研究の国際的展開に対応するとともに、
多国間による戦略的な学術研究ネットワーク構築のための事業を推進する。
アジア諸国との研究パートナーシップの強化の観点から、諸外国の学術振興
機関との多国間の協力による大型共同研究を強化する。
①先進諸国との先端分野における研究協力
また、環太平洋、アジア、欧州などの地域にある各国学術振興機関と協力し
先端的と認められる研究課題について、我が国及び先進諸国の研究機関の
て、若手研究者を対象としたスクール形式等のシンポジウムを実施し、若手研
間に国際的研究協力網を創成、拡大することを目的として、１０件以上の共同
究者の育成とともに、参加者間のネットワーク形成を促進する。年間５件以上
研究を実施する。
のスクール形式等のシンポジウムを支援する。 （平成１４年度実績：４件）
また、先端研究拠点事業については、平成１５年度及び１６年度に採択した
これらの事業に関して、事後評価とともに、必要に応じて中間評価を実施し、
１２課題について事後評価を行い、事業の成果を確認する。
その結果を公表する。中間評価の結果については、それに基づき、支援の中
止を含めて、当該評価対象案件の今後の支援の在り方を検討する。また、事
②アジア諸国との研究協力
業における研究成果を、新たに、終了後６か月以内に国民に判りやすい形で公
アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学術基盤形成事業及び日中韓フ
開する。
ォーサイトプログラムにより、大型の共同研究を２０件（二国間交流を含む。）以
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上実施する。
また、拠点大学交流の多国間展開事業によりアジア諸国の７学術振興機関
と拠点大学交流事業を２件実施する。
③若手研究者育成のためのセミナー
諸外国の学術振興機関と連携して、若手研究者の育成を目的とした以下の
多国間セミナーを実施する。
・アジア学術セミナー（２件）
・日欧先端科学セミナー（１件）
・先端科学(Frontiers of Science )シンポジウム（２件）
（２）二国間交流
（２）二国間交流
諸外国の学術振興機関との協定に基づき、共同研究、セミナー、研究者交
①共同研究､セミナー､研究者交流
流を実施する。予算規模に対応しつつ、セミナーを含めた共同研究を年３５０件
諸外国の学術振興機関との協定に基づき、予算規模に留意しつつ、共同研
以上実施することとする。実施に当たっては、適切な審査体制を整備し、厳正
究及びセミナーを平成１８年度に４００件以上実施することを目指す。
な審査を行う。（平成１４年度実績：３１８件）
また、日本と諸外国の大学等が協定に基づいて組織的に交流することを促
②アジア諸国との研究協力
進するための事業を新たに年間５件支援することにより行う。
アジア研究教育拠点事業、アジア・アフリカ学術基盤形成事業及び日中韓フ
なお、アジア諸国をはじめとする開発途上国における研究の基盤支援、若手
ォーサイトプログラムにより、大型の共同研究を２０件（多国間交流を含む。）以
研究者育成に貢献する事業を行うとともに、これまで交流が少なかった中東・
上実施する。
アフリカ、中南米諸国との交流を活発にすることを目指し、相手国の大学等と
また、拠点大学交流事業により、アジア諸国の９学術振興機関と拠点大学交
の組織的な活動を支援できるようにする。
流事業を２３件実施する。
アジアからの論文博士号取得希望者への支援については、支援者のうち、５
年以内に博士号を取得する者の割合が現状を上回る制度改善等を図る。
③論文博士号取得希望者への支援事業
（現状：平成１０年採用者３１人のうち２２人、７１％）
アジア諸国の若手研究者で論文提出により我が国の博士号取得を希望する
拠点大学交流方式による事業については、新たに個々のプログラムの評価
者を支援する事業を推進する。事業実施に際し、相手国に対し、厳正な審査に
を厳格に行い、見直しを図りつつ、現在実施しているアジア諸国の９学術振興
基づく推薦を強く要請するとともに、採用後のフォローアップを強化し、取得率
機関以上と事業を協力して実施する。
向上のための取組を行う。採用されている者のモティベーションを高めるため、
中期計画期間中に、３０以上の機関と新たに交流協定を締結あるいは既存
博士号の取得に向けた進捗状況をインターネットで公開する。
協定の見直し・改正を行う。
④協定の見直し
諸外国の学術振興機関との関係においては、共同研究やセミナーを重視す
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る方向で引き続き協定締結あるいは既存協定の見直しを図り、交流の改善・促
進に努める｡

