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外部評価結果の総括 

 

【序文】 

はじめに、今回、外部評価に際し受けた説明と資料により、日本学術振興会（以下、振

興会という。）が永年にわたる真摯な努力により積み重ねてきた成果が認められ、科学研

究費補助金（以下、科研費という）の基金化をはじめ年来の期待と要望が実現の方向に向

かうなど、ファンディングエージェンシーとしての重要な発展を実現していることを確認

することが出来、研究者の立場から感謝申し上げたい。また、極めて多岐にわたる学術振

興のための諸施策・事業を効率よくかつ効果的に執行しておられることに敬意を表したい。 

本報告書の意見には、振興会の業務の範囲を超えた事柄や早期に改善できない指摘事項

も含まれている。そこまで踏み込む必要がある理由は、学術研究の担い手である大学等の

基盤的経費が削減され続けていることや競争的資金としての投資額も十分とはなってい

ないこと、そして特に懸念すべきは、東日本大震災の影響による研究の停滞など、学術研

究を取り巻く環境が極めて深刻な状況に直面しているからにほかならない。 

東日本大震災の発生により、東北地方に限らず、我が国の学術研究機関の多くが直接的、

間接的に甚大な被害を被った。学術研究は、その特性から、成果が現れるまで長期的な研

究期間を要するため、持続的に支援していくことが必要となる。今回の大震災により、一

時的にでも研究が停滞してしまうことは、今後の我が国の学術研究に多大なる影響を及ぼ

しかねない。このような現在の情勢において、復旧に向けた振興会の責務はこれまで以上

に重いものと考える。 

本報告書が文部科学省独立行政法人評価委員会による評価等に十二分に活用され、また、

学術政策の在り方の検討や次年度の概算要求に的確に反映されることを期待し、以下の通

り総括する。 
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１．法人の制度運営 

振興会の制度運営に関しては、なによりも研究者の自発的動機の尊重が制度的に確保さ

れていることが重要であるが、概ね実現されており、評価したい。また、学術研究のあり

方を知悉する研究者と現在の動向に詳しい中堅研究者の組み合わせによって学術の特性

に十分配慮している。 

業務運営に関しては、業務の効率化や情報化、さらには内部統制への対応などが十分に

推進されていることを多としたい。今後は、いかに若手研究者の意向を聴取するか、また

国際化を制度的にいかに促進するかについて検討されたい。 

 

２．学術研究の推進 

科研費は、研究の立ち上げから、世界のトップレベルの研究活動への道を拓くまで、個

人で取得可能な極めて重要な競争的資金であり、わが国における学術研究を実質的に支え

ている。科研費の審査・交付業務などは、中期計画に基づいて適切・公平・効率的に運営

されており、研究者ニーズに的確に対応し、研究者へのサービスを向上させている。 

平成 23年度予算において、科研費が 2,633億円と直接経費・間接経費とも大幅な増額

が図られたことは、科研費の重要性に対する認識が高まったこと、また、その成果に対す

る国民的期待が増大していることの表れと評価したい。ただし、平成 22 年度まで数年の

科研費の直接経費の推移を見ると、間接経費が付与される研究費目がしだいに増加したこ

とは高く評価できるが、一方で直接経費はむしろ漸減傾向にあった。平成 24 年度以降に

おいては、平成 23年度同様、科研費総額の着実な増額を期待する。 

平成 22 年度の取組みとして、基金化への対応が一部ではあるが始まったことは、大き

な前進である。予算執行に関する研究者の裁量範囲の拡大が図られ、研究の進捗に応じて

柔軟な対応が可能となり、研究活動の一層の効率化が図られるものと確信する。また、年

度末における集中的な予算執行がなくなり、不正使用及び不正受給の撲滅にも寄与するも

のと思われる。今後、基金化の対象が全ての研究種目に拡大することを望むとともに、基

金が巨額化していくことに伴い、その保全・管理方策などにも注意が必要と思われる。 

さらに、平成 23 年度予算から、競争的資金制度間の業務執行について文科省と振興会

との一元化が図られたことも大きな前進である。公募・審査業務を振興会が行い、交付業

務は文科省が行う研究種目が従来あったが、その交付業務が振興会に移管されることは、

他の研究種目との整合性や統一性が確保され、また業務の効率化にも大きく寄与するもの

と思われる。本施策の主旨が早急に具現化して科研費がより一層有効に活かされることを

期待する。 

一方、主にポスドクが職についている大学の非常勤講師については、大学から研究者番

号を付与され科研費への応募が出来るなど、専任教員と同等の資格を認められている者の

割合は 1/3以下であり、大変厳しい現状がある。研究費の利便性を向上すべく、全ての研

究者にとって、時、場、立場を選ばず応募が可能な開かれた研究費制度にするため、各大
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学において早急な検討が望まれる。また振興会においても、科研費制度では非常勤講師に

対しても門戸を開いていること、研究者番号を取得せずとも応募可能な研究種目があるこ

とを広く周知して頂きたい。 

今後とも、学術研究成果の分かりやすい発信などを通じて、科研費事業に対する国民各

層の理解を得る努力をより充実・強化し、学術研究に対する国民的合意形成に努力して頂

きたい。そして、国民の理解を得、その重要性を示すとともに、予算措置、採択率の向上

が図られることが望まれる。 

学術の応用に関する研究の実施では、人文・社会科学の研究推進が図られており、一定

の成果を上げている。人文・社会科学は、人類の学術研究にとって、もっとも基礎的で全

体の調和をもたらす分野であり、今後一層活性化を促すことが必要と思われる。 

 

３．若手・女性研究者の養成等人材育成の推進 

若手・女性研究者の養成等人材育成の推進に関する事業全般について、制度・審査方法

の点検・見直しが常に行われており、評価できる。 

特に、特別研究員（RPD）の採用期間が 2年から 3年に延長されたことは、研究分野に

おける男女共同参画推進の具体例として高く評価できる。今後は、第 4期科学技術基本計

画（答申「科学技術に関する基本政策について」見直し案）に記載されているように、諸

外国と比べてなお低い水準にある女性研究者比率の向上に向けて、研究者養成事業への申

請・採択の女性研究者数の公表を期待したい。それにより、実力のある女性研究者が常勤

ポストに積極的に登用されることを期待したい。 

若手研究者の育成については、特別研究員制度など多様なプログラムが実施されており、

その成果が客観的データとして報告されていることも評価したい。 

また、学術研究及び人材育成の一層の強化のためには、グローバル化が進む中で、世界

により開かれた形で国際水準の基礎研究を支援することが大切である。それゆえ、人材育

成の推進が、透明性・公平性の実現を図りつつ進められて来たことは高く評価できる。 

今後は、これまでの事業により育成された研究者の追跡調査を行い、その研究成果の評

価を行うことが重要であろう。また、国際水準の研究開発活動や、人材データベースを国

として構築し、それをもとに国際交流・協力を促進することを期待したい。在外日本人研

究者のデータベース化は、国際研究ネットワークのハブとなる人材を顕在化するとともに、

国際研究拠点形成のためには極めて重要であり、早急な対応が望まれる。 

 

４．国際交流事業の推進 

世界水準の研究を推進し、優秀な人材育成を行うためには、国際交流は不可欠である。

振興会は国際交流の面でも多様な事業を展開している。しかし、大学等研究機関において

も、あるいは個人としても多様な国際交流がなされている近年、振興会が行う国際交流事

業の方向性がどうあるべきかを改めて検討することが求められている。 
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個々の事業が陳腐化することのないよう見直すためには、国際交流事業全般について、

事業の効果や事務の効率性などの観点から評価する仕組みを設け、透明性を強化するため

の検討が望まれる。また、その評価結果も積極的に公開することが望まれる。併せて、振

興会の諸事業が海外でどのように評価されているかという観点からも分析し、振興会の事

業を通して日本の存在感を示していくことが重要である。 
振興会の国際交流事業があることによって初めて可能になる国際交流が実施されるこ

とを期待する。 

 
５．成果普及・広報の推進 

振興会の事業の成果は、国内外の研究者コミュニティーからは高い評価を受けているこ

とは間違いない。しかし、国民の振興会に対する評価はどうであろうか。振興会の資金は

国民の税金である。科学技術立国の日本において、ボトムアップ型研究への投資の重要性

を国民が理解してはじめて、振興会のファンディングエージェンシーとしての役割の重要

性は認識される。国民の理解は、振興会の事業を推進する上で最大の力となるであろう。 

そのため、国民の振興会に対する理解度の調査と、振興会ミッションの国民への周知徹

底が必要であり、外部評価の観点に国民への情報発信の強化の観点を含めることを提案し

たい。 

学術振興事業は息長く持続的に推進されなくてはならない。そのためには、社会に向け

た広報や成果普及の活動は欠かせない。併せて、研究者が「社会のための科学」の意識を

持つこと及び解決困難な社会の課題に対して学術が寄与しているという認識を持つこと

も重要である。 

後者の社会課題への寄与については、学術体系の宿命ともいうべき構造、すなわち、学

術の進展による領域の細分化傾向が社会への寄与を限定している面がある。例えば、人

文・社会科学では、複雑な社会現象の解明や対処に対して、個別化・細分化した学術研究

分野相互の協力が円滑に行われているとは言いがたい。自然科学では、人工物等の多岐に

渡る影響の統合的な理解や洞察に対して、領域細分化による限界が見られる。学術の構造

的な問題の解決に資する研究活動の推進も、社会の学術への理解増進のために望まれるこ

とである。 

 

６．評価の在り方 

振興会が行っている諸事業は、そのほとんどが国費により実施されるという意味で、常

に国民と社会に対し、理解と評価を仰ぐ努力が重要である。中には中・小型の科研費のよ

うに典型的なボトムアップ型研究への支援という性格のものもあるが、一方で、国によっ

て実施される各種助成事業の審査・評価業務も年々増大している。中・小型科研費のよう

に研究者の自由な発想に基づく研究においては、短期的な評価が必ずしも適切でない場合

もあるが、国の助成事業で比較的大型の研究助成等ではあらかじめ評価項目が明確である
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場合が多い。したがって、研究支援活動の評価も多様であり、必ずしも単純かつ自明では

ないが、適切な評価活動が必要不可欠である。 

 このような多種多様な事業を推進している現状では、事業推進母体である振興会が十分

に検討した評価指標ないしは評価に係るデータ群を、個々の事業実施者の報告書とともに、

社会に公開する責任があるのではないかと考える。具体的な内容については、事業ごとの

外部評価結果に示されているので、適宜慎重に検討し、可及的速やかに実施されたい。 

なお、振興会の外部評価にあたっては、中項目または小項目ごとに予算（決算）額を記

入することにより、各種事業の行政的重要性を示すとともに、参照すべき公表資料を URL

レベルで具体的に明示するなど、効率的な評価を実施するための工夫を施し、さらに評価

資料の内容の過不足について再検討頂きたい。 
 

【まとめ】 

平成 22年度の事業計画は、特に優れた実績を上げたものも含め、十分に達成されてお

り、評価できる。全体として、振興会の事業は、実施方法と実施結果とも高度精緻な有機

体といえるほどの完成度を有しており、その維持と陳腐化することなくいかに常態化する

かが切望される。 

科学技術立国の日本にとっては、新しい知識や技術の創成は、国策の中で最重要課題の

一つであり、同時に国際社会の一員として日本が果たすべき責務の一つでもある。振興会

は、新しい知識と技術の創成の推進役を担い、日本における最大の資金配分機能を与えら

れた機関である。振興会は公明正大、かつ国益に沿ったファンディングシステムを構築し、

それを基に大学を中心とした学術研究の進展と、英知を生み出す優れた人材の育成を支援

する責務を有している。このファンディングシステムは、学術顧問会議、学術システム研

究センター等により提案された幅広い意見を基に、常に見直し、改善がなされており、世

界の学術の動向、日本の科学技術・学術政策に対応できるシステムが構築されている。ま

た、このようなシステムに基づき、限られた予算のもと、優れた研究成果が期待できる独

創的な研究課題を選定・支援している。日本から発信される多くの優れた研究はすべて、

振興会の研究費助成を受けた研究であるといっても過言ではなかろう。 

振興会の優れたファンディングシステムを最大限に活かすよう、次年度以降の学術の振

興に向け、学術研究の中心的機関として一層の努力がなされることに期待したい。 

最後に、東日本大震災では大学などの研究機関にも大きな被害が生じ、研究活動に多大

の影響が生じた。振興会では、審査日程の一部延期や、交付申請書提出期限への柔軟な対

応、補助金の年度繰越措置など、震災を被った研究者に的確な支援・便宜を提供したこと

は評価に値する。被災した研究機関が早期に常態に復し、研究活動が再び活発に行われる

ことを念願するとともに、振興会に今後一層の尽力をお願い申し上げたい。 
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＜特記事項シート記載事項＞

＜全体シート記載事項＞

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22年度において実施した事業・業務
の実績について、以下の各項目を記載したものである。
　評価シートは、「特記事項シート」、「全体シート」とそれに付随する「個別
シート」から成る。
　特記事項シートでは、中期目標に掲げられた法人の果たすべき役割について、多
角的な評価を実施した。
　全体シートでは、付随する各個別シートでの記載内容を踏まえて、年度計画に定
められた大項目ごとに、事業全般にわたる総括としての意義・必要性、得られた成
果に関する評価、自己点検評価結果等を記載した。個別シートでは、年度計画に定
められた項目毎に業務実績、評価基準の達成度等を記載し、それらの個別シートを
取りまとめる形で全体シートを作成した。
　
　評価シートの各項目に記載した内容は、以下のとおりである。

1．自己点検評価
　法人が果たすべき役割についての評価を記載したもの。

2．評定（自己点検、外部評価）
　平成22年度の事業、業務が学術振興のためにどのような役割を果たしたのかを評
価し、記述したもの。なお、評価基準については、下記6を準用する。

1．中期計画

2．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たもの。

3．年度計画

4．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具体的な成果に対して、付随する個別
シートの内容を踏まえた上で、定性的な評価を記載したもの。

5．決算額（支出額）
　決算額（支出額）をセグメント毎に記載したもの。

6
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Ｓ：特に優れた実績を上げている。

Ａ：中期計画通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調、

　　または、中期目標を上回るペースで実績を上げている。

　　（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が100％以上）
Ｂ：中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、

　　中期目標を達成し得ると判断される。

　　（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が70％以上100％未満）
Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要で

　　ある。

　　（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が70％未満）

＜個別シート記載事項＞

6．自己点検評価
　平成22年度事業に係る当該事業・業務に対する自己点検評価の結果を包括的に記
述するもの。後述する個別シートの記載内容を踏まえ、総合的な評価を記載したも
の。なお、評価基準は以下のとおり。

7．自己点検結果の推移
　上述の「6．自己点検」で記載した自己点検評価結果を記載したもの。

8．中期計画の進捗状況
　上記「1．中期計画」で記載した中期計画に対しての平成21年度末時点での事
業・業務の進捗状況を記載したもの。

9．外部評価
　外部評価委員による評価結果を記入したもの。評価基準については、上記6と同
様である。
　なお、各全体シート中の外部評価については、p.6～11に一覧としてとりまとめ
ている。

（1）年度計画

（2）業務実績
　事業・業務の当該年度の実施状況について、その概要を簡潔に記載したもの。

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価
　各事業・業務の内容やその特質によって評価を実施するのにふさわしい「評価の
観点」を記述し、達成度を検証・評価したもの。なお、評価基準については、上記
6と同様である。

（4）指摘事項に対する見直し状況
　当該事業・業務が国の政策、政府の諮問機関からの指摘を受けている場合、見直
し状況、改善の達成度を評価・検証し、記述したもの。

（5）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。
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特記事項シート

１　学術の特性に配慮した制度運営

２　学術研究の推進（我が国の発展を担う幅広い学問分野の振興）

【自己点検評価】
　学術研究を振興するためには、学問分野の多様性を確保しつつ、独創的な研究活動
を支援することにより、研究活動の裾野の拡大を図り、重厚な知的蓄積を形成することを
目指すことが重要である。科学研究費補助金は、こうした考え方を基本として、人文・社
会科学から自然科学までのあらゆる学問分野における研究者の自由な発想に基づく研
究課題の申請を受け付け、優れた研究成果が期待でき、知的資産の形成に資する独
創的な研究課題を選考し、その支援を行っている。
　平成22年度においては、学術システム研究センターの機能を活用し、審査の検証及
びその結果の審査委員へのフィードバックの在り方、時限付き分科細目の取扱い、研究
進捗評価の実施方法、審査基準の見直しなどのさらなる審査・評価の充実策、科研費
の基金化への対応などについて検討し、学術研究における様々なニーズや特性を踏ま
えた有効な改善を実施するとともに、研究活動に支障を来すことがないよう、交付業務
を迅速かつ的確に行った。
　なお、平成22年度も新規採択課題の交付内定を4月1日付けで発出できたこと、及び
平成23年度新規応募研究課題約86,000件について、延べ約6，000人以上の審査委員
による書面審査、合議審査の2段階のピア・レビューを限られた期間内に確実に実施で
きたことは、特筆すべき成果といえる。
　今後も、交付申請手続きの電子化を進めるなど、更に研究者や研究機関の負担軽減
に努め、学術研究の推進に向けた取り組みを進めていくこととしている。
　なお、昨年度は、科研費の研究成果報告書の長期未提出者がいたことが指摘された
が、平成22年度においては、その状況の解消とともに平成22年度提出予定課題の周知
を行うなどにより、年度末時点で特段の理由があり提出されていない8課題を除いてす
べて提出された。

自己点検
評定

S

外部評価
評定

S

日本学術振興会が果たすべき役割の評価

【自己点検評価】
　独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」と言う。)は、学術の振興を図ることを目
的とした資金配分機関として、研究者の活動を安定的かつ継続的に支援していくことが
求められている。これらの役割を果たすためには、多様な研究や時流に流されない普遍
的な「知」の探究を萌芽段階から長期的な視点の下で推進していくことが必要であり、研
究分野ごとに異なる学術研究の特性に応じた支援方法やその手法を踏まえて、研究者
の意見を的確に事業に反映していくことが最も効果的である。
　そのため、ノーベル賞受賞者や著名な研究者で構成される学術顧問会議、大学等の
研究現場の第一線で活躍する研究者で構成される学術システム研究センターを整備
し、研究現場の生の声を汲み取り、その意見を業務の改善や見直しに反映できる体制
を構築しているところである。
　平成22年度においては、特に学術システム研究センターの主任研究員を1名、専門研
究員を4名増員し、学術研究の急速な発展と多様化に対応できるよう体制を強化したと
ころである。また、ガバナンスの強化を目的として、センター運営委員会の構成メンバー
の半数程度を外部有識者とし、センター運営の方針等を策定するにあたって、多様な
視点からの意見を反映できる体制を整備した。
　これらの体制を整備することにより、我が国の持続的な発展を支える学術研究の振興
のために不可欠な、科学研究費補助金、特別研究員、学術の国際交流などの諸事業
に研究者の意見を取り入れ、振興会としては、少ない職員数（128人）で、多くの事業（事
業費2,148億円）を実施し、効率的・効果的に我が国の学術研究の推進に寄与している
ところである。
　また、今回の東日本大震災に対して、被災により研究遂行が困難となった研究者およ
び大学等研究機関に対して、研究費の繰越等を実施し、今後の研究活動の継続性等
について配慮するなど、振興会の各事業において早急に支援策を講じたところである。
　今後も、ファンディングエージェンシーとしての機能をより一層強化するため、さらなる
法人の体制強化に向けた検討を行う。