（３）研究者の招致
（３）研究者の招致
世界の優れた研究者に、我が国の研究者と共同研究等を行う機会を提供
し、我が国の研究環境の国際化及び学術の振興を図るため、研究者の経歴・
①全般的な取組み
年齢等に応じた外国人研究者の招致のための取組を推進する。
我が国の研究者からの要請に基づき、共同研究等を実施するための外国人
外国の若手研究者が我が国の大学等に滞在して研究を行うことを支援する
研究者を我が国に招へいする事業を実施する。
外国人特別研究員事業について、出身国の多様化を促進し、平成１９年度に
来日に際しては、必要に応じて我が国の情報に関する冊子を提供する。
は世界６５か国以上から招致する。
支援経費については、来日後、１４日以内に手に入るようにする。
（平成１４年度実績：６１か国）
招へいした研究者の帰国後の連絡先を把握し（外国人特別研究員について
特に、短期滞在の事業について、欧米の若手研究者の来日者数を中期計画
は新たな採用期間終了者の７０％以上）、英文ニューズレターを送付することで
期間中に充実させる。
人脈の確保に努める。
（平成１４年度実績：１４６人）
また、事業経験者による研究者コミュニティーの形成が中期計画期間中、新た
②外国人特別研究員事業
に５か国において進むよう支援する。
外国人研究員については、中期計画期間中に文部科学省科学技術・学術審
教授級の外国人研究者の招致を通じて、我が国の研究者との共同研究、討
議会国際化推進委員会「科学技術・学術活動の国際化推進方策について」（報
議・意見交換の場を設ける。さらに、ノーベル賞受賞者等の特段に優れた研究
告）（平成１５年１月）に掲げられた 2,050 人受入れ規模を目指して、多様な国
業績を有する著名研究者を招致し、我が国の研究者との意見交換の場を設け
から計画的に研究者の支援を行う。
る。
欧米からの若手研究者の交流事業については、海外研究連絡センターを通
招致事業に申請する機会は、６０％以上の事業で、年複数回可能となるよう
じた広報活動を更に活発化させるなど、来日研究者数の充実に努め、２００人
にする。 （平成１４年度実績：７事業のうち３事業、４３％）
規模を招へいする。
来日する研究者に対し、日本における生活、文化、研究に関する情報をホー
欧米５ヶ国において形成された事業経験者のための研究者コミュニティーに
ムページ又 は冊子にて提供するとともに来日後には、オリエンテーションを毎
ついては、コミュニティーが実施する事業経験者同士の交流促進活動や、我が
年、７回以上開催し、円滑な来日及び研究を担保する。
国において研究しようとする若手研究者に対する支援活動が円滑に実施され
（平成１４年度実績：７回）
るよう、側面的に援助する。
振興会の事業により来日した研究者で経費を支給すべき者全員に対し、必
長期に来日する研究員に対しては、オリエンテーションを通年で７回実施す
要な経費を来日後１４日以内に確実に支給することで、日本での円滑な生活を
るとともに、日本語研修支援等のフェローサービスを行うことにより生活面につ
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担保する。

（現状：概ね１４日以内）

振興会の事業により来日した海外の研究者は、我が国の将来の国際交流の
推進に有効な人材になり得るという認識にかんがみ、新たな採用期間終了者
の７０％以上について、連絡先を把握し、振興会に関する情報の提供を年４回
定期的に行うことで人脈の確保に努める。

いても支援する。
更に、研 究員 が日本との繋がりを強める動機付けとするため、近隣の高等
学校等において自身の研究についての講演等を行う機会を提供する。
③外国人研究者招へい事業
外国の教授クラスの研究者を招致し、共同研究や意見交換を行うための外
国人研究者招へい事業として、引き続き３４０人以上の受入れを行う。
④著名研究者招へい事業
外国のノーベル賞受賞者クラスの研究者を招致し、講演、意見交換等を行う
著名研究者招へい事業として１０人以上の受入れを行う。

（４）セミナーの開催、研究者の派遣
（４）セミナーの開催、研究者の派遣
我が国の研究者による国際的なセミナーの開催を年１０件支援するととも
に、国外の優れたセミナーへの参加を支援する。この取り組みについては、文
国際研究集会の開催及び派遣の支援
部科学省の国際シンポジウム事業等との調整を踏まえて、実施する。
我が国の研究者が国内で開催する国際的なセミナーへの支援を行うとと も
（平成１４年度実績：１０件）
に、国外で開催される国際的なセミナーへの派遣支援を行う。
平成１４年度に科学技術振興事業団より移管された研究協力者海外派遣事
業については、事業の移管以前からの対象者への支援を平成１６年度まで行
うこととし、引き続き、本事業の趣旨に基づいて、学術的要請に基づく研究者の
派遣を推進する。

（５）海外研究連絡センター
（５）海外研究連絡センター
海外における学術政策や先端的学術研究に関する情報の収集・提供、学術
海外における学術政策や先端的学術研究に関する情報の収集・提供、学術
振興機関との連携の強化に向けた取組を行う。
振興機関との連携の強化に向けた取組を行う。また、海外研究連絡センターに
また、我が国の最新の研究動向等を紹介するフォーラムやシンポジウムの
おいて、下記の活動を実施する。
開催、研究者の招致事業、現地における振興会の事業経験者を対象とする組
織化を行う。
①フォーラム・シンポジウム等の開催
振興会の事業により来日する研究者を対象とした我が国の学術研究の情報
我が国の学術情報発信に有効な手段であるフォーラム・シンポジウム等を今
や個別大学等に関する情報、日本の生活情報等の提供、諸外国の学術研究
年度中に１０回以上開催する。各センターにおいては、フォーラム・シンポジウ
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活動の情報収集等を実施する。
センターの活動内容としては、以下のように行う。

・フォーラム等

開催回数
参加者

・情報提供ファイル数
・生活情報ガイドブック

ムの効果をより高めるために、若手研究者の参加を促進し、現地の学術動向
を踏まえて適切なテーマを選定するとともに、関係機関との密接な連携・協力
により内容の充実に努める。
②我が国の大学等の活動支援
海外研究連絡センターの機能を活用して、我が国の大学等による海外活動
の展開を支援する。

年１０回以上開催
（平成１４年度実績：８回）
各回平均１００名以上
（平成１４年度実績：平均約１００名）
毎年度１０％以上増加
中期計画期間中２回、情報を充実させ更新
（現状：２年ごとに更新）

③学術振興施策・研究動向等の情報収集
学術交流の推進に有益な諸外国の学術振興施策・研究動向等の情報収集
に努める。収集した情報については、国際比較などの分析を加えた上で、事業
の改善に反映させる。
④学術情報の広報・周知
事業説明会等の開催、広報資料の作成・配付及びホームページの充実等に
より、振興会事業や我が国の最新の学術事情を積極的に広報・周知するととも
に、諸外国の学術振興機関との連携を強化し、研究者交流の促進を図る。
情報提供を行うファイルの数は、前年度から１０％増加させる。
⑤生活ガイドブックの更新
来日研究者に有効な情報を更新・追加した改訂版「来日研究者のための生
活ガイドブック 2006-2007 （仮称）」を作成し、関係研究者に配布する。