自己点検
評定

S

外部評価
評定

S
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特記事項シート

３　若手研究者の養成

【自己点検評価】
　我が国が国際社会における役割を果たすとともに学術研究を一層発展させるために
は、先端的研究分野の共同研究や研究者の国際的な交流などの学術の国際交流を一
層推進することによって、研究者ネットワークを構築し、世界的な諸問題の解決に向け、
国家を越えて取り組んでいくことが必要である。特に、共同研究等による研究人材の交
流は、大学等の研究機関の国際化に貢献するだけでなく、我が国の若手研究者や大
学院生に対する大きな刺激となっている。
　そのため、若手研究者からノーベル賞級の著名な外国人の研究者を対象とした複数
の招へいプログラムを実施するとともに、HOPEミーティングなどの若手研究者育成や共
同研究への参画、国際シンポジウムへの参加が可能となる学術国際交流事業などを総
合的に実施している。また、最先端の学術動向を踏まえ、海外の学術振興機関との覚
書締結・改正等を行うことにより、諸外国との協力関係を強化し、学術国際交流の支援
を適切かつ柔軟に実施した。
　平成22年度においては、学術システム研究センターの機能を活用して設置された「国
際事業のあり方に関する検討タスクフォース」において、振興会が実施している国際事
業について研究者としての立場から見た国際交流事業の全体のあり方や個別事業の
改善案などの議論を重ね、閣議決定された「独立行政法人の事務・事業の見直し」で指
摘を受けたアジア関係事業等の統合・メニュー化についても同タスクフォースで議論を
行った。この検討結果も踏まえ振興会内で平成24年度概算要求への反映のさせ方に
ついて現在検討中である。また、外国開催国際研究集会派遣、拠点大学交流事業は、
開始後一定期間が経過し役割を果たし終えたため平成22年度中に廃止した。さらに海
外研究連絡センターについても、他の法人事務所との共用化をすすめるなど、効率的
な運営につとめており、国際事業全体について不断の見直しを行っている。
　今後は、若手研究者の派遣、優れた外国人研究者の招へい、、アジア・アフリカ諸国
等との国際交流、国際共同研究など、学術の国際交流を一層促進する観点から引き続
き着実に事業を実施していく。

自己点検
評定

A

外部評価
評定

A

４　学術の国際交流を通じた国際競争力の強化

【自己点検評価】
　学術研究を振興するためには、研究能力の高まる時期にある若手研究者を支援し、
優れた研究者を養成・確保していくことが重要である。我が国が持続的に発展していく
ためにも、学術研究の発展を担う創造性豊かで国際的視野に富んだ若手の研究者を
育成することが必要である。そこで、個人支援型の特別研究員（DC・PD・SPD）、海外特
別研究員事業を推進するほか、機関支援型の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）などの多様な取り組みを行うことにより、我が国の若手研究者の養
成のための重要な役割を担っている。また、新しい時代に対応し、男女共同参画社会を
推進させるためにも、女性研究者を含む多種多様な研究人材を確保することが必要と
なっており、特別研究員（RPD）を積極的に推進しているところである。
　平成22年度においては、天皇陛下より平成21年度に賜った御下賜金をもとに、将来、
我が国の学術研究の発展に寄与することが期待される優秀な大学院生を顕彰する「日
本学術振興会　育志賞」を実施することにより、社会的に厳しい環境の中で、勉学や研
究に励んでいる優れた若手研究者の支援・奨励を行った。
　このような背景のもと、特別研究員（ＰＤ）について、平成２３年度予算編成における「元
気な日本復活特別枠」として重要性を説明したうえで、大幅な増員が認められたことは
特筆に値する。海外特別研究員についても、近年の若手研究者の内向き志向に対する
懸念から、積極的に海外での研究に従事させるため、平成23年度の採用者数を大幅に
増員し、追加募集を行ったところである。
　さらには、東日本大震災への対応として、被災に伴う採用の中断（延長）制度の創設、
4月期の提出書類の提出期限の延長などの柔軟な措置を講じた。
　今後とも、学術システム研究センターの機能を活用して制度の改善を行いながら、若
手研究者の養成を重点的に実施し、その役割を果たしていく。

自己点検
評定

S

外部評価
評定

S
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特記事項シート

５　審査・評価機能の活用

６　平成21年度補正予算等に係る業務

【自己点検評価】
　振興会は、我が国における学術振興を図るための中核的な機関として、科学研究費
補助金をはじめとする助成事業等の公募・審査や評価等に関して専門的なノウハウを
有している。そのため、振興会に基金を設置することが最も相応しいとされ、平成21年度
補正予算(第一号）により交付された補助金による事業（先端研究助成基金、研究者海
外派遣基金）を効果的かつ効率的に実施しているところである。
　基金の管理・運用については、適切な体制を構築するとともに、取扱要領等関係規程
に沿った適正な助成金の執行が行われるよう、実施状況報告書の確認や現地調査等
を通じて適切に対処しているところである。
　平成22年度においては、先端研究助成基金による「最先端・次世代研究開発支援プ
ログラム」の公募・審査を実施した。応募件数5,618件の選考については、公正性、透明
性に配慮しつつ、書面審査・ヒアリング審査・合議審査を約4ヶ月の限られた期間で迅速
かつ確実に実施した。また、基金を財源とする助成金の特性を活かし、助成金の柔軟な
使用が可能となるよう取扱要領や交付条件等を整備したところである。
　また、「最先端研究開発支援プログラム加速・強化事業」及び「最先端研究開発支援
プログラム公開活動」を実施し、「最先端研究開発支援プログラム」における研究をより
加速・強化することができるよう推進したところである。
　さらに、若手研究者のキャリアパスの一段階としての海外研鑽を積む機会に資する事
業として「頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム」を実施し、若手・女性
等研究者への支援強化のため、積極的に取り組んでいるところである。
　基金事業は、平成２５年度末までの時限付き事業ではあるが、我が国の持続的な発展
の基盤となる先端的な研究の推進、或いは、有為な研究者の海外派遣を推進すること
により、その役割を果たしていくこととしている。

自己点検
評定

S

外部評価
評定

S

【自己点検評価】
　国(文部科学省)が実施する、学術研究の振興に資する取り組みや大学改革のプログ
ラム等の助成事業については、第三者機関が公平・公正に審査・評価業務を実施する
こと及び、各プログラムの趣旨・目的に則した適切な取組を選定することが不可欠であ
る。
　振興会には、平成11年度から科学研究費補助金の審査業務の一部移管が開始さ
れ、公正・公平で透明性の高い審査・評価業務を実施してきており、永年にわたる実績
とそのノウハウが蓄積されている。また、学術システム研究センターの機能を活用するこ
とにより、研究者コミュニティとの信頼関係に基づく強靱な審査体制を構築してきており、
高い信頼性を確保してきている。
　こうした背景から、独法化以降、多くの国の助成事業の審査・評価を実施してきてお
り、平成22年度は、「グローバルCOEプログラム」、「組織的な大学院教育改革推進プロ
グラム」及び「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学研究推進事業」の評価業
務、「大学教育推進プログラム」及び「世界トップレベル研究拠点プログラム（WPI）」の審
査業務を行うとともに、新たに「国際共同に基づく日本研究推進事業」の審査業務等を
実施した。また、人文・社会科学研究の推進については、「人文・社会科学の国際化に
関する研究会」において、人文・社会科学の国際化の現状や問題点について分析を行
い、人文・社会科学を一層強化するための推進方策を検討しているところである。
　公募・審査においては、各事業の目的を達成することができるよう適切な審査要項を
定めるとともに、きめ細やかな情報開示を行うなど、公平・公正に実施したところである。
　今後も、振興会に蓄積されたノウハウを活用しつつ、適切な審査・評価を行い、学術
研究の振興に貢献していく。

自己点検
評定

S

外部評価
評定

S
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外部評価 評定

第一　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

１　総合的事項　１）　学術の特性に配慮した制度運営　

１　総合的事項　２）　業務運営に関する事項　

平成２２年度事業に係る外部評価結果一覧

項目（年度計画）

（１）学術の特性
に配慮した制度
運営

　研究の現状と動向を把握し、研究の課題設定、推進、研究成果の結実、自らが
属する研究分野への貢献の検証は、研究者自身による構想や展望が肝要であ
る。そのことの重要性を十分認識するメンバーからの意見聴取は振興会の事業推
進にとってきわめて有益であり、そのことをシステムとして運営できる体制が確立し
ていることを多としたい。また、ガバナンス関連の業務の効率性、透明性について
も検討を重ねていることが認められる。

Ｓ

（２）評議員会

（３）学術顧問会
議

（４）学術システム
研究センター

（５）自己点検及
び外部評価の実
施

　情報システムの整備に関しては、海外特別研究員事業および多国間国際研究
協力事業の申請を電子化することで、完全電子化のためのインフラ整備がなさ
れ、十分なセキュリティ対策が講じられたことは評価できる。今後はこのインフラを
活用して、さらに多様化すると思われる研究者側からの要望に対して、より細やか
にまた的確に対処することを望む。また、電子化された応募は研究動向の基礎
データとして活用可能であり、その公表にも努められたい。研究費の不正使用は
わが国のアカデミア全体に計り知れない弊害をもたらすこととして、一層の広報活
動を望む。現在でもきわめて効率的な業務運営が行われているが、その努力を今
後とも継続されることが重要である。

Ａ

（６）情報システム
の整備

（７）研究費の不
正使用及び不正
行為の防止

（８）内部統制の
充実
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２　学術研究の助成

（２）助成業務の
円滑な実施

（３）研究成果の
適切な把握及び
社会還元・普及

（４）助成の在り
方に関する検討

（１）審査・評価の
充実

　審査・評価に関しては、学術システム研究センターの機能を有効に活用して、内
外の研究動向を踏まえつつ、審査基準など各種の見直し・改善を図り、審査員の
適切な選考、審査の有効性・透明性の確保によく努めている。交付額の大きい研
究助成に対して目標の達成度評価を厳格に行っている。
　Ｈ22年度は86,000件に上る応募件数を、第一線の研究者から選考した約5,000名
の審査員による書面審査と、約700名の審査員からなる合議審査を経て24,000件
の課題を採択している。この膨大な審査業務を約3ヶ月でこなし、年度初めに採択
内示通知を出していることは永年の仕組み構築の蓄積があるとはいえ、その機能
を十分果たしているといえる。それに加え、審査員一人当たりの平均審査件数を
70件程度に減らしたことで、これまで以上に、より一層適切な審査ができるように
なったことは評価できる。審査結果の通知や支給額の確定などの交付業務では、
電子システムへの対応、未提出問題への対応などにより、若干の遅延が生じた
が、次年度以降での改善を望む。
　助成金の不正使用・不正受給の防止については、研究機関に対する説明会等を
全国各地で実施し、理解増進と個別の注意喚起・助言に努めた結果、不正の防止
が図られた。今後の効果にも期待したい。
　｢科研費NEWS｣のホームページへの掲載や、｢ひらめき☆ときめきサイエンス事
業｣など研究成果の社会還元・普及に努めており、今後ともより広く世間一般の認
識の向上を図って科研費の重要性に対する国民的合意形成に資して頂きたい。な
お、「ひらめき☆ときめきサイエンス事業」が昨年度に続いて盛んになってきた（120
機関、205ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）が、多額の科研費を交付されている有力研究機関のプログラ
ム数が相対的に尐ない。研究当事者に対して研究の重要性や意義を自発的に社
会に伝えるよう自覚を促すことが望まれる。
　助成の在り方に関する検討に関しては、平成２５年度に実施する科学研究費補
助金「系・分野・分科・細目表」の大幅な見直しを見据えて、学術システム研究セン
ター内で学術の動向を調査しつつ検討を始めている。
　H22年度の取組みとして基金化への対応が、一部ではあるが始まったこと、H23
年度予算から文科省と当振興会との競争的資金制度の一元化が図られたことも
大きな前進である。
　成果報告書の未提出が指摘されていたが、Ｈ22年度は本課題に重点的に取組
み、大きく改善されたといえる。長期未提出となっていた658課題や新たに提出期
限が来た6,349課題について督促の強化などの措置を講じ、正当な理由がある8件
を除いて全ての研究成果報告書が提出され、未提出者は皆無となった。今後の再
発防止に向けては、｢科研費取扱要領｣を一部改訂し、未提出課題に対する交付
予定額の非通知や補助事業の執行停止、返還などの罰則規定を設けて防止策を
講じたことは評価できる。また、研究成果報告書が国立国会図書館での冊子体で
の公表から、国立情報研究所のデータベース｢KAKEN｣での公表に移行して、イン
ターネットでのアクセスが可能となり、その有効性が飛躍的に向上していると判断
される。
　不採用となった応募者に対し、評点や不十分と評価された項目などの不採用情
報を開示する取組みが始まったことも評価できる。応募者に対する適切なフィード
バックは、応募案件の課題明確化や応募書類の質の向上に資するだけでなく、審
査の公平性確保や審査員の意識向上を図る上でも重要なことと思われる。将来的
には額の大きな研究種目には応募者からの反論の機会を与えるなど、双方向で
のフィードバックの仕組みも検討して頂きたい。
　応募手続の電子化、審査業務の電子化に続き、Ｈ22年度は交付業務の電子化
が図られるとともに、各種システムの利便性向上など電子システムの導入・活用が
さらに推し進められ、応募者や審査委員の負担軽減にも寄与した。今後も電子シ
ステム化を推進し、業務の効率化を図って頂きたい。
　東日本大震災では大学などの研究機関にも大きな被害が生じ、研究活動に多大
の影響が生じた。振興会では、審査日程の一部延期や、交付申請書提出期限へ
の柔軟な対応、補助金の年度繰越措置など、震災を被った研究者に的確な支援・
便宜を提供したことは評価に値する。

Ｓ
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３　研究者の養成

（１）全般的な取
組み

　平成22年度も例年同様、研究者の養成に係る全ての事業は年度計画に沿って、
機動的、効率的に実施された。特別研究員および海外特別研究員事業の1万1千
人を超える申請のうち新規・継続の採用者6000人（前年度比6.5％増）を含む各種
資金支給も円滑に行われている。
　毎年、学術の動向や研究現場からの要請を反映した各事業の見直しが行われ、
研究者の養成がより効率的に行えるよう、審査関係情報のさらなる開示や申請書
の改定などの改善・充実が着実に進められている。特に、電子申請システムの導
入は、申請者の利便性の向上に寄与する一方、選考・審査業務、資金支給業務を
機能的、効率的に改善している。
　特別研究員制度では、申請者に対して研究者の流動性の促進と渡航を奨励す
る選考方針の提示、海外特別研究員制度では、新しく海外へ渡航する者や新たな
研究課題に挑戦する者への優先権の賦与などの選考方針の改正に加え、平成22
年度より採用者数が大幅に増員されている。さらに大学院博士課程への支援の強
化や、女性委員の登用をはじめとする特別研究員等審査会の充実等も行われ
た。このような審査方針・方法の改正がホームページで公開され、審査の透明性
が確保されている。そのほか、特別研究員に対し、流動性を向上させる仕組みの
構築が進められているが、平成22年度の採用者は、博士の学位を取得した所属
研究室以外の場で研究する割合が9割以上となり、推進が図られている。
　しかし、近年特別研究員（PD, SPD）への申請者の数が減尐しつつある。申請者
の減尐は本事業の成果に影響する可能性があるので、減尐理由を調査する必要
がある。
　出産・育児による研究中断者の復帰を支援する特別研究員(RPD)については、
平成23年度分募集から、採用期間が2年間から3年間に延長され、支援強化が行
われる。こうした改善は、RPDの有効性を高め、出産育児により研究者を断念する
「馬の鞍」型グラフの傾向（30～40代前半の女性研究者が減尐する傾向）の是正
につながり、研究分野における男女共同参画推進への効果が期待される。
　特別研究員(SPD)制度で行われた中間評価と事後評価は、本事業の達成度を
評価する上で不可欠である。また競争的研究資金の受給制限の緩和は、SPDに
更なる研究遂行へのインセンティブを与えるもので、高く評価される。
　特別研究員制度の評価は、いかに優れた人材が育成されたかによって判断され
る。特別研究員と海外特別研究員の約８割の人々が事業終了後、常勤的な研究
教育職に就いていること、日本学術振興会賞受賞者の約半数が特別研究員経験
者であることは、本事業が若手研究者の養成に多大な貢献を果たしていることと、
本事業の選考方針・方法が優れていることを示している。加えて、後に続く若手研
究者を触発する意義を持ち、高く評価できる。
　大学が海外の大学と提携して若手研究者の海外の研鑽の機会を与えるインター
ナショナル・トレーニング・プログラムは、平成22年度は採択30課題、のべ274人の
派遣が実施されている。若手研究者による海外共同研究機関との連携など、今後
の積極的な展開につながる重要な事業である。これらの事業により、若手研究者
の積極的な海外進出が加速されることを期待したい。
　日本学術振興会賞についても、審査員の構成などについて検討を加えており、
平成22年度も25名の極めて優れた受賞者が選ばれている。また、優れた大学院
博士課程在学者を顕彰する制度として、我が国で初めて日本学術振興会育志賞
が創設され、顕彰規定の制定、審査方針の決定、推薦公募の公表、育志賞選考
委員会の設置、受賞者決定等の一連の事業を速やか、かつ的確に実施し、第1回
目の平成22年度には17名が受賞している。今後の学術研究の発展に寄与するこ
とが期待される制度である。
　東日本大震災の被災者への対応も、新たな規則の制定などにより、速やか、か
つ的確に行われた。
　以上、すべての事業が中期計画に従って、公平性・透明性を確保しつつ、限られ
た職員によって直実に効率的に実施され、特に優れた実績が挙げられたと評価す
る。
　なお、研究者養成事業において採用結果のまとめにあたり、女性研究者数の表
記など基本データの記載も実施されることが望ましい。また、各事業を通じて支援
した若手研究者の追跡調査の早急な実施を行い、これらの事業の成果の検証を
行うことを期待したい。

Ｓ

（２）選考審査の
適切な実施

（３）事業の評価
と改善

（４）特別研究員
事業

（５）海外特別研
究員事業

（６）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

（８）大学院生に
対する顕彰（日本
学術振興会育志
賞）

（７）日本学術振
興会賞

（９）若手研究者
の自立的研究環
境整備促進プロ
グラム
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４　学術に関する国際交流の促進

（２）研究教育拠
点の形成支援

（３）若手研究者
育成のための国
際交流支援

（４）アジア・アフリ
カ諸国との交流

（５）研究者の招
致

（６）大学等にお
ける研究環境の
国際化支援

（７）事業の評価
と改善

（１）諸外国の学
術振興機関との
協力による国際
的な共同研究等
の促進

　平成22年度も例年とほぼ同様、日本の学術の国際交流事業の推進の先導的役
割を果たすべく、多様な事業が戦略的、機能的、効果的に実施され、多くの成果が
挙げられた。各事業の審査は公正性、透明性が保証されており、また各事業の業
務遂行状況も把握され、事業実施者との意見交換により事業の実施内容にも改
善がみられている。
　諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進について、
今後の学術ネットワークの発展への寄与が大きいと期待されるブラジルとケニア
の学術振興会との協定が締結されたことは評価できる。しかし、一部の事業の評
価では、実施した日本の機関に対するアンケート調査のみが評価の判断材料とさ
れ、相手国の事業に対する評価は不明である。今後、交流事業の成果を国民に
知らせるには、各事業ごとに評価に適した評価方法を検討する必要がある。また、
ニ国間交流事業等における「固定化、形骸化」等の非効率が生じていないかにつ
いて、点検する評価システムを考案していただきたい。
　研究教育拠点の形成支援については、公正な審査の基で概ね順調に進行して
いると評価できる。今後は、量的な拡大よりも質的な進展を目指して適切に推進し
ていただきたい。
　若手研究者育成のための国際交流支援については、三つの事業それぞれの目
論みと狙いが異なっており、それぞれに意義のある事業と評価できる。特に先端
科学シンポジウム事業は課題提案者の国際的リーダーシップを強化することに貢
献できるので、より重要性が高いものと考えられる。また、セミナー等へ派遣される
優れた若手研究者の選抜と参加者への主体性の賦与、事前検討会の開催などが
行われ、事業の成果を高める努力がなされている。
　アジア・アフリカ諸国との交流については、多岐にわたる内容の年度計画を適切
に実施していると評価できる。また、外部より受けた指摘事項に忠実に対応してい
る。これらの事業は振興会と日本の大学など研究教育機関が主導的役割を果たし
ており、アジア・アフリカの学術振興のドライビングフォースとなることが大いに期待
される。平成22年度よりアフリカ諸国の研究者も論博研究者の対象となったことは
評価できる。
　研究者の招致については、各種の評価の観点からみて実績を挙げつつあると評
価できる。特記すべきは、2010年のタイに続いて中国に１３番目の研究者コミュニ
ティー組織が振興会の支援により形成されたことである。しかし、研究者招聘事業
は予算規模が大きいので、その効果の判断は、費用対効果を十分考慮すべきで
ある。現在の評価指標では国民を納得させることができる説明はできないのでは
なかろうか。効果判定のための指標を作成することは難しいとは思うがぜひ検討し
ていただきたい。
　大学等における研究環境の国際化支援については、特に、大学の若手事務職
員への欧米の海外研究連絡センターにおける一年間の実務研修機会の賦与と、
１３大学による海外研究連絡センターの大学海外事務所としての活用が高く評価
できる。一方、海外研究連絡センターの最も重要な役割の一つである諸外国にお
ける学術動向に関する情報収集力は、我が国の学術研究を進展させるために、よ
り強化されるべきである。特にカイロとナイロビの海外研究連絡センターは日本の
中近東とアフリカを研究対象とする研究者にとっては重要な研究支援機関であり、
これらのセンターの機能強化により、日本の中近東・アフリカ研究の進展が大いに
期待される。現在、“国際事業の在り方に関する検討タスクフォース”でこの点も検
討されており、その結果に期待したい。
　事業の評価と改善については、外部からの答申・提言等による指摘事項に対応
すべく、国際事業のあり方に関する検討タスクフォースを設置して、鋭意検討を進
めてきた。平成２２年度には、拠点大学交流事業、外国開催国際研究集会派遣な
ど終了した事業もある。海外の学術動向や国際情勢、我が国の科学技術基本計
画、文科省独立法人評価委員会報告、振興会外部評価結果等を基に、多くの事
業の見直しに着手し、スクラップ　アンド　ビルドが行われている。平成２３年度に
は、同タスクフォースの検討結果をまとめ、平成２４年度からの抜本的改善を実現
しようとしていることは高く評価できる。ただし、制度全体の統合・メニュー化なども
大切だが、個々の事業の陳腐化を防ぐための方策として、国際事業委員会に関す
る評価組織を設け、事業の効果や効率を可視化する方法の検討を進めると共に、
毎年の事業評価の結果の提示を行うことを提案したい。個々の取組は評価できる
が、マクロに見た場合に海外でどのように評価されるのかという観点から、日本の
プレゼンスを示すプロモーションを実施していくことも重要である。

Ａ
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５　学術の応用に関する研究の実施

６　学術の社会的連携・協力の推進

　産学協力委員会については、設置継続審査の方法の見直しや審査を行う産学
協力総合連絡会議の産業界委員の増員のための検討など、より良くするための
改善がなされている。
　しかしながら、戦前から継続している委員会もあり、学問の発展が時宜を得て適
切に産業界に反映される仕組みになっているか検討が必要と思われる。学問上、
保守的に継続していくことも必要ではあるものの、陳腐化は防がなければならな
い。そのためには、５年ごとの設置継続審査にあたって、見直しの基準を明文化す
るなどの対応をすべきである。厳格に見直しを図って頂きたい。
　一方で、流動的な社会情勢に対応すべく、今後の発展を促すべき適切な研究課
題やニーズの高まりが予想される先導的な研究課題を担うと謳われている研究開
発専門委員会や先導的研究開発委員会（設置期間3年以内）の充実を図るべきと
思われる。
　学術の社会的連携・協力の推進をより強化するため、各種委員会への小額補助
金支給などの支援策も検討して頂きたい。

Ａ

　異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業は、有識
者の意見を得て設定する「課題設定型研究領域」と研究者からの提案に基づき設
定する「公募型研究領域」による構成とすることで、本事業の趣旨に合った成果が
期待できる研究領域（テーマ）を効果的に設定することができた。　さらに振興会の
ホームページ等を通じて積極的に社会へ情報提供を行うなど、透明性の確保にも
配慮している。また、研究費の年度間繰越により、経費の無駄の排除や効果的・
効率的な執行が確保された。これらにより、新しい人文・社会科学の振興に寄与す
ると考えられる。人文・社会科学推進事業は、方法的革新だけでなく地道な集大成
（コルプス）編纂などもきわめて重要であり、将来の課題として検討を望む。

Ａ
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７　国の助成事業に関する審査・評価の実施

（５）大学教育推
進プログラム

（６）世界トップレ
ベル研究拠点プ
ログラム

（７）政策や社会
の要請に対応し
た人文・社会科学
研究の推進

（８）国際化拠点
整備事業（グロー
バル３０）

（２）グローバルＣ
ＯＥプログラム

（３）組織的な大
学院教育改革支
援プログラム

（４）質の高い大
学教育推進プロ
グラム

（１）２１世紀ＣＯＥ
プログラム

　国によって実施される各種の助成事業については、国の定めた制度・方針に
沿ったうえで、審査・評価における公平さ、透明性、信頼性、継続性を確保しつつ、
実効性のある評価を実施することが重要である。
　２１世紀ＣＯＥプログラムについては、教育研究拠点としての取り組み内容を広く
社会へ公表・周知を行った。
　またグローバルＣＯＥについては十分な評価期間を設け、適切な審査体制のも
と、公正で透明性のある中間審査を実施したと認められる。また、２１世紀ＣＯＥプ
ログラムとともに、教育研究拠点としての取り組み内容を広く社会へ情報発信し、
高等教育の向上に努めている。
　組織的な大学院教育改革推進プログラムについて、事後評価に当たっては、セ
キュリテイに配慮しながら、電子評価システムを使用して、効率化を図り、審査に
あっては公平・公正で透明性の高い評価を実施したと認められる。
　質の高い大学教育推進プログラムについても、実施期間終了後の状況調査にあ
たり、調査に係る書類の提出期限の延長など、東日本大震災を考慮したスケ
ジュールを組むこととした。また、ホームページに掲載し、広く公表を図るなどに努
めた。大学教育推進プログラムについては、大学教育推進事業委員会を開催し、
各部会で第３者評価による審査を実施し、組織的に学士力の確保・教育力の向上
を図り、高等教育の質保証の強化に資する３０件の教育プログラムを選定した。
　世界トップレベル研究拠点プログラムについては、実施中プログラムのフォロー
アップを国際的な視点を加えながら行い、新規１拠点については、システム改革お
よび研究内容の観点から審査のうえ決定した。総合科学技術会議の「「国民との
科学・技術対話」の推進について」（平成２２年６月１９日）に基づき、今年度から新
たなアウトリーチ担当者会議を設置して、情報の共有を図るとともに、アウトリーチ
活動の強化をはかった。
　政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進については、５件のプ
ロジェクト研究の最終評価、および４件の中間評価を適切に実施した。
　国際化拠点整備事業についても、平成２１年度採択１３大学の中間評価にあた
り、実地視察の分析による課題の抽出を行うとともに平成２３年度の中間評価につ
いて国際化に資する観点を付加するなど適切な評価のための検討を進めた。
　以上多岐にわたる助成事業に関する審査・評価を適切に実施し、各事業内容の
成果を高めることに寄与している。効率よく、有効に進めるために電子審査・集計
システムを導入すると共に、振興会のホームページも活用した。ただし、各種プロ
グラムの成果が、政策目的に応じて適切な水準で達成できたかの評価が必要で
ある。振興会が全ての評価を行うことが必ずしも制度的に適当でないにしても、事
業実施主体である振興会が行うべきこととして、政策評価のために必要なデータ
ならびに評価指標の整備が必要ではないか。今後鋭意検討いただきたい。加え
て、終了後の追跡評価を新たに実施するための検討およびより一層のアウトリー
チ活動の推進などに着手することにより、国民が助成事業の重要性の理解を深め
ていくものと思われることから、今後の制度の見直しと併せてこれらの検討が進展
することを期待する。

Ｓ
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８　調査・研究の実施

９　広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用

（１）広報と情報
発信の強化

（２）成果の普及・
活用

１０　前各号に附帯する業務

　第２６回国際生物学賞については、国際生物学賞委員会による受賞者の選考、
および、天皇皇后両陛下のご臨席のもとに日本学士院で挙行された授賞式にお
いて、振興会はその事務機能を着実に果たすとともに、同賞基金のための募金活
動も行った。
　学術関係国際会議開催にかかわる募金事務や個別寄付金及び学術振興特別
基金の事業については適切に実施されたが、昨今の経済状況は寄付集めを難しく
している。このような状況下にあっても、基金の取り崩しが行われている事業につ
いては、積極的に広報や理解増進の活動を行い、事業の活性化を図ることが望ま
れる。

Ａ

　学術システム研究センターの重要な役割は、諸外国の学術振興施策の状況、国
内外の学術研究の動向について、研究・調査を行い振興会の事業展開に反映さ
せることである。この趣旨に沿って、本センターは効率的・効果的に研究・調査を推
進し、研究員はその成果を基に広い分野に及ぶ科研費の審査員の選考、審査会
の運営に参加して、審査の適正化・透明性の確保に寄与している。なお、研究員
の研究・調査報告書の公開については、未発表の研究情報や個人情報が含まれ
ていることもあって、全面的な公開には個別に慎重な検討が必要となるために、そ
の公開は一部に留まっている。
　海外を拠点として諸外国における学術動向に関する情報収集については、文部
科学省などからの依頼により、当該国及び周辺諸国の学術交流機関や大学の訪
問調査等も行った。
　学術システム研究センターに求められる研究・調査は学術の全分野に及ぶもの
である。しかし、センターの研究員がカバーできる分野には自ずと限りがあること
への留意と適切な対応が大切であり、この観点から特に異分野の融合、境界領域
や揺籃期にある学術研究の動向に留意することが重要である。

Ａ

　パンフレット、ニューズレター、メールマガジン等の配布や配信は振興会の活動
の内容や調査研究の成果を広く内外の研究者、関係機関に理解して貰うために
役立っていると思われる。その一方で学術振興活動の持続性を保つには、より広
く国民一般の学術への理解増進やサイエンス教育の振興にも資するように努める
ことが大切である。特に、社会一般的にサイエンス離れの傾向が顕著である中、
国民の理解増進のためにどのようにサポートしていくべきか検討すべきである。
　学術システム研究センターの調査・研究の成果の公開について、部分的にせよ
公開を試みたことは評価できるが、公開できる部分を拡大することや発表の方法
を工夫することが望まれる。

Ａ

（１）国際生物学
賞にかかる業務

（２）学術関係国
際会議開催にか
かる募金事務

（３）個別寄附金
及び学術振興特
別基金の事業
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１１　平成２１年度補正予算（第１号）等に係る業務

　先端研究助成業務のうち「最先端研究開発支援プログラム」については、前年度
に引き続き、助成金を交付した。また研究の進捗に応じ補助事業者からの追加交
付請求に対し、速やかに対応したことは評価できる。一方、助成金の執行状況に
ついて現地調査を行い確認するとともに、不適切な執行に関しては助成金の返還
を求めるなど、適切に管理していると認められる。「最先端・次世代研究開発支援
プログラム」については、公募・審査業務を含め、助成業務を適切に遂行した。さら
に前者に対しては、「最先端研究開発支援プログラム加速・強化事業」として、文
部科学省の決定に基づき速やかに補助金を交付し、該当する研究を効果的に加
速強化することに貢献した。また、総合科学技術会議が決定した方針に基づき、プ
ログラム全体ならびに個々の研究内容の公開活動を支援するための「最先端研
究開発支援プログラム公開活動」として補助金を交付した。
　いずれも多年度にわたる規模の大きな助成事業であり、効果的、効率的な事業
運用が望まれる。今後も補助事業者から提出される報告書や、現地調査を通じて
助成金が適正に執行されていることを確認するなどのフォローアップにも的確に対
応して頂きたい。さらに、世界トップレベルの研究成果を目指して事業推進を行うも
のであることから、研究の進捗度を明らかにする仕組みを提案し、実施すべきであ
る。
　若手研究者を海外に派遣する事業では、優秀若手研究者海外派遣事業、組織
的な若手研究者等海外派遣プログラムや、頭脳循環を活性化する若手研究者海
外派遣プログラムを通して、若手研究者の海外派遣を積極的に進めており、若手
人材の育成に貢献している。ただし、事業評価のための指標またはそれに準じる
尺度、留意点を明確にすることが望まれる。また、「頭脳循環を活性化する若手研
究者海外派遣プログラム」については、振興会国際事業委員会において審査・採
択を行い、国際共同研究に携わる若手研究者の海外派遣を支援した。今回の施
策は短期集中的な取組みが要請され、それらに的確に対応したことは評価できる
が、人材の育成や国際化は本来的に中長期的な継続した取組みが必要であり、
今回の施策を継続化する取組みが望まれる。
　若手・女性等研究者への支援の強化を推進する事業のうち、「最先端研究基盤
事業」についても、政府のイノベーション創出推進政策に資することを目的として、
最先端の研究設備の整備・運用に必要な支援を行った。この事業については、支
援事業としての評価基準を明らかにする必要があり、今後の作業が必要ではない
か。

Ｓ

（２）研究者海外
派遣業務

（４）若手・女性等
研究者への支援
の強化

（３）先端研究助
成基金による研
究の加速・強化

（１）先端研究助
成業務
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第二　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

第七　その他主務省令で定める業務運営の効率化に関する事項

２　人事に関する計画

（１）職員の研修
計画

（２）人事交流

（３）人事評定

（４）競争的研究
資金並びに国か
らの委託費及び
補助金により雇
用される任期付
き職員にかかる
人事配置

（５）職員の福利・
厚生

（６）人件費に関
する指標

　業務運営の効率化では削減目標を達成している。職員の能力に応じた人員配置
ではインセンティブを尊重しつつ客観的・公平に実施を図っているが、国立大学法
人等との人事交流については、将来を見据え、計画的に実施する事が大切であ
る。情報インフラ整備に関しては会計システムの改善などによって効率的な業務
運営に寄与した。また、外部委託の促進で不足がちな職員のマンパワーを補い、
随時契約の見直しを徹底すると同時に、監査の適正化をさらに進め、決算情報・
セグメント情報の公開にも努めている。したがって、中期計画を十分に達成したと
評価できる。

Ａ

２ 職員の能力に
応じた人員配置

３ 情報インフラの
整備

４ 外部委託の促
進

５ 随意契約の見
直し及び監査の
適正化

６ 決算情報・セグ
メント情報の公表

７ 基金の管理及
び運用

１ 業務運営の効
率化

　学術の国際化、グローバル化にともない、職員の質的向上はきわめて重要であ
り、そのための語学研修を始めとする各種研修の実施は評価できる。また、人事
交流によって人材が確保され、福利厚生も充実しているので、効率的かつ適切な
業務運営が行われている。
　人件費の削減は適切に実施されているが、人材確保の観点からの人事に関す
る将来計画を策定することも重要である。

Ａ
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自己点検・外部評価全体シート（第1-1-1)）

掲載箇所 中期計画 １頁 年度計画 １頁 事業報告書 ３３頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

　研究者が最適な環境の中で研究活動に専念できる機会が提供できるよう、評議員会、学術顧問会議、学術シス
テム研究センターの機能を活用し、研究者の意見を取り入れることによって、事業の効果が一層顕著になるよう
に制度運営を行った。
　また、今回の東日本大震災に対して、被災により研究遂行が困難となった研究者および大学等研究機関に対し
て、研究費の繰越や手続きの簡素化等を実施し、今後の研究活動の継続性等について配慮するなど、学術支援体
制を充実させた。
　これらの取組みは、振興会が内外の研究者コミュニティから信頼され、学術の振興を担う機関として効率的・
効果的に事業を実施するための最善の仕組みとなっている。

事業・業務の名称：第一　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
　　　　　　　　　１　総合的事頄　１）学術の特性に配慮した制度運営

　学術研究の発展性については無限の可能性があることから、中長期的視点を踏まえ、学術研究の特性に配慮し
た継続的かつ着実な支援策を講じるとともに、研究者コミュニティの信頼と協力を得ながら、その意見を取り入
れる制度運営を実施することが必要である。

１　総合的事頄
（１）学術の特性に配慮した制度運営（p.22）
（２）評議員会（p.23）
（３）学術顧問会議（p.24）
（４）学術システム研究センター（p.25）

１　総合的事頄

（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
り入れる制度運営等を勘案しつつ、事業を進める。
また、各事業の実施に当たっては、関連する事業を実施している機関との適切な連携・協力関係を構築する。そ
の際、我が国の学術研究の振興を図る観点から、大学等において実施される学術研究に密接に関わる事業の特性
に配慮しつつ、事業を行う。

（２）業務運営に関する重要事頄を諮問するための評議員会については、各界・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、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。

（３）業務運営に関し専門的見地から幅広い助言を求める学術顧問会議については、学界を代表する有識者６名
以上で構成し、定期的に開催する。事業実施に当たっては、効果的に成果が上がるよう、高い識見を持つ研究者
の意見を的確に反映させる。

（４）学術システム研究センターに研究経験を有する第一線級の研究者を配置する。センターは、学術振興策や
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。
また、センターの組織運営について、外部有識者の運営委員会への登用等によるガバナンスの強化を図る。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-1-1)）

5．決算額（支出額）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

― ― ―
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ｓ Ｓ Ｓ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