（６）公募事業の改善
（６）公募事業の改善
上記のうち、振興会が国内で公募するすべての事業の種類・申請方法・審査
より公平で公正な審査体制を引き続き整備する。
方針について、ホームページで公表し、大学等及び研究者の便宜を図る。
審査に係る事務を効率化し、研究者が申請してから結果の連絡を受 けるま
公募事業のうち、申請件数が少ない又は採択倍率が低い事業については、
での期間を４か月以内にする。特に欧米の若手研究者の招へいを目的とする
１０％以上廃止又は実施方法を見直し、国内の研究ニーズに的確に対応する。
外国人特別研究員（欧米短期）事業に関しては、申請から結果連絡までの期間
申請 件数が少ない又は採択倍 率が低いにも関わらず、海外の学術振興機
を８０日以内に行う。
関との関係又は学術上の要請により継続しなければならない事業については、
振興会の事業に参加した研究者の満足度に関する調査を行い、その結果に
その理由を明確にしてホームページで公表する。
基づき、公募事業の見直し作業を行う。
日本人研究者を海外の特定の国に限定して派遣する事業については、その
各公募事業の申請方法から審査方針に至る情報を整理し、ホームページ上
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統合を進めることにより、申請者が派遣国、派遣期間、派遣目的を柔軟に選択
できるように見直し、研究者の多様なニーズに対応する。
申請に対する審査については、公平かつ慎重に行うことを基本としつつも可
能な限り迅速に採択を決定・連絡する。通常の事業の場合は、申請から決定・
連絡までの期間を現行の４ヶ月より短縮する。欧米からの若手研究者の招へ
いに関する事業については、受入促進の観点から、申請から採択まで、現行の
８０日より短縮し決定・連絡する。
これ らの改 善を通じて、振興 会の事業に参加した研究者の満足度を高め、
その状況に関する調査を新たに行い、対象者の８０％以上から肯定的な評価
を得られるようにする。不満足として指摘された事項については、その指摘が
合理的なものである限り、改善に向けての考え方を公表する。改善が困難な場
合はその理由も公表する。
５

学術の応用に関する研究の実施

で分かりやすく公開する。

５

学術の応用に関する研究の実施

（１）未来開拓学術研究推進事業
（１）未来開拓学術研究推進事業
社会的要請に応えるプロジェクト型事業として実施してきた未来開拓学術研
本事 業の成果として生じた無体財産権についての活用を促進するため、適
究推進事業については、平成１３年１月に行われた行政改革に伴う出資金事
宜、振興会側の権利の譲渡等を行う。
業の整理により平成１３年度以降新規プロジェクトの採択は行わないことから
なお、本事業については、平成１６年度で全ての研究プロジェクトを終了し、
平成１７年度の事業終了まで実施するとともに適切な事後評価を行う。とりわ
最終評価も平成１７年度に終了している。
け、今後の年度ごとの評価では、プロジェクト経費の１０％増減などの適切な評
価を引き続き実施する。
なお、本事業の実施により生じた無体財産権については、委託契約に基づき
取 得して、各種活用方策を講じる一方、受託者の要請がある場合は、権利の
放棄及び譲渡等も行う。

（２）人文・社会科学振興のためのプロジェクト研究
（２）人文・社会科学振興プロジェクト研究事業
平成１４年６月の文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会の報告を受
人文科学や社会科学を中心に各分野の研究者が協働して、学際的・学融合
け、グローバル化、情報化が進む中、現代社会において人類が直面している問
的に取り組む「課題設定型プロジェクト研究」を推進するため、学識経験者等で
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題の解明と対処のため、人文科学や社会科学を中心に各分野の研究者が協
働して、学際的・学融合的に取り組む「課題設定型プロジェクト研究」を推進す
る。研究課題の研究期間は３〜５年間とする。
また、この研究成果を社会への提言として発信することにより、新たな学問
分野、領域を開拓し、人文・社会科学の活性化に寄与する。
研究者間のネットワークの形成、研究成果の公開、社会提言等のため、以
下の活動を行う。 （平成１５年度新規事業）
①公開シンポジウム
②共同研究セミナー
③成果発表のとりまとめ・公表
６

構成する「事業委員会」、「企画委員会」を組織し、適切な企画・実施に努める。
平成１８年度は、研究進捗状況の確認及びプロジェクト研究を推進するため
の審議・検討を行う事業委員会及び企画委員会を開催する。
事業推進にあたり、研究者からの提言の発信及び研究者間のネットワーク
の形成のためにシンポジウム及びワークショップを開催するとともに、研究者間
の研究活動を活性化するためにセミナーを行う。
①公開シンポジウム
２回程度
②共同研究セミナー
２回程度／領域プロジェクト研究ごと
③成果発表のとりまとめ・発信
１回

年１〜２回程度
年１〜２回程度
年１回

学術の社会的連携・協力の推進

６

学術の社会的連携・協力の推進

学術の社会的連携・協力の立場から、学界と産業界との連携によって発展が
学術の社会的連携・協力の立場から、学界と産業界との学術の社会的協力を
期待される分野や、その推進の方法・体制等について検討する総合研究連絡会 促進するため以下の事業を実施する。
議を年２回開催する。大学等の研究のシーズ及び産業界の研究のニーズに応じ
○産学協力総合研究連絡会議
た情報交換、交流促進を図るための場、また学界と産業界の連携による若手研
産学協力研究委員会諸事業の充実強化を図るとともに、学界と産業界との
究者の人材育成の場としての研究開発専門委員会を年１２回開催するとともに産
連携によって発展が期待される分野やその推進方策を検討するために本会議
学協力研究委員会の設定、連携・協力支援のための事業を実施する。
を２回開催する。これらの具体の場として本会議に次の委員会を設置・ 開催す
国内外の研究者を集めてのセミナー、シンポジウムを年２回開催するとともに
る。
研究成果の刊行を通じて、これら研究委員会の研究成果を発信する。
・産学協力研究委員会
産学の研究者の要請や研究動向に関し幅広い角度から自由に情報・意見
交換を行う産学協力研究委員会を開催する。
当委員会で蓄積された成果発信の場として国際シンポジウムを６回開催す
る。
・研究開発専門委員会
産学協力研究による研究開発を促進するため、将来発展が期待される分
野及び解決すべき課題について専門的に調査審議を行う研究開発専門委員
会を１２回開催する。
７

国の助成事業に関する審査・評価の実施

７
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国の助成事業に関する審査・評価の実施

（１）２１世紀ＣＯＥプログラム
（１）２１世紀ＣＯＥプログラム
国の助成事業である２１世紀ＣＯＥプログラム（研究拠点形成費等補助金（研
国の助成事業である２１世紀 COE プログラムについて、専門家による委員
究拠点形成費））は、世界最高水準の研究教育拠点を学問分野毎に形成する
会を開催し、評価等を行う。
ともに、国際競争力のある個性輝く大学づくりを推進することを目的とし、①当
平成１８年度は、平成１６年度に採択されたプログラム（２ ８件）の中間評価
該拠点の研究教育活動の実績、及び②大学の将来構想及び当該拠点を形成
を行う。
するための構想・計画を審査・評価する。
その際、２１世紀 COE プログラム委員会、同審査・評価部会及び同総合評
また、採択されたプログラムについては２年経過後に中間評価を実施すると
価部会において、専門家による公正な評価体制を整備し、透明性 、信頼性、継
ともに、期間終了後に事後評価を実施する。
続性を確保し、適切かつ円滑な運営を図るとともに、情報公開に努める。
その審査・評価の実施に際しては、２１世紀ＣＯＥプログラム委員会、同審査
・評価部会及び同総合評価部会からなる、専門家による公正な評価体制を整
備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、適切かつ円滑な運営を図るとともに、
情報公開に努める。
（２）「魅力ある大学院教育」イニシアティブ
（２）「魅力ある大学院教育」イニシアティブ
国の助成事業である「魅力ある大学院教育」イニシアティブ（研究拠点形成
国の助成事業である「魅力ある大学院教育」イニシアティブについて、専門
費等補助金（若手研究者養成費））について、創造性豊かな優れた若手研究者
家による委員会を開催し、審査・評価等を行う。
の養成に関連する構想・計画の審査・評価を行う。
平成１８年度においては、公募されたプログラムの審査・選定を行う委員会を
また、採択されたプログラムについては期間終了後に事後評価を実施する。
開催するとともに、専門分野別の部会を設け、専門家による公正な評価体制を
その審査・評価の実施に際しては、専門家による公正な評価体制を整備し、
整備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、適切かつ円滑な運営 を図るととも
透明性、信頼性、継続性を確保し、適切かつ円滑な運営を図るとともに、情報
に、情報公開に努める。
公開に努める。