　研究の現状と動向を把握し、研究の課題設定、推進、研究成果の結実、自らが属する研究分
野への貢献の検証は、研究者自身による構想や展望が肝要である。そのことの重要性を十分認
識するメンバーからの意見聴取は振興会の事業推進にとってきわめて有益であり、そのことを
システムとして運営できる体制が確立していることを多としたい。また、ガバナンス関連の業
務の効率性、透明性についても検討を重ねていることが認められる。

Ｓ

　研究者の自由な発想・研究意欲を源泉とし、新たな知的資産を創出することが期待される学
術研究を支援するためには、常に研究者の視点に立った制度運営が必要であり、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適宜事業に反映させることを可能とし、法人
ガバナンスとして有効に機能しているといえる。
　今後は、学術研究を実施している大学等研究機関の現状等を的確に捉え、より一層効果的な
業務運営が実施できるよう、不断の見直しに努めていく。
　また、ガバナンスの強化に向け、業務の効率性・透明性についても引き続き検討を重ねてい
く。

Ｓ

　学術の特性に配慮した広範な事業を実施するためには、１）評議員会、２）学術顧問会議、３）学術システム
研究センターの機能を有効に活用し、研究者コミュニティの意見を取り入れ、中長期的な視点に立った制度運営
を行うことが不可欠である。
　平成22年度においては、特に、学術システム研究センター運営委員会や謝金・研究費の支出を見直すなど学術
システム研究センター機能のさらなる改善を実施することで、研究者の意見を直接かつ迅速に業務の改善に繋げ
られるよう体制の見直しを進めており、引き続き、学術研究の特性に配慮した業務運営を実施することによっ
て、中期計画を達成できるものと分析している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-1)-(1)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ｓ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

　

（5）評価資料

該当なし

（１）学術の特性に配慮した制度運営

　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。
　また、各事業を実施する際には、関連する事業を実施している機関との適切な連携・協力を行う。その際、我
が国の学術研究の振興を図る観点から、大学等において実施される学術研究に密接に関わる事業の特性に配慮し
つつ、事業を実施する。

　平成22年度においては、学界、産業界、大学等の各界の有識者15名による評議員会を2回開催し、振興会の業
務運営に関する重要事頄について審議いただいた。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3回開催し、振興会の各種業務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、大学等で活躍する第一線級の研究者からなる研究員121名（所長1名、
副所長3名、相談役1名、主任研究員19名、専門研究員97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、科学研究費補助金審査委員候補者等の選考、審査結果
の検証、各事業について改善の提言・助言を行うとともに、各事業の審査・評価業務に専門的な見地から関与し
た。また、研究者としての機能（調査・分析能力）を有効に活用し、学術研究動向等の調査・研究を行い、調査
結果を日本学術振興会の事業にフィードバックし、事業の改善に役立てた。
　なお、振興会の各種公募事業にあたっては、科研費審査委員延べ約6,000名以上や特別研究員等審査会委員・
専門委員計約1,850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。
　学術研究の助成、研究者の養成、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等の実施にあたって
は、研究者の視点に立った事業運営が必要であり、上記に記載した多様な手段により、我が国を代表する有識者
の方々が公募事業の審査や事業・業務の在り方を審議する会議に参画する体制を作り、研究者の意見を取り入れ
た制度運営を実施した。

評価の観点 達成度

学術支援体制の整備・充実

　学術研究を推進する研究者が、最適な研究環境の中で研究に
専念できるよう、評議員会、学術顧問会議、学術システム研究
センターの意見を適宜業務に反映できる体制とし、研究者の視
点に立った制度運営を行った。
　また、今回の東日本大震災に対して、被災により研究遂行が
困難となった研究者および大学等研究機関に対して、研究費の
繰越や手続きの簡素化等を実施し、今後の研究活動の継続性等
について配慮するなど、学術支援体制を充実させた。

該当なし

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-1)-(2)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

・独立行政法人日本学術振興会第13回評議員会議事次第、及び第14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４期）

意見が担当者レベルまで浸透で
きる体制

　評議員会には役員、各部長の他、各課長も出席し、平成23年
度の概算要求や中期計画等、振興会の重要事頄について、評議
員会において出された意見等を担当レベルも直接傍聴できるよ
うにした。

評議員会の年2回開催
　平成22年度は、平成22年10月14日に第13回評議員会を、平成
23年3月9日に第14回評議員会を開催（年2回）した。

該当なし

Ａ

（２）評議員会

　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。振興会の業務運営に関する重要事頄について
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。

 独立行政法人日本学術振興会法第13条の規定に基づき、理事長の諮問に応じ、振興会の業務運営に関する重要
事頄を審議する評議員会を設置している。評議員は、学識経験者15名から組織され、文部科学大臣の認可を受け
て理事長が任命している。
 平成22年度においては、平成22年10月14日に第13回評議員会を、平成23年3月9日に第14回評議員会を開催し、
平成23年度の事業展開や中期計画の変更を中心に審議していただき、振興会の業務運営に関する重要事頄につい
て、長期的な視点から幅広く、高い識見に基づく意見をいただくことができた。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-1)-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況

　

（5）評価資料

・ 学術顧問名簿（第４期）
・ 独立行政法人日本学術振興会学術顧問に関する要頄
・ 独立行政法人日本学術振興会学術顧問会議設置要頄
・ 第32回学術顧問会議議事次第
・ 第33回学術顧問会議議事次第
・ 第34回学術顧問会議議事次第

（３）学術顧問会議

　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。

 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7名から構成さ
れており、人文・社会科学から自然科学分野まで幅広く対応できるようにしている。平成22年度においては学術
顧問会議を3回実施し、平成23年度概算要求や主な事業について専門的見地から幅広く審議いただいた。

○平成22年度学術顧問会議開催実績
平成22年6月7日  ：第32回学術顧問会議
平成22年9月6日  ：第33回学術顧問会議
平成23年1月20日 ：第34回学術顧問会議

 なお、平成23年3月24日に第35回学術顧問会議を開催する予定であったが、平成23年3月11日に発生した東北地
方太平洋沖地震の影響により中止した。

評価の観点 達成度

意見が担当者レベルまで浸透で
きる体制

　学術顧問会議に役員の他、関係する部課長も出席し、学術顧
問から出された意見等を直接傍聴できるようにすることで、研
究者の養成、国際関係事業、科研費等の研究助成及び国の助成
事業に関する審査・評価業務等について、専門的な見地からの
意見を事業に反映できるようにした。

該当なし

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-1)-(4)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ｓ

（４）学術システム研究センター

　研究経験を有する第一線級の研究者を任期付研究員として、センター所長、センター副所長（３名）、主任研究員及び専
門研究員に配置する。主任研究員を１名、専門研究員を４名増員し、主任研究員１９名、専門研究員９７名の体制とするこ
とにより、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充実する。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やタスクフォースを設置し、機動的に対応する。
　これらにより、センターが行う学術振興策や学術動向に関する調査・研究体制を整備し、振興会事業における公正で透
明性の高い審査・評価業務や振興会業務全般に対する有効な提案・助言等を行うことを可能とする。

　「学術研究の助成等」、「若手研究者の養成」及び「学術に関する国際交流の促進」等の振興会が審査・評価等を行う
ファンディング事業に対して、研究経験を有する者が最新の学術動向を踏まえつつ審査から評価まで幅広く協働する体制
を整備した。（ただし、審査・採択そのものには、直接関与していない。）
　平成22年度は、主任研究員1名、専門研究員4名を増員し、121名（所長1名、副所長3名、相談役1名、主任研究員19名、
専門研究員97名）の体制で業務を実施した。主な業務としては、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、　「学術研究の助成等」、「若手研究者の養成」及び「学術に関する国際交流の促進」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・評価業務に専門的な見地から関与した。また、重要でかつ継続的に審議が
必要な課題である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。さら
に、平成21年度に設置した「国際事業のあり方に関する検討タスクフォース」にて、多岐にわたる国際事業の整理と見直し
の検討を行った。また、平成22年度に新たに「細目表改正タスクフォース」を設置し、平成25年度から適用する「系・分野・
分科・細目表」の改正案について検討した。
　なお、学術システム研究センターの活動について、研究者等からの一層の理解と協力を得るため、大学や学会等におい
て事業説明会を13回実施した。

評価の観点 達成度

センターの体制の充実

　9領域、50研究分野に第一線の研究者を非常勤の任期付研究員と
して配置し、すべての学問領域をカバーするとともに、所長、副所長、
相談役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す
る体制により、専門性と総合性を有機的に結合させる効果的運営を
行った。
　特に、平成22年度は、総合・複合新領域の充実を図るため情報学
分野の主任研究員を１名増員するとともに、より適切な審査体制の
確立に必要な分野に専門性の高い専門研究員を4名増員することに
より、学術研究の急速な発展と多様化に対応できるよう体制を強化し
たところである。
　また、ガバナンスの強化を目的とした体制の充実として、規程を改
正し、センター運営委員会の構成員の半数程度を外部有識者とする
ことにより、センター運営の方針等を策定するにあたって、多様な視
点からの意見を反映できるようにした。

25
29



自己点検・外部評価個別シート（第1-1-1)-(4)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

研究者ニーズの的確な把握を通
した業務改善への提案・助言

   第一線級の研究者を配置することにより学術研究の現場における
声を的確に把握し、それらが振興会事業運営に反映されるよう提案・
助言等を行った。このことにより、各分野の特性に十分配慮した審
査・評価業務を実施することが可能となった。
　特に22年度は、科学研究費補助金事業及び特別研究員事業に係
るワーキンググループに加え、「国際事業のあり方に関する検討タス
クフォース」において、振興会の国際交流事業の運営について、学術
研究の動向を踏まえた的確な提案・助言を行い、　また、「細目表改
正タスクフォース」において、平成25年度に適用される科学研究費補
助金の分科細目の全面的見直し案を作成するなど、研究者の視点
に立った制度運営の実現に向けて積極的に活動した。さらに、平成
22年度は科学研究費補助金の基金化について、科学研究費事業改
善のためのワーキンググループにて検討を重ね、平成23年2月24日
に、その検討状況を中間整理として、文部科学省科学技術・学術審
議会学術分科会研究費部会にて研究員が報告を行った。

１）「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（全体）」
（イ）諸外国の学術振興方策や学術研究動向の調査・研究、情報発信機能を充実させるべく、学術シス
テム研究センターの体制・機能の強化に取り組むべきである。

３）「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」別表02
　学術システム研究センターの組織運営について、外部有識者の登用等によるガバナンスの強化を図
る。また、センター研究員への謝金支払について、勤務実態を把握した上で支払う。学術研究動向調査
研究に係る経費については、一律支給ではなく、計画書を踏まえて支給する。

２）「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度に係る業務に関する評価」
②評価結果を通じて得られた法人の今後の課題
（ハ）学術システム研究センターの事業については、透明性の強化に向けた見直し・検討が望まれる。
③評価結果を踏まえ今後の法人が進むべき方向性
（ハ）学術システム研究センターのガバナンス強化に向けた検討を行い、民間企業等の外部有識者を非
常勤の研究員として登用するなど透明性の強化に取り組むべき。

４）「平成21年度監事監査結果報告書」　Ⅲ　今後、改善又は検討を希望する事項
１　事業仕分けの結果について
　学術システム研究センターの「学術の振興に関する調査及び研究経費」については、平成22年度から
管理運営費を間接経費とする改善を独自にはかったところであるが、調査及び研究経費の額や名称も
含めて関係者による更なる見直し・検討が望まれる。また研究員への謝金額の算定根拠が不透明との
指摘があったが、これについては研究員の業務の実態に基づいた見直しをお願いしたい。学術システム
研究センターが設置されてから7年が経過したことから、「研究員の在り方」についても再考すべき時期に
来ているものと思料される。

答申・提言等
による
指摘事頄
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-1)-(4)）

（5）評価資料

・学術システム研究センター研究員名簿（平成22年5月1日現在）
・科学研究費補助金の基金化に向けた日本学術振興会・学術システム研究センター科研費ＷＧでの検討状況
・学術システム研究センター 利益相反マネージメント・ポリシー

２）新規の研究員選考にあたっては、学術的な資質面での評価を重視するだけでなく、公平性と適切性
の観点から所属機関と専門性の多様性の確保や地域的なバランス、男女比のバランスに配慮するとと
もに、民間研究機関等からの参画を求めることとし、透明性の強化を図った（平成23年度委嘱分より）。

４）学術研究動向調査等研究に係る経費については、経費の使途を明確にし、実施計画書を精査した上
で、研究費を支給することとした（平成23年度契約分から適用）。また、謝金の支出に係る規程等を見直
し、センター研究員の勤務実態に即して、謝金を支出することとした（平成23年4月から適用）。さらに、学
術システム研究センターの研究員の在り方の検討については、「利益相反マネージメント・ポリシー」の
明文化などに取り組んだ。

３）ガバナンスの強化を目的として、規程を改正し、センター運営委員会の構成員の半数程度を外部有
識者とすることにより、センター運営の方針等を策定するにあたって、多様な視点からの意見を反映でき
るようにし、平成23年第一回学術システム研究センター運営委員会を開催した。
　また、謝金の支出に係る規程等を見直し、センター研究員の勤務実態に即して、謝金を支出することと
した（平成23年4月から適用）。さらに、学術研究動向調査等研究に係る経費については、経費の使途を
明確にし、実施計画書を精査した上で、研究費を支給することとした（平成23年度契約分から適用）。

１）科研費及び特別研究員などの諸事業における審査委員等の候補者案の作成は、学術システム研究
センターの研究員が前年度の審査結果を検証した上で実施しているが、研究員は日々進展している学
術研究動向等を踏まえて業務に従事している。幅広い専門的見地を備えた第一線級の研究者を研究員
として配置することにより、こういった業務がより適切に遂行できる体制を整えている。
　平成22年度は、総合・複合新領域の充実を図るため情報学分野の主任研究員を１名増員するととも、
より適切な審査体制の確立に必要な分野を中心に専門性の高い専門研究員を4名増員することにより、
学術研究の急速な発展と多様化に対応できるよう体制を強化したところである。

見直し状況
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自己点検・外部評価全体シート（第1-1-2)）

掲載箇所 中期計画 １頁 年度計画 １頁 事業報告書 ４８頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第一　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
　　　　　　　　　１　総合的事頄　２）業務運営に関する事頄

１　総合的事頄

（５）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、毎年度事業ごとに実施し、事業の改
善・見直し等を行う。
　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委員を依頼することにより体制を整
備し、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、その結果をホー
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。

（６）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ステムの整備を促進する。

①　公募事業における電子化の推進
　公募事業の応募手続き及び審査業務については、「電子申請システム」を整備し、完全電子化に取り組む。完
全電子化にあたっては、府省共通研究開発管理システムとの連携を図りつつ、積極的に推進する。
　なお、両システムに共通する機能については、業務効率化の観点から十分な検証を行い、重複開発を行わない
ように調整を図る。ただし、応募書類の簡素化が困難である場合など、電子化による費用対効果が見込めない公
募事業については、電子システムの最適化に留意しつつ、柔軟に対応する。
（ⅰ）科学研究費助成事業
　科学研究費助成事業については、応募手続き・審査業務の完全電子化に向けた取組を行う。なお、文部科学省
からの研究種目の移管や制度改善に伴い見直しが必要な場合には、随時開発を実施する。
（ⅱ）特別研究員事業
　特別研究員事業については、申請書等の電子化に向けた取組を行う。なお、推薦書等の第三者による認証が必
要な調書については、なりすまし・改ざんの防止対策が不可欠であり、提出書類の信頼性を確保した上で、応募
手続き・審査業務の完全電子化に向けた取組を行う。
　また、海外特別研究員事業の応募書類の電子化については、海外からの応募にも対応する必要があるため、提
出書類の信頼性が確保できるかを検討した上で、随時開発を行う。
（ⅲ）学術の国際交流事業
　国際交流事業については、公募・審査業務の完全電子化に向けた取組を行う。
　なお、推薦書等の第三者による認証が必要な調書については、なりすまし・改ざんの防止対策が不可欠であ
り、提出書類の信頼性を確保した上で、完全電子化を行う。

②　情報共有化システムの整備
　業務に必要な情報の共有化を促進するとともに、業務用データの更新作業の円滑化を図る観点から、情報共有
ソフトを活用することによって情報システムの整備を行うこととする。

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。
　また、ホームページ内の各記事に、閲覧者からのアンケート欄を設け、ニーズにあった記事内容を提供するこ
とができる仕組みを確立する。

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、情報セキュリティポリシーの遵守を
徹底するとともに、政府の情報セキュリティ対策における方針を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルの構築及び定着を図
る。

（７）助成・支援事業のマネジメントの一環として、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
正受給の防止策を強化する。
　このため、政府等の方針を踏まえ、研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発
管理システムを活用するとともに、審査結果を他の競争的資金の配分機関に迅速に提供する。
　また、研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担のもと、同省の定める
ガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組
の状況等を的確に把握し、必要に応じ、各事業毎に適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監
査を徹底させる。
　また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策について助言、
注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進するとともに、振興会による監査を充実することによ
り不正の防止に努める。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-1-2)）

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

― ― ―
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

１　総合的事頄
（５）自己点検及び外部評価の実施（p.31）
（６）情報システムの整備（p.34）
（７）研究費の不正使用及び不正行為の防止（p.38）
（８）内部統制の充実（p.40）

　法人の業務運営に関する事頄として、情報システムの整備、研究費の不正使用及び不正行為の防止、内部統制
の充実については、法人業務共通の取組となっている。
　情報システムの整備については、効率的な業務運営の観点からも重要であり、研究者の利便性を高めるための
科研費等の電子化を進める上で不可欠なインフラ整備である。
　また、研究費の不正使用等の防止対策、内部統制の充実については、公平性・公正性が強く求められる振興会
の業務の特性を考えても、その強化を図ることが強く求められている。特に、内部統制については、法人の長が
戦略的なマネジメントを行う際に有用な手段（ツール）として、マネジメントの観点から必要性が指摘されてい
る。
　さらに、自己点検・外部評価については、法人が主体的に事業の見直し・改善を進める上で、重要な役割を
担っている。

　業務運営としての情報インフラの整備については、業務の効率化の観点、研究者・研究機関の利便を考慮した
改善を進めたほか、第二次情報セキュリティ基本計画に基づき、セキュリティポリシーの改正にも取り組んだ。
また、研究費の不正防止対策については、研究費が国民の税金により賄われているとの認識にたち体制を整備し
ており、抑止力としての効果が期待されるものとなっている。内部統制の充実については、特に、リスクマネジ
メント体制の強化に取り組んだ。これらの取組みは、法人共通の取組として充実を図ることが求められているも
のであり、改善を進めたことで、結果として法人業務のさらなる信頼性の向上に繋がっている。
　また、自己点検・外部評価については、業務の現状や課題の把握、分析、改善方策を明らかにすることにな
り、迅速に業務改善を図ることが可能となった。