８

調査・研究の実施

８

調査・研究の実施

学術システム研究センターの研究員を中心に、諸外国における学術振興施策
学術システム研究センターの研究員を中心として、振興会の海外研究連絡セン
の状況、国内外の学術研究の動向等、振興会の業務運営に関して必要な調査・ ターとの連携による、諸外国における学術振興施策の状況調査及び国内外の学
研究を実施する。
術研究動向、研究者動向等の調査・研究を実施し、結果をとりまとめ、今後の振
諸外国の学術振興施策については、欧米主要国等における学術振興に関する 興会事業に反映させることとする。
基本的政策、研究助成システム、研究者養成に対する考え方、国際交流の戦略
特に学術研究動向については、学術システム研究センター研究員全員が専門
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等について、関係機関のホームページや文献、現地調査、振興会の海外研究連
絡センターとの連携などにより、調査を適宜実施し、情報の収集、分析を継続的
に行う。
学術研究の動向については、研究者の動向を含め、各種報告書、学術ジャー
ナル、国内外のシンポジウムへの出席、関連研究者との意見交換等により、調査
を適宜実施し、情報の収集、分析を継続的に行う。特に、学術システム研究セン
ターの研究員全員に、専門分野についての学術動向研究を依頼し、毎年度報告
を受けるとともに、結果をとりまとめ、事業に活かす。
また、最新の学術動向等の調査研究の成果を踏まえつつ、国際的な競争のも
と、我が国が今後先導していくべき研究を発掘し、実施する。

分野にかかる学術動向調査研究を実施し、毎年度成果報告書を 提出することと
し、その成果を参考に、より適切に審査委員を選考する体制の整備や我が国が
今後先導していくべき研究の発掘に努めるなど、本会が行う審査・評価業務等に
反映させる。
大学等一般に適用可能な国際化に資するモデル開発を行うため、国内の大学
等の国際化のための組織的な取組等の分析を行うとともに、 諸外国における大
学等の国際化への取組等について調査研究を行う。

９

９

情報提供及び成果の活用

情報提供及び成果の活用

調査・研究の成果、事業の実施状況等については、ホームページへの積極的 （１）情報の提供・普及
な掲載、学術月報をはじめ各種学術図書の出版を通じての情報提供、各種媒体
各事業の実施状況等、学術研究に関わる情報について、以下の 方法により
を活用した広報等により、研究者のみならず、広く国民に普及する。
普及に努める。
各事業において支援対象者から提出された実施報告書等については、事前の
○ホームページへの掲載
周知や本人の知的所有権等への配慮を加えた上で、原則的にインターネット等に
各事業の概要、支援の内容等についてホームページに掲載する。
より国民に判りやすい形で公開する。
○学術月報の出版
我が国の学術政策、研究体制・研究動向等に関する記事を中心とした学術
月報を１２回刊行する。
○パンフレット等の配布
振興会の事業内容について分り易く編集された和文、英文のパンフレットを
各 10,000 部以上作成し、学術機関、行政機関、海外の諸機関に対して送付す
る他、必要に応じて事業毎にパンフレットを作成・配布する。
事業における実施報告書等については、事前の周知や知的所有権等の問題
のないものについてホームページ上で公開する。
（２）研究成果の社会還元・普及
我が国の将来を担う生徒を主な対象として、研究者が科学研究費補助金（Ｋ
ＡＫＥＮＨＩ）による研究成果をわかりやすく説明することを通じて、学術と日常生
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活との関わりや学術がもつ意味に対する理解を深める機会を提供する「ひらめ
き☆ときめきサイエンス〜ようこそ大学の研究室へ〜ＫＡＫＥＮＨＩ」を実施する。
平成１８年度は、実施方針の検討やプログラムの選定を行う有識者による委
員会を開催し、適切な企画・実施に努める。
１０ 前各号に附帯する業務
10 前各号に附帯する業務
学術研究の推進に資する事業として以下のとおり前各号に附帯する業務を毎
学術研究の推進に資する事業として以下のとおり前各号に附帯する業務を実
年度着実に実施する。
施する。
（１）国際生物学賞委員会により運営される生物学研究に顕著な業績を挙げた研 （１） 国際生物学賞にかかる事務
究者を顕彰する国際生物学賞にかかる事務を担当する。
国際生物学賞委員会により運営され、生物学研究に顕著な業績を挙げた研
究者を顕彰することにより国際的にも高い評価を受けている国際生物学賞の
第２２回顕彰にかかる事務を行うとともに、第２３回顕彰に向けた準備・支援の
事務を積極的に実施する。また、募金趣意書を配布するなど、国際生物学賞基
金への募金活動に努める。
（２）日本ユネスコ国内委員会の指定に基づくユネスコクーポンの販売・買い上げ
業務を行う。（平成１６年度に業務終了。）
（３）学術関係国際会議の開催のため、指定寄附金による募金、並びに特定公益 （２） 学術関係国際会議開催にかかる募金事務
増進法人としての募金の事務を行う。
学術関係国際会議の開催のため、指定寄附金による募金、並びに特定公益
増進法人としての募金の事務を行う。
（４）寄附金を受入れ、寄附者の意向に基づき特定分野の助成を行う個別寄附金 （３） 個別寄附金及び学術振興特別基金の事業
事業、及び事業分野をあらかじめ特定しないで助成する学術振興特別基金の
寄附金を受入れ、寄附者の意向に基づき特定分野の助成を行う個別寄附金
事業を行う。
事業、及び事業分野をあらかじめ特定しないで助成する学術振興特別基金の
事業を行う。

第三 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画（通則法第３０ 第三
条第２項第３号）
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予算、収支計画及び資金計画

１

予算（中期計画の予算）
別紙１のとおり

１

予算
別紙１のとおり

２

収支計画
別紙２のとおり

２

収支計画
別紙２のとおり

３

資金計画
別紙３のとおり

３

資金計画
別紙３のとおり

第四

短期借入金の限度額（通則法第３０条第２項第４号）

第四

短期借入金の限度額

短期借入金の限度額は７２億円とする。短期借入が想定される事態としては、
短期借入金の限度額は７２億円とする。短期借入が想定される事態としては、
運営費交付金の受入れに遅延が生じた場合である。
運営費交付金の受入れに遅延が生じた場合である。

第五

重要な財産の処分等に関する計画（通則法第３０条第２項第５号）

第五

重要な財産を譲渡、処分する計画はない。

第六

剰余金の使途（通則法第３０条第２項第６号）

重要な財産の処分等に関する計画

重要な財産を譲渡、処分する計画はない。

第六

剰余金の使途

振興会の決算において剰余金が発生した時は、広報・情報提供の充実、調査
振興会の決算において剰余金が発生した時は、広報・情報提供の充実、調査
研究の充実、情報化の促進に充てる。
研究の充実、情報化の促進に充てる。

第七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項（通則法第３０条第２項 第七
第７号）
１

施設・設備に関する計画

１
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その他主務省令で定める業務運営に関する事項

施設・設備に関する計画

施設・設備に関する計画はない。

施設・設備に関する計画はない。

２ 人事に関する計画
２ 人事に関する計画
（１） 方針
（１）職員の研修計画
限られた人員での効率的・効果的な業務の遂行を実現するため、国内及
職員の専門性及び意識の向上を図るため、次の研修を実施する。
び国外研修等を実施し、職員の専門性を高めるとともに、意識向上を図る。
①語学研修
また、大学をはじめ学術振興に関連する機関との人事交流を促進して、質
②海外の機関での研修
の高い人材の確保・育成を図り、職員の意識や能力に応じた適切な人事配
併せて、外部で実施される研修に職員を参加させ、その資質の向上を図る。
置を行う。
職員の勤務環境を整備するため、必要な福利・厚生の充実を図る。
（２）人材登用を積極的に進め、職務に対する意識の向上を促すことにより、業務
の一層の効率的・効果的な推進を図る。
（２）人員に係る指標
常勤職員数については、抑制を図る
（３）国立大学法人等との人事交流を行い、質の高い人材の確保・育成を図る。
（参考１）
① 期初の常勤職員数
② 期末の常勤職員数