　法人共通の業務として、情報システムの整備、研究費の不正防止対策、内部統制の充実に向
けた取組を実施した。
　具体的には、情報システムの整備について、海外特別研究員事業および多国間国際研究協力
事業の申請を電子化することで、研究者の作業を大幅に簡素化して利便性を高めた。また、振
興会内のセキュリティ対策を一層強化して情報漏洩の防止に努めている。内部統制の充実には
引き続き努めていきたい。
　自己点検・外部評価については、法人自らにチェック機能をもたせることになり、外部評価
委員会の指摘事頄が、業務の改善に反映できている。
　今後は、学術研究を実施している大学等研究機関の現状等を的確に捉え、より一層効率的な
業務運営が実施できるよう、不断の見直しに努めていくこととしたい。

Ａ

（８）適切な業務運営を図るため、管理会計の活用、コンプライアンス及びリスクマネジメント体制の整備、わ
かりやすい情報開示等による内部統制の充実を図る。
　また、法定監査のほか、監事による監査を受けることにより、給与水準のみならず、法人業務全般について厳
格なチェックを受ける。その際、国民の理解と信頼が得られるよう、監査の結果をホームページ等で公開する。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-1-2)）

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ａ Ａ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

Ａ

　情報システムの整備に関しては、海外特別研究員事業および多国間国際研究協力事業の申請
を電子化することで、完全電子化のためのインフラ整備がなされ、十分なセキュリティ対策が
講じられたことは評価できる。今後はこのインフラを活用して、さらに多様化すると思われる
研究者側からの要望に対して、より細やかにまた的確に対処することを望む。また、電子化さ
れた応募は研究動向の基礎データとして活用可能であり、その公表にも努められたい。研究費
の不正使用はわが国のアカデミア全体に計り知れない弊害をもたらすこととして、一層の広報
活動を望む。現在でもきわめて効率的な業務運営が行われているが、その努力を今後とも継続
されることが重要である。

　情報システムの整備に関しては、中期計画に記述のある電子化の推進を着実に進めることで研究者の利便性を
高めながら、費用対効果の面で必ずしも有効でないものについて引き続き検討を行っている。また、研究費の不
正行為等の防止については、ガイドライン等に基づき、その取組を強化することとしている。内部統制の充実に
ついては、リスクマネジメント体制を強化強化したことで、中期計画を十分に達成できる見込みとなっている。
　自己点検・外部評価については、引き続き法人運営、事業の実施状況を効果、効率化の観点から評価を行うこ
とによって業務の改善が迅速かつ効果的に実施できるものとしており、中期計画を達成できるものと思料する。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(5)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ自己点検評価の効果

　 「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、「独立行政法人日本学術振興
会平成23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22年度事業の評価手法について」を策定し、全職員が
共通認識のもとに自己点検評価を実施した。その結果、業務の現
状、課題の把握、分析、改善方策等が明らかになり、迅速に業務の
改善を図ることが可能となった。

（５）自己点検及び外部評価の実施

①自己点検
 平成２１年度事業に係る自己点検については、「独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会規程」、
「独立行政法人日本学術振興会平成２２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２
１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。

②外部評価
 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。
 外部評価の結果は、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。

①　自己点検評価
　平成22年度事業における自己点検評価について、「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23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22年度事業の
評価手法について」に基づき、必要な評価資料を作成するとともに、作業部会を経て平成22年6月1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。
　自己点検評価結果については、外部評価委員会に提出し、外部評価の基礎資料として活用された。また、文部科学省
独法評価委員会科学技術・学術分科会日本学術振興会部会（第25回・平成22年7月6日）にも外部評価結果と共に参考資
料として提出した。

②　外部評価
　平成22年度事業における外部評価について、「独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会規程」及び「独立行政法
人日本学術振興会外部評価実施要領」に基づき、第1回外部評価委員会を平成22年6月3日、第2回外部評価委員会を平
成22年7月1日、及び第3回外部評価委員会を平成22年7月15日に実施し、外部評価報告書を取りまとめた。また、この間
に、外部評価委員に対し業務実績についての個別説明を実施した。
　上記の作業により、振興会の事業・業務の実施状況について、振興会に属さない外部評価委員による第三者評価を行う
ことで、公正で客観的な評価を実施した。評価結果については、振興会のホームページにて公開したするとともに、文部科
学省独法評価委員会科学技術・学術分科会日本学術振興会部会に参考資料として提出した。
　評価結果については、業務運営の改善等に反映した。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(5)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による指摘事項

見直し状況

「独立行政法人等が行う事業の横断的見直しについて」３．組織管理（ガバナンス）の強化
（２）事業の審査、評価
　各法人における事業の内部審査や評価について、法人内部限りで自己完結させず対外的な透
明性も確保しつつ、事業の実効性が上がるよう所要の見直しを行う。

　各種事業の審査に当たっては、より適切な審査員を選考するため、前年度の審査結果を学術
システム研究センターの研究員が検証し、次年度の審査委員候補者案作成に反映している。
　また、法人の評価に当たっては、毎年度、自己点検評価のほか外部評価を実施しており、振
興会に属さない外部評価委員による第三者評価を行うことで、透明性を確保しつつ、公正で客
観的な評価を実施している。外部評価結果で受けた指摘は、次年度に反映状況のフォローアッ
プを実施することで、業務運営の改善に確実に反映できるようにしている。

外部評価結果の反映

　外部評価を実施することによって、職員が、効率性、有効性、透明
性などを認識した上で業務に取り組む姿勢が顕著となり、特に、業務
を効率的に実施する上で相応の効果をもたらした。
　また、外部評価結果を適宜、業務の改善に反映するとともに、評価
報告書を文部科学省独立行政法人評価委員会に報告することに
よって、同委員会の評価の結果に反映された。
　なお、指摘事項の反映状況については、事業毎に記載してある。

評価結果の公開

　

　自己点検・外部評価報告書を冊子としてとりまとめたほか、自己点
検・外部評価結果をホームページにて公開した。
　また、規程、実施要領とともに評価指針を示した評価手法や外部評
価委員名簿等も公開し、透明性を確保した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(5)）

（5）評価資料

自己点検評価・外部評価報告書(平成21年度事業）
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(6)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（６）情報システムの整備

①公募事業における電子化の推進
　研究者へのサービス向上等を図るため、募集要頄・応募様式等の書類は、原則としてすべての公募事業におい
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。
なお、拡充に当たっては、文部科学省が開発・運用を行っている府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の連
携活用を模索し、柔軟な実現方法を検討する。
（ⅰ）科学研究費補助金事業
　研究活動スタート支援の交付申請書受付に向け、電子申請システムに異動情報入力機能等を追加する。
　また、他の研究種目における交付申請書受付の電子化について、検討を行う。
（ⅱ）特別研究員事業
　申請者及び審査員がシステムに登録したデータを利用し、審査会等で必要となる各種書類を出力できる機能を
向上させ、審査準備にかかる期間の短縮を図る。
　海外特別研究員については、申請者が直接データを登録するシステムの構築を行う。
　また、電子申請を受付ける際に障害となる推薦書等の第三者による認証が必要な調書の電子化について、引き
続き検討を行う。
（ⅲ）学術の国際交流事業
　公募・審査手続きの完全電子化に向けた検討を行い、必要に応じて項次電子化を行う。
　また、電子申請を受け付ける際に障害となる推薦書等の第三者による認証が必要な調書の電子化について、引
き続き検討を行う。

②情報共有化システムの整備
　振興会事業全般の情報共有として、グループウェアを用いた情報共有化を推進し、横断的かつ業務効率化に資
するデータベースを引き続き構築する。
　また、外部機関と電子ファイルを共有しつつ作業を行う際には、情報セキュリティを確保したうえで情報共有
を実現する仕組みを構築する。

③ホームページの充実
　公募情報を中心として、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し、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。
　また、ホームページの管理システムを刷新し、更新に係る作業時間の短縮を図る。
　また、ホームページの情報量増加に伴い、閲覧者が必要な情報にアクセスしづらくなりつつあるため、利用者
へのアクセシビリティを考慮し、各事業のページについて、項次見やすさ・わかりやすさを改善したページに再
構築する。

④情報セキュリティの確保
　情報セキュリティポリシーの遵守を徹底するため、ポリシー遵守のためのマニュアル等を整備し、ポリシー遵
守の手項を明確にする。
　また、職員等に対して情報セキュリティに関する意識を高めるために、セキュリティ講習を年1回実施する。

①　公募事業における電子化の推進
　研究者へのサービス向上等を図るため、募集要頄・応募様式等の書類は、原則としてすべての公募事業におい
てホームページからダウンロードできるように便宜を図った。
　研究者からの申請書類を電子的に受け付ける電子申請システムについては、従来の公募事業を継続して実施す
るに当たり、制度改正に伴うシステム改修だけでなく、交付申請業務への電子化拡充をはかり、一部種目につい
て実施しているところであるが、全種目対応の実現にむけて必要な機能追加及び改修を行った。
　また、その他の事業への電子化拡充にあたってはe-Radの連携活用を検討し、国際事業の一部についてe-Radに
よる申請受付を実施した。、

（ⅰ）科学研究費補助金事業
　交付申請手続きの電子化をより一層進めるため、研究活動スタート支援の交付申請手続きにおいて、従来紙で
提出を行っていた、「転出報告書」及び「間接経費辞退届」の手続きを電子申請システムで行えるよう改修を
行った。
他の研究種目における交付申請書受付の電子化について、研究活動スタート支援の交付申請手続きの電子化を踏
まえ、実現に向けた検討を実施した。
　また、電子申請システムに障害が発生しても、申請手続きが継続できるよう、インターネット接続用回線や
ネットワーク・サーバ機器類を全て二重化し、耐障害性を高めた。さらに、応募が集中する時期においては、電
子申請システムについて利用者から多数の問い合わせが寄せられることから、十分に対応できるよう、受付時間
の夜間延長及び休日受付を行うなど、利用者の利便性向上を図った。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(6)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

（ⅱ）特別研究員事業
　特別研究員及び海外特別研究員に係る審査帳票機能について、システム改修を行った。これにより審査準備における
効率化が図られた。
　海外特別研究員の電子申請システム導入については、日本国内の大学等に所属せず、海外の大学等で研究を行って
いる者からの申請受付が隘路となっていたが、個人での申請受付ができるようシステム改修を行い、平成23年度からの電
子申請を可能とした。
　平成23年度追加採用分及び平成24年度採用分海外特別研究員の同時募集に対応するため、システム改修を行った。
なお、運用については平成23年度に実施予定。
　また、推薦書等の第三者による認証が必要な調書の電子化について、具体的な実現方法の検討を行った。システム面
だけでなく運用面についても考慮した上で引き続き検討を行うこととなった。

（ⅲ）学術の国際交流事業
　平成22年度に初めて審査を行った多国間国際研究協力事業（G8 Research Councils Initiative）について申請受け付け
の電子化を検討した。その結果、振興会独自の機能を持たないe-Radの持つ機能のみで運用上の問題がないことが検証
できたため、e-Radによる申請受け付けを実施した。
　なお、既に電子化を行っている事業については、機能改修を行い、利用者の利便性向上を図った。
　また、推薦書等の第三者による認証が必要な調書の電子化について、具体的な実現方法の検討を行った。システム面
だけでなく運用面についても考慮した上で引き続き検討を行うこととなった。

②　情報共有化システムの整備
　振興会内で全職員が共有すべき情報については、グループウェアを利用した掲示板及び内部ポータルページを構築し、
必要な情報が振興会全体ですぐに共有できるようにしているところであるが、振興会外部との大容量データファイルの共
有に関する需要が増えたことから、振興会外部ともセキュアな環境でデータの受け渡しができる振興会専用のオンライン
ストレージを導入した。これにより、従来はCD等の郵送で対応していたデータの受け渡しを、国内外を問わず、安全かつ
適時にネット上で行うことが可能となり、業務の効率化に寄与した。

③　ホームページの充実
公募情報を中心として、振興会の事業内容に関する最新情報をホームページで迅速に提供し、平成22年度は約661万人
の訪問者及び約4,069万ページが閲覧され、振興会の事業内容を広く国民に周知するための重要な手段の一つとなって
いる。
本年度は、昨年度導入したホームページ管理システムの運用を開始し、情報更新のスピードアップを実現した。また、利
用者のアクセシビリティを考慮した、見やすく分かりやすいページデザインの統一基準を作成し、これに則って約20事業の
ホームページの再デザインを行った。

④　情報セキュリティの確保
　情報セキュリティポリシーの遵守を徹底し、情報セキュリティに関する意識を高めるために、職員等を対象としてセキュリ
ティ講習を開催した。
　また、政府の第２次情報セキュリティ基本計画に基づき、情報セキュリティポリシーを改正するとともに、それに倣ったポ
リシー遵守のためのマニュアル（情報セキュリティポリシー実施手順書）案を作成し、ポリシー遵守の手順を明確にする準
備を進めた。
　さらに、振興会の保有する情報システムについて、外部の専門業者によるセキュリティ監査を実施し、その結果をもとに
対策を行うことにより、各情報システムの情報セキュリティの確保を、より厳重に行った。これらの対策により、平成22年度
に情報漏洩などセキュリティ事案は発生しなかった。

Ａ

電子システム整備に伴う（業務
の）効率化

　振興会内で全職員が共有すべき情報については、グループ
ウェアを利用した掲示板及び内部ポータルページを構築し、必
要な情報が振興会全体ですぐに共有できるようにしているとこ
ろであるが、振興会外部との大容量データファイルの共有に関
する需要が増えたことから、振興会外部ともセキュアな環境で
データの受け渡しができる振興会専用のオンラインストレージ
を導入した。これにより、従来はCD等の郵送で対応していた
データの受け渡しを、国内外を問わず、安全かつ適時にネット
上で行うことが可能となり、業務の効率化に寄与した。

府省共通研究開発管理システム
との連携

　事業の電子化拡充にあたり、e-Radの連携活用を検討した結
果、国際事業の一部（多国間国際研究協力事業（G8 Research
Councils Initiative））については、e-Radの持つ機能のみで
運用上の問題がないことが検証できたため、e-Radによる申請
受け付けを実施した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(6)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

４）「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　ホー
ムページの充実」
　引き続き、情報提供量だけでなくホームページの構成等についても配慮しユーザーの立場に
立ったHP運営を行うことが必要である。

答申・提言等
による
指摘事頄

３）「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　電子
化の活用」
　引き続き電子化を進め、ユーザーの利便性及び業務の効率化を図るよう、より一層の充実を
期待する。

１）「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　情報システムの整備に関しては、科研費の応募手続きの完全電子化のためのインフラ整備が
なされ、十分なセキュリティ対策が講じられたことは評価できる。今後はこのインフラを活用
して、より多様化すると思われる研究者側からの要望に対して、より細やかにまた的確に対処
することを望む。

５）「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（頄
目別－2）」
　情報セキュリティの重要性が増してきており、２４時間外部監視や外部データセンターでの
運用、職員に対する情報セキュリティ講習会など、引き続き情報セキュリティの確保に努める
必要がある。

セキュリティ対策

　情報セキュリティポリシーの遵守を徹底し、職員等に対して
情報セキュリティに関する意識を高めるために、職員等（４５
人）を対象としてセキュリティ講習を開催した。
　また、政府の第２次情報セキュリティ基本計画に基づき、情
報セキュリティポリシーを改正するとともに、それに倣ったポ
リシー遵守のためのマニュアル（情報セキュリティポリシー実
施手項書）案を作成し、ポリシー遵守の手項を明確にする準備
を進めた。
　さらに、振興会の保有する情報システムについて、外部の専
門業者によるセキュリティ監査を実施し、その結果をもとに対
策を行うことにより、各情報システムの情報セキュリティの確
保を、より厳重に行った。これらの対策により、平成22年度に
情報漏洩などセキュリティ事案は発生しなかった。

２）「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　電子化された応募情報は研究動向の基礎データとして活用可能であり、キーワード等による
研究動向のあり方などの統計結果の公表にも利用できると思われる。公表に向けた今後の取組
みに期待する。

「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」
　情報システムの整備に関しては、e-Radとのログイン機能の統合など連携を強化することで、
完全電子化のためのインフラ整備がなされ、十分なセキュリティ対策が講じられたことは評価
できる。今後はこのインフラを活用して、さらに多様化すると思われる研究者側からの要望に
対して、より細やかにまた的確に対処することを望む。また、電子化された応募は研究動向の
基礎データとして活用可能であり、その公表にも努められたい。

電子情報（ホームページ）の充
実

　公募情報を中心として、振興会の事業内容に関する最新情報
をホームページで迅速に提供し、平成22年度は約661万人の訪
問者及び約4,069万ページが閲覧され、振興会の事業内容を広
く国民に周知するための重要な手段の一つとなっている。
　また、平成21年度に導入したホームページ管理システムの運
用を開始し、情報更新のスピードアップを実現した。また、利
用者のアクセシビリティを考慮した、見やすく分かりやすい
ページデザインの統一基準を作成し、これに則って約20事業の
ホームページの再デザインを行った。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(6)）

（5）評価資料

該当なし

１）電子申請システムの改修に当たっては、研究者や機関担当者からの要望等についても考慮
した上で実施している。なお、システムに対する要望は、電子申請システム上に受付機能を設
けており、細やかな要望を把握し、的確に対処するよう努めているところ。

４）ホームページについては、利用者のアクセシビリティを考慮した、見やすく分かりやすい
ページデザインの統一基準を作成し、これに則って約20事業のホームページの再デザインを
行った。

見直し状況

５）情報セキュリティの確保については、引き続き外部監視、外部データセンタでの電子申請
システムの運用を行っており、外部からの脅威に対処するとともに、職員へのセキュリティ研
修を行うことにより、各職員への情報セキュリティ意識の向上を徹底している。
　また、政府の第２次情報セキュリティ基本計画に基づき、情報セキュリティポリシーを改正
するとともに、それに倣ったポリシー遵守のためのマニュアル（情報セキュリティポリシー実
施手項書）案を作成し、ポリシー遵守の手項を明確にする準備を進めた。
　さらに、振興会の保有する情報システムについて、外部の専門業者によるセキュリティ監査
を実施し、その結果をもとに対策を行うことにより、各情報システムの情報セキュリティの確
保を、より厳重に行った。

２）電子化された応募情報を元にしたキーワード等による研究動向のあり方に係る統計情報に
ついては、以下のとおり既に公表済みである。
・「過去２か年の分野別　キーワード　上位５頄目（平成２２年度）」
(http://www.mext.go.jp/component/a_menu/science/detail/__icsFiles/afieldfile/2011/02/
24/1302515_18.pdf)
・「平成２２年度科学研究費補助金（基盤研究等）細目別　新規応募・採択件数一覧」
(http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/27_kdata/data/3-2-4.pdf)

３）電子申請システムについては、制度改正等に伴う改修を実施する際に、研究者や機関担当
者からの要望を踏まえた、利便性向上及び業務効率化に繋がる機能改善をあわせて実施した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(7)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

不正防止対策の強化

　研究費の不正使用及び研究活動の不正行為があった場合は、
厳しい措置で対応すること、「研究機関における公的研究費の
管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく研究費の管
理・監査体制の整備及びその実施状況等についての報告書を文
部科学省に提出することを各種公募事業の募集段階で明記して
おり、各研究者及び研究機関に対して周知できるよう工夫して
いる。なお、研究費の不正使用及び研究活動の不正行為があっ
た場合は、ペナルティを課すこととしており、研究費の不正使
用及び研究活動の不正行為の防止に実効性を持たせている。

Ａ

告発窓口の整備と利便性への配
慮

　競争的資金等に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使
用の告発受付窓口を設置していることを振興会のホームページ
上で案内しており、「研究活動の不正行為への対応に関する規
程」及び「競争的資金等の不正使用等への対応に関する規程」
に定める告発者が留意すべき事頄について公開している。ま
た、告発は、電話、ファックス、手紙の他に、電子メールでも
受け付けており、様々な手段が利用できるよう配慮している。

（７）研究費の不正使用及び不正行為の防止

　事業説明会実施時等において、研究費の不正使用及び不正行為の防止策についての助言、注意喚起等を行い、
国のガイドライン等に基づき、不正の防止に対する研究機関の取組の強化及び研究者の意識改革の促進などによ
り不正の防止に努める。

　「研究活動の不正行為への対応に関する規程」（平成18年規程第19号）及び「競争的資金等の不正使用等への
対応に関する規程」（平成20年規程第3号）を整備しており、振興会各種事業の募集の際には、その募集要頄に
おいて、研究費の不正使用及び研究活動の不正行為があった場合は、厳しい措置で対応する旨を記載している。
また、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成19年2月15日文部科学
大臣決定）別紙にある『競争的資金等』の一覧に該当する事業については、標記ガイドラインに基づく研究費の
管理・監査体制の整備、及びその実施状況等についての報告書を文部科学省に提出することを応募要件としてい
る。
　また、科学研究費補助金等、事業説明会を行っている事業については、不正使用・不正行為を防止するため、
事業説明会等の場において、研究者及び研究機関の事務担当者に注意喚起、指導を行い、不正使用や不正行為に
対する認識を高めた。なお、平成18年8月の科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会報告
「研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて」及び平成18年9月の文部科学省通知「研究費の不正な
使用の対応について」を踏まえ，振興会に競争的資金等に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使用の告発
受付窓口を設置している。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(7)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）評価資料

見直し状況

１）研究費の不正使用、研究活動の不正行為の防止のため、各種事業の公募要領において、不
正使用及び不正行為を行った場合は、振興会の競争的資金に一定期間応募できなくなること等
を明記することにより注意喚起を行い、また事業説明会等においても注意喚起を行う等、引き
続き、研究費の不正使用防止策の着実な実施に取り組んでいる。

２）研究費の不正使用については、研究者に支援する研究費等が国民の貴重な税金からまかな
われていることを十分に認識し、研究者や大学等にもアピールしているところである。

・「研究活動の不正行為への対応に関する規程」（平成18年規程第19号）
・「競争的資金等の不正使用等への対応に関する規程」（平成20年規程第3号）
・競争的資金等に係る研究活動の不正行為及び研究費の不正使用の告発受付窓口の設置について

答申・提言等
による
指摘事頄

１）「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価（全
体）」
（イ）（略）引き続き研究費の不正使用等防止策の着実な実施や研究費の効率的使用のための
配分機関としての取組に努めるべきである。

２）「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　研究費の不正使用はわが国のアカデミア全体に計り知れない弊害をもたらすこととして、一
層の広報活動を望みたい。現在でもきわめて効率的な業務運営が行われているが、その努力を
今後とも継続されることを望む。

「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」
　研究費の不正使用は我が国のアカデミア全体に計り知れない弊害をもたらすこととして、一
層の広報活動を望む。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(8)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（８）内部統制の充実

　監事監査については、一般的な業務・会計監査のほか重点頄目を引き続き設けることとし、外部監査について
は監査法人による任意監査を受ける。
　なお、平成２２年度の決算については、事業報告書（会計に関する部分のみに限る）、財務諸表及び決算報告
書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受ける。

①　法人の長のマネジメント体制
　独立行政法人制度の下、振興会の意思決定は法人の長である理事長が行っている。しかし、振興会では、理事
長の職務の遂行を補佐し、業務の適正かつ円滑な執行を図るため、理事長及び理事で構成する「役員会」を設置
し、予算、事業計画、規程の制定等、重要事頄について審議することで理事長の判断に資することとしている。
なお、監事は、独立行政法人通則法で振興会の業務を監査し、理事長に意見を提出できるとされているが、それ
に加えて、振興会においては「役員会」に出席し、必要な意見を述べることができることとなっている。
　また、独立行政法人日本学術振興会法第13条の規定に基づき、理事長の諮問に応じ、振興会の業務運営に関す
る重要事頄を審議する評議員会を設置している。評議員は、学術界、産業界、大学等を代表する学識経験者15名
から組織され、文部科学大臣の認可を受けて理事長が任命している。さらに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
言を求めている。これら、評議員会、学術顧問会議の意見や助言により、国民や研究者のニーズが理事長のマネ
ジメントに活かされるような方策をとっている。
　以上のようなマネジメント体制により理事長が法人としての適切な意思決定を行っているところである。

②　業務の有効性・効率性
　各事業の実施に当たっては、事業実施の手項・方法を規定した事業の取扱要領等を作成しており、それらに
従って事務を行うことで、各事業が、恣意的にならず、常に公平・公正で効率的に行われるようになっている。
　また、その取扱要領に従って事業が実施されているかどうかは常に監督権者である管理職員が確認しているほ
か、主計課監査係においてもチェックを行っている。
　さらには、自己点検評価及び外部評価を毎年度事業ごとに実施し、自ら事業の改善・見直し等を行うととも
に、外部評価における指摘を業務運営の改善等に的確に反映させている。

③　法令等の遵守
　法人の長である理事長は、定期的に全役職員に訓辞を行い、振興会の使命と社会的役割を説明するとともに、
法令や規程の遵守、情報セキュリティー、健全な職場環境の形成等について、全役職員が徹底的に取り組むよう
指示している。平成22年11月には役職員が遵守すべきこれらの事頄をまとめた、「独立行政法人日本学術振興会
行動規範」を策定し、ホームページに掲載し、振興会内外に対して周知を図った。
　なお、健全な職場環境の形成は、問題の早期発見や業務改善ための重要な要素の一つとしてとらえ、問題が発
生した場合等に報告や相談をしやすい環境を形成するため、理事長による訓辞を実施した。さらには、理事長が
各部署を巡回し、担当者とコミュニケーションの場をもつことにより、業務改善の意見を認識できるよう、また
問題の早期発見を可能ならしめるよう努力している。

④　リスク管理について
　平成22年11月1日に「独立行政法人日本学術振興会リスクマネジメントに関する要頄」を定め、リスクマネジ
メント体制を強化した。なお、リスクマネジメント体制強化の一環として、平成23年3月16日に監査法人とリス
クマネジメント及び内部統制の在り方等について意見交換を行った。平成23年3月17日にはリスクマネジメント
委員会を開催し、東北地方太平洋沖地震への対応を協議した。

⑤　監査の体制整備
　独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）における監事の在り方を含めた内部統制について
の指摘を踏まえ、管理会計の活用、監事監査・監査法人のサポートによる内部統制の充実、わかりやすい情報開
示等による内部統制の充実の検討に着手した。
　管理会計の活用の一環として、決算・セグメント情報の公表に向け、会計システムを利用して、事業毎に執行
管理を行った。
　監査体制については、主計課監査係による日常的なチェックを実施した上で、監事監査を実施する体制を整え
ており、監事監査にあたっては、監査室が補佐することとしている。平成22年度は引き続き従来の体制で監査を
実施した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(8)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

　理事長は、定期的に全役職員に訓辞を行い、振興会の使命と
社会的役割を説明するとともに、法令や規程の遵守、情報セ
キュリティー、健全な職場環境の形成等について、全役職員が
徹底的に取り組むよう指示している。また、平成22年11月には
役職員が遵守すべきこれらの事頄をまとめた、「独立行政法人
日本学術振興会行動規範」を策定し、ホームページに掲載し、
振興会内外に対して周知を図った。

評価の観点 達成度

⑥ 監事監査の実施
　監事監査については、振興会の業務内容や財務内容をはじめ、入札・契約の内容「随意契約等見直し計画」の
実施状況、随意契約から競争入札に移行したもののうち一者応札となっているものについて、更には、給与水準
の状況、給与水準の適正化に向けた取り組みについて監査を受けた。
　また、重点的に監査する頄目として平成22年度は「検収体制について」、「契約業務の改善状況について」、
「基金の管理について」を実施した。
　監事は監査実施のための情報収集等も行い、平成23年12月1日開催の「独立行政法人、特殊法人等監事連絡会
第９部会」に出席し、他機関の監事同士の情報交換・連携も図っている。

　平成22年11月1日に「独立行政法人日本学術振興会リスクマ
ネジメントに関する要頄」を定め、リスクマネジメント体制を
強化した。なお、リスクマネジメント体制強化の一環として、
平成23年3月16日に監査法人とリスクマネジメント及び内部統
制の在り方等について意見交換を行った。平成23年3月17日に
はリスクマネジメント委員会を開催し、東北地方太平洋沖地震
への対応を協議した。

Ａ

業務のチェックが適切に働いて
いるか

　平成22年度決算に向けて監査法人から会計業務全般の内部統制
についてのチェックを受け、可能なものより対応することとした。

職員の正確性・合規性の向上

　平成22年度財務諸表等について、独立行政法人通則法第40条
により文部科学大臣から選任された会計監査人による法定監査
を受けた。また、契約業務について、若手職員を対象とする勉
強会を総務部主催で実施するなど、職員の合規性、公正性の向
上を図った。

リスクマネジメントの強化

　事業実施の手項・方法を規定した取扱要領等に従って事業が
実施されているかどうかは常に監督権者である管理職員が確認
しているほか、主計課監査係においてもチェックを行ってい
る。
　さらには、自己点検評価及び外部評価を毎年度事業ごとに実
施し、自ら事業の改善・見直し等を行うとともに、外部評価に
おける指摘を業務運営の改善等に的確に反映させている。

法令等の遵守

重点頄目監査の実施

　監事において、重点頄目として「検収体制について」、「契
約業務の改善状況について」、「基金の管理について」を設定
し、監査を実施した。「契約業務の改善状況」については、監
事、外部有識者をメンバーに含む契約監視委員会において改善
状況を報告した。

監査法人による内部統制の確認

41
45



自己点検・外部評価個別シート（第1-1-2)-(8)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

７）「平成21年度監事監査結果報告書」Ⅲ　今後、改善又は検討を希望する事頄
４　その他
　振興会では、平成15年10月に役職員倫理規定が制定され、毎年度当初には各職員に「振興会
職員の心得」が配布され、その中で「法令・規程の遵守」の必要性が述べられている。また初
任者研修においても、同様な指摘に加えて、「情報セキュリティ」、「職員のメンタルヘル
ス」等の研修がなされていることは評価できるが、さらに「見える化」の視点から、振興会と
してのコンプライアンスポリシー等の開示が望まれる。

答申・提言等
による

指摘事頄

１）「整理合理化計画　Ⅲ－２－(1)内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備」
①業務遂行体制の在り方
イ　各独立行政法人は、民間企業における内部統制制度の導入を踏まえ、独立行政法人におけ
る役職員の職務執行の在り方をはじめとする内部統制について、会計監査人等の指導を得つ
つ、向上を図るものとし、講じた措置について積極的に公表する。

ウ　独立行政法人における監事の在り方を含めた内部統制の在り方について、第三者の専門的
知見も活用し、検討を行う。

６）「独立行政法人の抜本的な見直しについて　２．見直しの視点　(3) 組織体制及び運営の
効率化の検証」
① 独立行政法人制度の基本理念と国の関与の実態を踏まえ、内部ガバナンス、国の関与の在り
方をどう構築すべきか。また、厳格なコンプライアンスをどう確立すべきか。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅲ－４－②　管理運営の適正化
○　また、事業費等については、所要額の見積りの考え方を明確にするなど、必要な経費を積
算段階から精査できる取組を行い、徹底した透明化、合理化を図るとともに、運営費交付金に
ついて、国の予算のガバナンスの観点から、その在り方を検討する。
○　組織のコンプライアンスの確保を推進するため、内部監査業務を的確に実施する体制を整
備する。

５）「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（内部
統制の充実）」
・振興会は、1,500億円を超える研究費等の支援事業を行っており、ガバナンス、コンプライア
ンスを意識し業務を行うことが必要であり、監事による監査のみならず、監査法人による任意
監査を実施するなど、内部統制の向上のための努力が伺える。今後は、内部統制の向上を図る
とともに、講じた措置について公表することが必要である。

３）
オ　各独立行政法人は、その業務・マネジメントに関し国民の意見募集を行い、業務運営に適
切に反映させる。

４）
④監事監査等の在り方
カ　監事の在り方を含めた内部統制の在り方について、第三者の専門的知見も活用し、検討を
行う。

１）＜イ及びウについて＞
　内部統制については、監査法人や民間企業経験者から、検討材料を収集しているところであ
る。なお、監査法人からは、会計関係について全般的に内部統制がなされているかのチェック
を受けた。

見直し状況

２）
エ　特定独立行政法人以外の独立行政法人は、特定独立行政法人に準じ、その職員の勤務時間
その他の勤務条件を公表するよう努める。

２）＜エについて＞
　振興会のホームページにおいて職員の勤務時間等を公表している。

３）＜オについて＞
　平成19年度の独法評価時に、e-Govにおけるパブリックコメントにより業務・マネジメント等
に関する意見募集を実施しており、その意見については、担当部署において積極的に反映させ
ることとしている。
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（5）評価資料

独立行政法人日本学術振興会行動規範
独立行政法人日本学術振興会リスクマネジメントに関する要頄

５）監査法人の助言を受けながら今後、どのような措置が必要となるか、また、講じた措置を
どのように公開するかを検討しているところである。

６）監査法人から、チェックを受けた内部統制状況について、適宜改善に取り組んでいるとこ
ろである。

４）＜④カについて＞
　監査法人から、会計関係について全般的に内部統制がなされているかのチェックを受けた。

７）役職員が職務を遂行するに当たっての法令・規程の遵守の必要性は、従来から実質的に
様々な場で周知していたところではあるが、平成22年11月1日付けにて役職員が職務を遂行する
に当たっての「行動規範」を定め、振興会内に周知するとともに、ホームページに掲載し公表
しているところである。
　また、学術システム研究センターにおいて、平成22年8月30日付けにて「利益相反マネージメ
ントポリシー」を定め、ホームページに掲載し公表しているところである。
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掲載箇所 中期計画 ３頁 年度計画 ３頁 事業報告書 ５２頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第一　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　学術研究の助成

２　学術研究の助成
　学術研究に対する幅広い助成を行うことにより、独創的かつ多様な基礎的研究を推進し、人類の知的資産の拡
充、将来の学問及び社会の発展に寄与する。その際、公正で透明性のある審査・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。また、研究成果の適切な把握に努め、社会への還元・普及
活動を行う。
学術研究の助成は、科学研究費補助金事業及び学術研究助成基金事業により行う。これらの事業については、助
成対象となる研究者の側にとってわかりやすいものとなるよう一体的な運用が求められることから、科学研究費
助成事業（以下「科研費事業」という。）として実施する。
　科研費事業は、文部科学省が定める事業実施における基本的考え方・役割分担に基づき、以下により、滞りな
く確実に実施する。
　特に、学術研究助成基金事業については、学術研究助成基金を設け、文部科学大臣が財務大臣と協議して定め
る基金運用方針に従って実施する。その際、科学研究費補助金事業との整合性に配慮しつつ、基金の特性を活か
し、研究資金の多年度にわたる柔軟な使用を可能とするなど、研究計画等の進捗状況に応じて弾力的に運用す
る。
・　科研費事業の配分審査、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
究費委員会を置く。
・　科研費事業の交付等の手続きに関する業務は、文部科学省が定めた規程、通知に従って行う。
・　科学研究費委員会において、科研費事業の毎年度の審査方針等を、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えて決定する。

（２）助成業務の円滑な実施
①　募集業務（公募）
　公募に関する情報については、科研費事業に関するホームページにより公表するとともに、研究計画調書の様
式などの情報を研究者等が迅速に入手できるようにする。
応募受付前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、科学研究費委員会において審査方針等を決定し、
１０月上旪までに公表する。

②　交付業務
　早期交付及び研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ることにより、迅速かつ確実に行う。
・　採否に関する通知は、４月上旪までに行う。
・　応募者に対する審査結果の開示の通知は、５月下旪までに行う。
・　額の確定は、７月中旪までに行う。

③　不正使用及び不正受給の防止
　研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担のもと、同省の定めるガイド
ライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況
等を的確に把握し、必要に応じ、適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を徹底させる。
　また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策について助言、
注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進するとともに、振興会の現地調査による監査を充実す
ることにより不正の防止に努める。

（１）審査・評価の充実
　学術システム研究センターの機能を有効に活用し、研究者ニーズ及び諸外国の状況等を踏まえて、公正な審査
委員の選考、透明性の高い審査・評価システムの構築を行う。
①　審査業務
　科学研究費委員会は年３回程度開催するとともに、配分審査のための小委員会を必要に応じて開催する。
審査委員の拡充等を行い、審査の質的充実を図る。
　不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発管理システムを活用するとともに、審査結果
を他の競争的資金の配分機関に対し４月下旪までに提供する。

②　評価業務
　評価については、それぞれの研究種目に応じて行うとともに、大型の研究課題については、追跡調査等により
成果把握に取り組む。その際、適切な評価体制の整備を図るとともに、その結果については、ホームページにお
いて広く公開する。
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2．意義・必要性

3．年度計画

　

4．得られた成果に関する評価

２　学術研究の助成
（１）審査・評価の充実（p.50）
（２）助成業務の円滑な実施（p.56）
（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及（p.63）
（４）助成の在り方に関する検討（p.68）

（１）審査・評価の充実
①審査業務
　学術システム研究センターの機能を活用し、研究者の意見を踏まえながら審査業務の充実に努めている。平成
22年度においては、「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定」の一部改正、審査
結果を電子的に受け付けるシステムの利便性の向上及び利害関係にある審査委員の排除の徹底、審査委員の意識
向上を図るための「審査の手引き」の改訂等により審査の公正性を高めるとともに、約86,000件の課題審査（対
前年度約1,000件増）を効率的に実施し、第一段審査結果の開示情報の内容を充実するなど、審査の有効性・透
明性を高めるなどの充実を図った。
　また、審査委員の選考は、昨年度と同様に学術システム研究センター研究員による審査の検証結果を反映した
上で行い、審査の公正性・適切性を確保した。平成22年度においては、より一層適切な審査の実施を図るため、
検証結果から見られた傾向をすべての第一段審査委員に対して通知した。
　なお、3月以降も審査を継続する特別推進研究にあっては、平成23年3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し
たことを受け、審査日程を延期するなどの措置を講じた。