（４）職員の勤務環境を整備するために、福利・厚生の充実を図る。
９９名
９９名

（参考２）中期目標期間中の人件費総額
中期目標期間中の人件費（前記常勤職員）総額見込額
３，３２９百万円
但し、上記の額は、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決
定）において削減対象とされた人件費を指す。
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○年度計画別紙
(別紙１)
平成１８年度

予

(別紙２)

算

平成１８年度

収支計画

(単位：百万円)
区
収

支

分

金

(単位：百万円）

額

入
運営費交付金
国庫補助金収入
科学研究費補助金
研究拠点形成費等補助金
事業収入
寄付金事業収入
産学協力事業収入
学術図書出版事業収入
受託事業収入
計

２９，３６４
１０８，１５４
１０７，９４２
２１２
３８
６３
２６７
１９
１６
１３７，９２１

出
一般管理費
うち人件費
物件費
事業費
うち人件費
物件費
科学研究費補助事業費
研究拠点形成費等補助事業費
寄付金事業費
産学協力事業費
学術図書出版事業費
受託事業費
計

５６４
２６０
３０４
２８，８３８
５８９
２８，２４９
１０７，９４２
２１２
６３
２６７
１９
１６
１３７，９２１

区

219

金

額

費用の部
経常費用
業務経費
科学研究費補助事業費
研究拠点形成費等補助事業費
寄付金事業費
産学協力事業費
学術図書出版事業費
受託事業費
一般管理費
減価償却費

１３７，９２４
２９，１６６
１０７，６３９
１９６
５３
２５６
１８
１６
５６５
１５

収益の部
運営費交付金収益
科学研究費補助金収益
研究拠点形成費等補助金収益
業務収益
寄付金事業収益
産学協力事業収益
学術図書出版事業収益
受託事業収入
資産見返負債戻入

１３７，９２４
２９，３５９
１０７，９４２
２１２
３８
５６
２６７
１９
１６
１５

純利益
総利益
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分

０
０

(別紙３)
平成１８年度

資金計画
(単位：百万円)

区

分

金

額

資金支出
業務活動による支出
次期繰越金

１４０，５４４
１３８，２０７
２，３３７

資金収入
業務活動による収入
運営費交付金による収入
科学研究費補助金による収入
研究拠点形成費等補助金によ
る収入
寄付金事業による収入
産学協力事業による収入
学術図書出版事業による収入
受託事業による収入
その他の収入
前期繰越金

１４０，５４４
１３８，１６７
２９，３６４
１０７，９４２
２１２
４８
２６７
１９
１６
２９９
２，３７７
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独立行政法人日本学術振興会
平成 18 年度事業自己点検評価及び外部評価の実施経緯
平成 19 年 3 月 20 日
独立行政法人日本学術振興会平成 18 年度自己点検評価実施要領の制定
「独立行政法人日本学術振興会平成 18 年度事業の評価手法いついて」の決定

平成 19 年 5 月 16 日
独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会を開催
議題：独立行政法人日本学術振興会の平成 18 年度事業に係る自己点検評価について

平成 19 年 5 月 29 日
独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会（第１回）を開催
議題：１）外部評価委員長の選出について
２）外部評価方法等について
３）外部評価項目の割り振り（分担）について

平成 19 年 5 月 30 日
外部評価委員に対し、自己点検評価結果を送付

平成 19 年 6 月 4 日〜6 月 11 日
外部評価委員に対し、事業説明及び自己点検結果を説明

平成 19 年 6 月 4 日〜6 月 25 日
外部評価委員による外部評価案の検討、総合的な評価案の検討

平成 19 年 6 月 26 日
独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会（第２回）を開催
議題：外部評価について

平成 19 年 7 月 13 日
独立行政法人日本学術振興会理事長に対し、外部評価報告書を提出
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