　科学研究費補助金事業は、人文・社会科学から自然科学までの全ての分野にわたり、基礎から応用までのあら
ゆる「学術研究」（研究者の自由な発想に基づく研究）を格段に発展させることを目的とし、ピア・レビュー
（専門分野の近い複数の研究者による審査）を経て、独創的・先駆的な研究に対する助成を行うものである。
　「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、学術研究（研究者の自由な発想に基
づく研究）は、「新しい知を生み続ける重厚な知的蓄積（多様性の苗床）を形成することを目指し、萌芽段階か
らの多様な研究や時流に流されない普遍的な知の探求を長期的視点の下で推進する」とされ、「研究者の研究費
の選択の幅と自由度を拡大し、競争的な研究開発環境の形成に貢献する科学研究費補助金等の競争的資金は、引
き続き拡充を目指す」とされており、その意義・必要性が認められている。
　さらに、我が国が持続的に発展していくためには、多様な学術研究の推進など、イノベーションを絶え間なく
創造する環境作りが必要であり、科学研究費補助金は、イノベーションの種を生みだし、ひいては我が国全体の
社会経済発展に資するものとして必要な事業である。
　また、学術の振興を目的とする振興会が、科学研究費補助金事業により、学術研究に対する幅広い助成を行
い、独創的かつ多様な基礎的研究を推進し、人類の知的資産の拡充、将来の学問及び社会の発展に寄与すること
は責務と言える。
　なお、その際、公正で透明性のある審査・評価を実施し、研究者の研究活動が円滑に実施できるように業務を
行うとともに、研究成果の適切な把握に努め、社会への還元・普及活動を行うことが必要である。

④　電子システムの導入・活用
　電子システムの導入・活用については、電子情報化された応募者の研究に関する個人情報等の第三者に対する
セキュリティを確保しつつ、応募者及び審査委員の負担軽減、応募書類の受付・書面審査等の効率化を更に推進
するため、応募手続及び審査業務の完全電子化を図る。

⑤　科研費事業説明会の実施
　科研費事業に対する理解を促進し、その支援効果を高めるため、大学等の研究機関への事業説明を、文部科学
省との共同実施、研究機関からの要望に応じての実施などにより、全国各地で行う。
　特に、学術研究助成基金事業については、大学等の研究機関において、基金の特性を活かした柔軟な執行が行
われ、基金による研究助成の効果が高まるよう理解を求める。

（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及
　科研費事業の研究課題の研究成果について適切に把握するとともに、インターネットにおいて広く公開する。
我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科研費事業による研究成果をわかりやすく説明する
ことなどを通じて、学術と日常生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」を全国各地の大学で幅広く実施する。

（４）助成の在り方に関する検討
　学術研究における様々な特性・ニーズを踏まえた助成の在り方について、学術システム研究センターの機能を
活用しつつ検討を行い、事業の改善に反映させる。
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②評価業務
　科学研究費補助金の中で1課題当たりの交付額の大きい特別推進研究、学術創成研究費基盤研究（Ｓ）及び若
手研究（Ｓ）について、科学研究費委員会の下に設置された審査・評価第一部会、審査・評価第二部会におい
て、研究進捗評価、研究成果の検証及び事後評価を実施することにより、当該研究課題の当初目標に対する達成
度を評価することができた。
　また、当該研究課題の研究代表者が新規研究課題に応募した場合、研究進捗評価結果を審査資料として審査に
諮り活用することができた。
　なお、各評価結果については、今後の研究発展に資するために研究代表者に開示するとともに、他の競争的資
金の配分機関に対し提供し、ホームページにおいて公開した。

③不正使用及び不正受給の防止
　研究機関には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく体制整備
及びその実施状況報告書の提出や、内部監査の実施、研修会・説明会の定期的な実施、不正使用等を行わない旨
の誓約書の研究者からの徴収など不正防止に向けた様々な取組を義務化している。
　振興会では、実施状況報告書により各機関の取組状況を効率的に把握するとともに、文部科学省と連携して実
施した実地検査では、科研費の研究機関使用ルールへの対応状況と科研費の管理実態を把握した上で、機関の実
情に即した注意喚起、指導を個別に行っており、不正防止を図ることができた。なお、平成22年度の実地検査
は、調査内容の見直しと調査時間の充実を行いつつ、平成21年度とほぼ同じ56機関の調査を実施するなどの充
実・改善を図った。また、公募要領等説明会の場での説明の他、各機関の研修会・説明会では、科研費の使用
ルールについてわかりやすく説明したハンドブックを配付し、不正使用の事例紹介等を通じて研究者、事務職員
の不正防止、適正な執行に対する意識や理解の向上を図った。なお、不正使用等の事案に対しては、補助金の返
還及び応募資格の停止など厳格に対処した。

④電子システムの導入・活用
　応募手続及び審査業務の電子化について、既存システムの更なる改善を行うことにより、応募者及び審査委員
の負担軽減並びに業務の効率化を一層推進するとともに、電子システムの利便性を更に向上させることができ
た。
　また、応募手続の電子化、審査業務の電子化に続き、交付業務の電子化にも取り組み、業務の一層の効率化を
図ることができた。さらに、ネットワークを冗長化することで、アクセス集中時に動作不良に陥ることを回避で
きた。

⑤科学研究費補助金説明会の実施
　大学等の研究機関等への事業説明を、文部科学省との共同実施（8回）、振興会の単独実施（1回）、研究機関
等からの要望に応じての実施（54回）により、全国各地で行い、制度の改善等に係る正しい理解の促進を図っ
た。
　公募要領等説明会では、全国を7地区に分け、地区ごとに一定の出席者数を確保した上で開催することによ
り、尐ない開催回数（8回。関東・甲信越地区は対象研究機関を半数ずつに分けて2回開催）で、多くの研究者や
事務担当者等（約3,100名）に対し、効率的に制度を周知することができた。また、アンケートを徴したとこ
ろ、「大変参考になった。」という回答が多く、研究者や事務担当職員の理解を促進することができた。
　研究機関等からの要望に応じて行う事業説明会については、積極的に実施することにより、多くの研究者や事
務担当者等に事業に対する正しい理解を持ってもらうことができた。また、大規模な説明会と比較して、出席者
からの質問に対し、より丁寧に対応することができ、出席者の事業についての理解を深めることにつながった。
さらに、出席者と積極的に意見交換を行い、有効に事業の改善の検討に活かすことができた。

（２）助成業務の円滑な実施
①募集業務（公募）
　公募要領の作成に当たっては、文部科学省科学技術・学術審議会での審議等を踏まえ、応募資格の見直し、科
研費で雇用されている者の応募資格の取り扱い、研究成果報告書未提出者の取り扱いなど、必要な情報を適切に
わかりやすく記載した。公募要領及び応募書類は振興会ホームページからの入手を可能とし、応募受付は昨年度
と同様に電子申請システムにより行った。公募は9月1日付けで行い、審査方針等の内容も10月8日に公表するな
ど迅速な情報提供を確実に行った。
　また、文部科学省と合同で公募要領等説明会を開催したほか、研究機関が実施する事業説明会において、公募
の内容等についてわかりやすく説明したことにより、関係者の理解を促進することができた。

②交付業務
　一部の研究種目を除き、昨年度と同様4月1日に交付内定を行ったことにより、4月当初からの研究開始を可能
とした。また、交付申請書の受理から交付決定までの処理についても、大量の辞退、転出等の処理を短期間に迅
速・的確に行うことで、交付件数が増加したにもかかわらず効率的かつ確実に業務を行い、昨年度同様6月上旪
に交付決定した。
　なお、応募者に対する審査結果の開示は、新たに電子申請システムを活用したことに伴って7月3日となり、ま
た前年度に交付した課題の額の確定は、研究成果報告書の長期未提出者への督促を優先して実施したことに伴っ
て7月30日となったが、来年度は改善を図ることとしたい。

46
50



自己点検・外部評価全体シート（第1-2）

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：科学研究費補助金】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

125,184,589 124,828,119 128,825,274
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

Ｓ

（４）助成の在り方に関する検討
　学術システム研究センターには、科学研究費補助金に関するワーキンググループを設けており、平成25年度か
ら適用する「系・分野・分科・細目表」の改正について検討したほか、審査の検証及びその結果の審査委員への
フィードバックの在り方、時限付き分科細目の取扱い、研究進捗評価の実施方法、審査基準の見直し、更なる審
査の充実策、科研費の基金化への対応などについて効率的に検討したことにより、学術研究における様々な特性
やニーズを踏まえた有効な事業改善を行うことができた。

（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及
①研究成果の把握・公表
　国立情報学研究所のデータベースにおいて、平成21年度に終了した研究課題の研究実績の概要及び平成21年度
に研究期間が終了した研究課題の研究成果報告書について広く公開するため、同研究所に対し情報提供を行うこ
とにより、多くの人々が科研費による研究成果を有効に活用できるようにした。なお、研究成果報告書が、平成
22年1月時点で長期未提出となっていた658課題については督促を強化し、また平成22年6月末に提出が必要で
あった6,349課題については、提出が予定されている課題の一覧を各研究機関に通知するなどにより適切な提出
を求めた結果、平成23年3月末時点で、休職中など正当な理由がある8課題を除き全て研究成果報告書が提出さ
れ、未提出状態の改善を図った。

②ひらめき☆ときめきサイエンス事業
　各プログラムとも参加者は積極的に実験等を行い、実施後のアンケートでは、「普段、学校ではできない実験
ができ、大変勉強になった」「大学での研究に直に触れ、非常に興味が湧いた」「将来、研究者を目指そうと
思った」などの意見・感想が多く寄せられた。プログラムにおける体験は、参加した小・中学生・高校生にとっ
て貴重なものであり、知的好奇心を刺激することができたといえる。

③広報誌等
　「科研費ＮＥＷＳ」を年４回発行し、科研費による最近の研究成果やトピックスを分かりやすく紹介した。

　科学研究費補助金事業は、文部科学省が定める方針等のほか、学術システム研究センターの
機能を活用しながら、審査基準など各種の見直し、改善を図っている。特に、10年に一度の科
学研究費補助金「系・分野・分科・細目表」の大幅な見直しに際しては、検討に着手する時点
で研究者等の意見を徴するなど、研究者ニーズを把握しながら検討を進めている。「審査の手
引き」の見直しや「審査結果の検証」の結果通知など、審査の充実に向けた見直しも継続的に
実施しており、特に、審査結果の開示の内容を充実したことは、開示の時期は遅れたものの特
筆すべき事頄と考える。
　科学研究費補助金の事業では、電子申請システムの活用による業務の効率化に積極的に取り
組んでいる。このことは、業務の効率化のみならず、応募者や審査委員の負担軽減にも繋がっ
ており、今後も継続して実施していくことが重要。平成22年度は特段のシステム障害もなく円
滑に応募受付ができたことは改善が見られる。今後はe-Radとの連携促進に努めていきたい。
  研究成果報告書が長期に渡って提出されていない状況があったことについては、督促強化に
より、その状況が解消されるとともに、再発防止に向けて「独立行政法人日本学術振興会科学
研究費補助金（基盤研究等）取扱要領」を改正するなどの適切な措置を講じており、平成22年6
月に提出が予定されていた課題についても、正当な理由のある課題を除きすべて提出されたこ
とは特筆すべき状況改善と考える。
  今後も引き続き継続的な事業の改善を図っていくことが重要であり、交付申請業務等の電子
化、不正防止に向けた取組の充実、「基金化」に伴う変更点等についての周知・徹底などに努
めて行く必要がある。
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7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ｓ Ｓ Ｓ

8．中期計画の進捗状況

④電子システムの導入・活用
　電子システムの導入・活用については、電子情報化された応募者の研究に関する個人情報等の第三者に対する
セキュリティを確保しつつ、応募手続について、平成20年度に完全電子化が図られたことにより、応募書類の確
認や人手により行う必要がなくなり、応募者の負担の軽減や業務の効率化が推進されている。また、審査業務に
ついては、既に特別推進研究の審査意見書や基盤研究、挑戦的萌芽研究及び若手研究の書面審査結果の受付の電
子化が図られている。
　さらに、応募手続の電子化、審査業務の電子化に続き、平成22年度は交付業務の電子化にも取り組んだ。

⑤ 科学研究費補助金説明会の実施
　科学研究費補助金に対する理解を促進し、その支援効果を高めるため、大学等の研究機関等への事業説明を、
文部科学省との共同実施、研究機関等からの要望に応じての実施により、全国各地で行っている。

（１）審査・評価の充実
　学術システム研究センターの機能を有効に活用し、研究者ニーズ及び諸外国の状況等を踏まえて、公正な審査
委員の選考、透明性の高い審査・評価システムの構築を着実に行っている。
①審査業務
　平成22年度において、科学研究費委員会は3回開催し、配分審査のための小委員会を83回開催した。
　審査委員の拡充等を行い、審査の質的充実を図っている。
　不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発管理システムを活用するとともに、審査結果
を他の競争的資金の配分機関に対し4月下旪までに提供している。

②評価業務
　平成22年度において、それぞれの研究種目に応じて評価を行うとともに、特別推進研究、基盤研究（S）、若
手研究（S）及び学術創成研究費については、研究進捗評価等により成果把握に取り組んでいる。その際、適切
な評価体制の整備を図るとともに、その結果については、他の競争的資金の配分機関に対し提供し、ホームペー
ジにおいて広く公開している。

（２）助成業務の円滑な実施
①募集業務（公募）
　公募に関する情報については、科学研究費補助金に関するホームページにより公表するとともに、研究計画調
書の様式などの情報を研究者等が迅速に入手できるようにしている。
　応募受付前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、平成22年度においても科学研究費委員会におい
て審査方針等を決定し、10月上旪に公表した。

②交付業務
　早期交付及び研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てきており、今後
も対象件数の増加が見込まれるが、明確に定めた次の期限を項守し、迅速かつ確実に行う。
・ 採否に関する通知は、4月上旪に行った。
・ 応募者に対する審査結果の開示の通知は、7月上旪に行った。
・ 額の確定は、7月下旪に行った。

③不正使用及び不正受給の防止
　研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担のもと、同省の定めるガイド
ライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況
等を的確に把握し、必要に応じ、適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を徹底させてい
る。
　また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策について助言、
注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進するとともに、振興会の現地調査による監査を充実す
ることにより不正の防止に努めている。
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9．外部評価

評定

（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及
　科学研究費補助金の研究課題の研究成果について把握するとともに、インターネットにおいて広く公開してい
る。
　我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科学研究費補助金による研究成果をわかりやすく
説明することなどを通じて、学術と日常生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」を全国各地の大学等で幅広く実
施している。
　また、「科研費ＮＥＷＳ」を年４回発行し、科研費による最近の研究成果やトピックスを分かりやすく紹介し
た。

（４）助成の在り方に関する検討
　学術研究における様々な特性・ニーズを踏まえた助成の在り方について、学術システム研究センターの機能を
活用しつつ検討を行い、事業の改善に反映させている。

　審査・評価に関しては、学術システム研究センターの機能を有効に活用して、内外の研究動
向を踏まえつつ、審査基準など各種の見直し・改善を図り、審査員の適切な選考、審査の有効
性・透明性の確保によく努めている。交付額の大きい研究助成に対して目標の達成度評価を厳
格に行っている。
　Ｈ22年度は86,000件に上る応募件数を、第一線の研究者から選考した約5,000名の審査員によ
る書面審査と、約700名の審査員からなる合議審査を経て24,000件の課題を採択している。この
膨大な審査業務を約3ヶ月でこなし、年度初めに採択内示通知を出していることは永年の仕組み
構築の蓄積があるとはいえ、その機能を十分果たしているといえる。それに加え、審査員一人
当たりの平均審査件数を70件程度に減らしたことで、これまで以上に、より一層適切な審査が
できるようになったことは評価できる。審査結果の通知や支給額の確定などの交付業務では、
電子システムへの対応、未提出問題への対応などにより、若干の遅延が生じたが、次年度以降
での改善を望む。
　助成金の不正使用・不正受給の防止については、研究機関に対する説明会等を全国各地で実
施し、理解増進と個別の注意喚起・助言に努めた結果、不正の防止が図られた。今後の効果に
も期待したい。
　｢科研費NEWS｣のホームページへの掲載や、｢ひらめき☆ときめきサイエンス事業｣など研究成
果の社会還元・普及に努めており、今後ともより広く世間一般の認識の向上を図って科研費の
重要性に対する国民的合意形成に資して頂きたい。なお、「ひらめき☆ときめきサイエンス事
業」が昨年度に続いて盛んになってきた（120機関、205ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）が、多額の科研費を交付され
ている有力研究機関のプログラム数が相対的に尐ない。研究当事者に対して研究の重要性や意
義を自発的に社会に伝えるよう自覚を促すことが望まれる。
　助成の在り方に関する検討に関しては、平成２５年度に実施する科学研究費補助金「系・分
野・分科・細目表」の大幅な見直しを見据えて、学術システム研究センター内で学術の動向を
調査しつつ検討を始めている。
　H22年度の取組みとして基金化への対応が、一部ではあるが始まったこと、H23年度予算から
文科省と当振興会との競争的資金制度の一元化が図られたことも大きな前進である。
　成果報告書の未提出が指摘されていたが、Ｈ22年度は本課題に重点的に取組み、大きく改善
されたといえる。長期未提出となっていた658課題や新たに提出期限が来た6,349課題について
督促の強化などの措置を講じ、正当な理由がある8件を除いて全ての研究成果報告書が提出さ
れ、未提出者は皆無となった。今後の再発防止に向けては、｢科研費取扱要領｣を一部改訂し、
未提出課題に対する交付予定額の非通知や補助事業の執行停止、返還などの罰則規定を設けて
防止策を講じたことは評価できる。また、研究成果報告書が国立国会図書館での冊子体での公
表から、国立情報研究所のデータベース｢KAKEN｣での公表に移行して、インターネットでのアク
セスが可能となり、その有効性が飛躍的に向上していると判断される。
　不採用となった応募者に対し、評点や不十分と評価された頄目などの不採用情報を開示する
取組みが始まったことも評価できる。応募者に対する適切なフィードバックは、応募案件の課
題明確化や応募書類の質の向上に資するだけでなく、審査の公平性確保や審査員の意識向上を
図る上でも重要なことと思われる。将来的には額の大きな研究種目には応募者からの反論の機
会を与えるなど、双方向でのフィードバックの仕組みも検討して頂きたい。
　応募手続の電子化、審査業務の電子化に続き、Ｈ22年度は交付業務の電子化が図られるとと
もに、各種システムの利便性向上など電子システムの導入・活用がさらに推し進められ、応募
者や審査委員の負担軽減にも寄与した。今後も電子システム化を推進し、業務の効率化を図っ
て頂きたい。
　東日本大震災では大学などの研究機関にも大きな被害が生じ、研究活動に多大の影響が生じ
た。振興会では、審査日程の一部延期や、交付申請書提出期限への柔軟な対応、補助金の年度
繰越措置など、震災を被った研究者に的確な支援・便宜を提供したことは評価に値する。

Ｓ
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（1）年度計画

 

（2）業務実績

(１)　審査・評価の充実

　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。
　科学研究費補助金事業は、文部科学省が定める事業実施における基本的考え方・役割分担に基づき業務を行う。
　平成２２年度においては、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ｓ）、研究活動スタート支援、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
び公募・審査業務を行う。また、文部科学省が交付する特別推進研究、若手研究（Ａ・Ｂ）の公募・審査業務を行う。

（１）審査・評価の充実
　前年度までの経験に基づき、学術システム研究センターの機能を有効に活用しながら制度の改善を図り、公正な審査委
員の選考、透明性の高い審査・評価システムの構築を行う。

①審査業務
（ⅰ）　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「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」を改正する。
また、配分審査のための小委員会を開催し、応募された研究課題の審査を行う。
（ⅱ）　審査委員の選考については、審査委員候補者データベースを充実しつつ、専門的見地から、より適切な審査委員
を選考するため、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。
（ⅲ）　研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、合議審査において、研究計画調書に記載された他の研
究費への応募・採択状況を確認するとともに、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を活用する。また、審査結果を他
の競争的資金の配分機関に対し迅速に提供する。

②評価業務
（ⅰ）研究進捗評価の実施
　特別推進研究、基盤研究（Ｓ）、若手研究（Ｓ）及び学術創成研究費については、当該研究課題の研究の進捗状況を把
握し、当該研究の今後の発展に資するため、現地調査・ヒアリング・書面・合議により研究進捗評価及び研究成果の検証
を行う。また、その評価結果については、ホームページにおいて広く公表する。
（ⅱ）事後評価の実施
　特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び学術創成研究費の研究課題のうち、研究進捗評価を行わない研究課題については、
現地調査・ヒアリング・書面・合議により事後評価を行う。
　また、その評価結果については、ホームページにおいて広く公開する。

①審査業務
　(ⅰ)　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」や学術システム
研究センターにおける制度の改善に関する検討結果を踏まえ、「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」を改正した。
　平成23年度の新規応募研究課題（基盤研究（Ａ・Ｂ・Ｃ）、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ａ・Ｂ）、奨励研究及び研究成果公
開促進費（学術定期刊行物・学術図書・データベース））約86,000件について、平成22年12月上旪から平成23年3月上旪に
かけて書面審査（審査委員約5,000名）及び合議審査（審査委員約700名）の2段階によるピア・レビューを実施し、約24，
000件の採択を行った。なお、交付内定通知は、文部科学省から補助金の交付を受けて振興会に造成する基金から助成
する基盤研究（Ｃ）、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ｂ）の平成23年度新規採択課題を除き、4月当初から研究を開始するこ
とが可能となるよう平成23年4月1日に発出することとしている。基金から助成するものについては、独立行政法人日本学
術振興会法の一部改正が行われた後に、速やかに行うこととしている。
　また、科学研究費補助金の中で1課題当たりの交付額の大きい特別推進研究及び基盤研究（Ｓ）については、より充実し
た審査を行うためヒアリングを実施した上で新規応募研究課題の採否を決定することとしているが、平成23年3月11日に
東北地方太平洋沖地震が発生したことを受け、審査日程を一部延期するなどの措置を講じた。これにより、採否の決定
は、平成23年5月中に行うことを予定している。なお、特別推進研究及び基盤研究（Ｓ）の平成22年度の新規応募研究課
題約570件については、書面審査、合議審査及びヒアリング審査を実施し、約100件の採択を行った。
　その他、研究活動スタート支援の平成22年度新規応募課題約3,500件については、平成22年6月中旪から7月下旪にか
けて書面審査及び合議審査を実施し、約850件の採択を行った。
　なお、審査結果の結果は、応募者へ通知した後、ホームページ等に掲載するとともに、速やかに他の競争的資金の配分
機関に対し情報提供した。

　(ⅱ)　審査委員の選考については、審査委員候補者データベース（平成22年度において約4,800名の新規登録者を加え
ることにより登録者数が約59,000名と充実した）を活用し、専門的見地からより適切な審査委員を選考するため、学術シス
テム研究センターの研究員が前年度の審査を検証した上で実施した。
　また、同検証の結果に基づき、模範となる審査意見を付した審査委員（39名）を選考し表彰するとともに、検証の結果見
られた傾向をすべての第一段審査委員（書面審査委員）に対して通知した。

　(ⅲ)　研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、合議審査において、研究計画調書に記載された他の研
究費への応募・採択状況及び府省共通研究開発管理システム（e-Rad）の登録情報を確認するとともに、平成22年度の審
査結果を他の競争的資金の配分機関に対し提供した。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ｓ

①審査業務（効率性）

　書面審査（第1段審査）については、審査結果を電子的に受け付け
るシステムを既に導入し審査委員の意見に基づいて改善を図ってい
る。平成22年度においては、システムに継続して接続できる時間を大
幅に伸ばすなど利便性の向上を図ることにより、より効率的な審査を
可能にした。合議審査については、第2段審査の手引きを事前に審
査委員に配付することで、審査会当日の運営等を効率的に行えるよ
うにするなど従前と同様の措置を講じている。
　また、既に研究計画調書の中に「研究目的」「研究計画・方法」の概
要を記述させることで審査委員が内容を端的に把握できるように工
夫するとともに、細目毎の応募件数に応じて審査員の配置を決めて
いる。平成22年度においては、前年度約1,000件増の約86,000件の
審査を、審査委員候補者データベースや審査結果受付の電子システ
ムを活用し、利害関係のある審査委員の変更等を迅速に行いつつ、
昨年度同様の約3ヶ月の期間で効率的に実施した。

①審査業務（有効性）

　毎年度、審査の方法等を説明した「審査の手引き」を作成し、模範
となる審査意見の例、不十分な審査意見の例を掲載することで、第2
段審査に役立つ審査意見の記載を求めている。平成22年度におい
ては、特に、ピア・レビューの意義等に関する記述を大幅に充実し、
審査委員の審査に対する意識向上を図ることで審査の有効性が増
すようにした。
　1人当たりの平均審査件数を70件程度に抑制することで、負担軽減
と十分な審査時間を確保し、きめ細かな審査を可能としている。
　16個の観点のうち、「不十分」と評価する項目を選択させることで、
第2段審査委員が第1段審査の結果をより的確に把握できるようにす
るとともに、総合評点の分布が適切なものになるようシステムにより
制御するなどの措置を講じている。また、総合評点のおおよその順位
及び観点毎の平均点、不十分と評価された項目を不採択になった応
募者に電子システムを活用して開示するなど、審査結果を有効に活
用した。
　なお、合議審査では、上記の改善を踏まえた審査資料により行うこ
とで有効性を向上させるとともに、研究計画調書の記載に加え、府省
共通研究開発管理システムの登録情報を活用し、研究費の不合理
な重複や過度の集中の有無について確認している。特に挑戦的萌芽
研究については、重複応募が可能な基盤研究（Ａ・Ｂ）と同じ審査会で
審査を行い、不合理な重複に該当しないか確認している。また、特別
推進研究等は、ヒアリング審査を行い、よりきめ細かな審査を行っ
た。

評価の観点 達成度

②評価業務
　(ⅰ)　研究進捗評価の実施
　特別推進研究、基盤研究（Ｓ）、若手研究（Ｓ）及び学術創成研究費については、当該研究課題の研究の進捗状況を把
握し、当該研究の今後の発展に資するため、現地調査・ヒアリング・書面・合議により研究進捗評価及び研究成果の検証
を行った。また、その評価結果については、他の競争的資金の配分機関に対し提供し、ホームページにおいて広く公表す
るとともに、翌年度の配分審査に活用した。

  (ⅱ)　事後評価の実施
　特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び学術創成研究費の研究課題のうち、研究進捗評価を行わない研究課題については、
現地調査・ヒアリング・書面・合議により事後評価を行った。
　また、その評価結果については、ホームページにおいて広く公開した。
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①審査業務
　科学研究費委員会は年3回程
度開催するとともに、配分審査
のための小委員会を必要に応じ
て開催する。

　科学研究費委員会　　 3回
　配分審査の小委員会　82回

①審査業務
　審査結果を他の競争的資金の
配分機関に対し、4月下旪まで
に提供する。

　審査結果の提供　4月6日

①審査業務（公正性・透明性）

　審査委員には、より公正な審査が行われるよう、審査の手引きにポ
イント・心構え等を詳しく記載するとともに、第1段審査委員に対して
は特に重要な事項を1枚にまとめて配付、周知し、第2段審査に関し
ては、学術システム研究センター研究員が審査会の運営に参画し、
審査状況を確認することで公正性を高めている。また、従前より利害
関係者に該当する場合には事前に申し出ることとしていたが、平成
22年度には、審査開始後でも利害関係をシステム上で申し出ること
を可能とし、利害関係者の排除をより徹底することで公正性を高め
た。
　公募要領等により、審査方針・評定基準等を公表するとともに、審
査委員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
氏名等をホームページ等で公表することで透明性を確保している。さ
らに、希望者に対する審査結果の開示内容を充実したことにより、透
明性を高めた。
　上記に加え、審査の公正性・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前年度の審査の検証・分析を行い、審査委員
選考に反映するとともに、模範となる審査意見を付した審査委員（39
名）を選考、表彰した。

②評価業務（効率性）

　研究進捗評価については、1課題当たりの交付額が最も大きい特
別推進研究（20件）及び次に大きい学術創成研究費（18件）は、全て
の課題についてヒアリングを実施し、基盤研究（Ｓ）（80件）及び若手
研究（Ｓ）（35件）は、3名程度の評価協力者の評価意見書をもとに書
面評価を基本とし、書面により判断できない場合にヒアリング及び現
地調査を行うことにより、効率的に評価を実施した。
　当初計画より研究が遅れ、研究成果が見込まれない場合は、研究
経費の減額又は研究を中止することとしており、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。
　なお、特別推進研究については、研究進捗評価の一環として、研究
の立ち上げ時期（研究期間の2年目）に、研究の進展状況や購入され
た設備等の活用状況等を確認し、成果を上げるために十分な研究環
境を整え、順調に研究が進んでいるか等を把握するため、対象とな
る研究課題（12件）について現地調査を実施し、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。
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（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

１．「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について』に
おける指摘事項を踏まえた見直し案（平成18年12月15日文部科学省）第１－１　学術研究の助成（科学
研究費補助金）に係る業務の見直し」
　科学研究補補助金については、競争的資金全体のマネジメントの一環として、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受給の防止対策を強化することとする。このため、以下の見直
しを行う。
　①「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日総合科学技術会議）等に沿って、科学研究費補助金の応募段階から重複応募等をシス
    テム的にチェックするとともに、実際の審査の場において、研究計画調書に記載された他
    の研究費助成制度への応募・採択状況を確認することとする。なお、平成19年度に使用開
    始予定の「府省共通研究開発管理システム」を活用する。
　②また、競争的資金の中で最も早い時点（4月）に採否が決定される科学研究費補助金の審査
    結果を、他の競争的資金の配分機関に対し迅速に提供することとする。

　特別推進研究、学術創成研究費、基盤研究（Ｓ）及び若手研究（Ｓ）
の研究進捗評価及び事後評価は、我が国を代表する研究者で構成
される部会において実施した。
　
　審査・評価第一部会：運営小委員会（  8人）
　　　　　　　　　　　各小委員会  （ 62人）
　審査・評価第二部会：運営小委員会（ 14人）
　　　　　　　　　　　各小委員会　（127人）

　また、「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」等を定め、各評価基準をホームページで公開する等明
確化するとともに、利害関係者の排除を徹底することで公正性を確
保した。
　その他、評価終了後、評価結果及び部会委員の氏名について、
ホームページ等で公表することで透明性を確保している。

②評価業務（公正性・透明性）

　研究進捗評価は、特別推進研究、学術創成研究費、基盤研究（Ｓ）
及び若手研究（Ｓ）を対象に実施し、研究の進捗状況、これまでの研
究成果、研究目的の達成見込み等について、評価規程に基づき厳
格に評価を行った。
　これにより当該研究課題の当初目標に対する達成度を評価するこ
とができた。
　特別推進研究　　Ａ＋  3件、Ａ 17件、Ｂ 0件、Ｃ 0件
　学術創成研究費　Ａ＋  2件、Ａ 13件、Ｂ 3件、Ｃ 0件
　基盤研究（Ｓ）　Ａ＋ 14件、Ａ 55件、Ｂ 11件、Ｃ 0件
  若手研究（Ｓ）　Ａ＋ 2件、Ａ 31件、Ｂ 2件、Ｃ 0件
　なお、当該研究課題の研究代表者が新規研究課題に応募した場
合は、当該評価結果を審査資料として審査に諮り有効に活用した。
　また、研究進捗評価の一環として、研究終了時の成果について検
証を行った。

　事後評価は、研究目的の達成度、当該学問分野への貢献度、研究
成果等について、評価規程に基づき厳格に評価を行った。
　これにより当該研究課題の当初目標に対する達成度を評価するこ
とができた。
　特別推進研究　　Ａ＋  0件、Ａ 3件、Ｂ 0件、Ｃ 0件
　学術創成研究費　Ａ＋  0件、Ａ 11件、Ｂ 1件、Ｃ 0件
　基盤研究（Ｓ）　Ａ＋ 1件、Ａ 5件、Ｂ 0件、Ｃ 0件
　
　研究進捗評価及び事後評価を実施した課題には、今後の研究の
発展に資するため、評価意見を付した。

②評価業務（有効性）
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５．「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅱ－１．研究開発関係
○　審査員選考の際に公私立大学に所属する研究者に配慮し、審査委員の所属研究機関が偏らないよ
うにするとともに、1年毎に約半数を改選することで同一の審査委員が長く継続しないようにし、資金配分
先が固定化しないようにしている。また、国のレベルにおいて競争的資金制度の大括り化の検討が進め
られている。

２．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学研究費
補助金）等助成事業】
　②競争的資金の不合理な重複、過度の集中、不正使用及び不正受給を防止するため、具体の
    取組や組織体制の整備を含めた仕組みを平成19年度末までに構築するものとする。また、
    平成20年１月から稼働する予定の府省共通研究開発管理システムを活用する。
　③審査・配分に係る業務の人員・体制について、競争的資金の制度・目的に応じた効率化の
    取組を引き続き進める。

５．「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅱ－１．研究開発関係
○　資金配分先の選択が固定化しないようにするとともに、優先度に即して、より効率的・効果的なもの
に資金配分がなされるように、競争的資金制度の大くくり化を図る。

１．「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について』に
おける指摘事項を踏まえた見直し案（平成18年12月15日文部科学省）第１－１　学術研究の助成（科学
研究費補助金）に係る業務の見直し」
  ①応募手続に電子システムを導入し、科学研究費補助金の応募段階から重複応募等をシステム的に
チェックするとともに、実際の審査の場において、研究計画調書に記載された他の研究費助成制度への
応募・採択状況及び府省共通研究開発管理システムの登録情報を確認している。
　②平成19年度から、競争的資金の中で最も早い時点（4月）に採否が決定される科学研究費補助金の
審査結果を、他の競争的資金の配分機関に対し迅速に提供している。

２．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学研究費
補助金）等助成事業】
　②不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発管理システムを活用するととも
に、審査結果を他の競争的資金の配分機関に対し提供している。また、文部科学省との適切な役割分
担のもと、同省の定めるガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各
研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把握し、必要に応じ、適切な指導を行うなど、研究
機関における研究費の管理や監査を徹底させている。
　③審査・配分に係る業務の人員・体制については、軽微な事務処理の外部委託等を進め、業務の効率
化を図りつつ、強化している。見直し状況

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間に係
る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）（略）事業運営においては、競争的資金制度改革の率先、研究成果の把握とわかりや
　　すい情報発信による投資効果の国民への説明とともに、引き続き研究費の不正使用等防止
　　対策の着実な実施や研究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努めるべきで
　　ある。

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間に係
る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）文部科学省が定める方針等のほか、学術システム研究センター機能を有効に活用しなが
　　ら制度改善を図っている。

答申・提言等
による
指摘事頄

４．「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
②（イ）科学研究費補助金については、審査委員の負担軽減、業務効率化の観点から、審査業務の電
子化を一層推進することが課題。（項目別－P４参照）
③（イ）電子システムを整備することにより、審査業務のペーパーレス化や交付申請手続きの電子化を進
めるなど、業務のより一層の効率化に取り組むべき。また、日本人のノーベル賞受賞を契機に基礎研究
の重要性が再認識され、それに対する期待と関心が高まっており、科学研究費補助金のより一層の拡
充が望まれる。（項目別－P４参照）

４．「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
　②審査業務の電子化について、審査委員の負担軽減及び業務の効率化をより一層推進するため、既
存システムの更なる改善を行っている。
　③応募手続の電子化、審査業務の電子化に続き、平成21年度より、交付業務の電子化にも取り組み、
業務の効率化を一層推進している。
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（5）評価資料

①審査業務
　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23年度科学研究費補助金第１段審査の手引き
　平成23年度科学研究費補助金第２段審査の手引き
　平成23年度科学研究費補助金基盤研究「海外学術調査」の手引き

②評価業務
　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
　研究進捗状況報告書
　研究終了報告書
　評価結果公表用資料

55
59



自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(2)）

（1）年度計画

 

（2）業務実績

（２）助成業務の円滑な実施

①募集業務（公募）
　平成２３年度公募に関する情報については、科学研究費補助金に関するホームページにより公表するとともに、研究計
画調書の様式などの情報を研究者等が迅速に入手できるようにする。
　また、応募受付前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、科学研究費委員会において審査方針等を決定
後、速やかに公表する。

②交付業務
　平成２２年度科学研究費補助金について、科学研究費委員会の審査結果に基づき、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手
研究（Ｓ）、研究活動スタート支援、奨励研究、研究成果公開促進費（学術定期刊行物、学術図書、データベース）、特別研
究員奨励費及び学術創成研究費の交付業務を迅速に行う。
　また、平成２１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を受け、額の確定を行う。
・　採否に関する通知は、４月上旪までに行う。
・　応募者に対する審査結果の開示の通知は、開示内容を充実しつつ、新たに電子システムにより５月下旪までに行うこと
を目指す。
・　額の確定は、７月中旪までに行う。

③不正使用及び不正受給の防止
　研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担のもと、同省の定めるガイドライン等
に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把
握し、必要に応じ適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を徹底させる。
　また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策について、助言・注意
喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進するとともに、振興会による監査を充実することにより不正の防止
に努める。

④電子システムの導入・活用
（ⅰ）応募手続
　特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究及び若手研究の応募書類の受付を電子システムにより行う。
（ⅱ）審査業務
　特別推進研究の審査意見書及び基盤研究、挑戦的萌芽研究並びに若手研究の書面審査の結果の受付については、電
子システムにより行う。
（ⅲ）交付業務
　研究活動スタート支援の交付申請書受付を電子システムにより行うとともに、他の研究種目の交付申請書受付への電
子システムの導入を検討する。
（ⅳ）審査結果の開示
　基盤研究、挑戦的萌芽研究及び若手研究の第一段（書面）審査結果の開示については、電子システムにより行う。

⑤科学研究費補助金説明会の実施
　大学等の研究機関への事業説明を、文部科学省との共同実施、研究機関からの要望に応じての実施などにより、全国
各地で行い、制度の改善等に係る正しい理解の促進を図る。その際、地域バランスに配慮する。
また、制度に係るパンフレット、説明資料の向上を図る。

①募集業務（公募）
　平成23年度公募に関する情報については、日本語版の公募要領等に加え、英語版の公募要領等も作成し、科学研究費
補助金に関するホームページで公表することにより、研究計画調書の様式などの情報を研究者等が迅速に入手できるよ
うにした。
　また、11月上旪の基盤研究等の応募受付期限前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、科学研究費委員
会において審査方針等を決定後、10月8日に公表した。
　なお、平成20年度公募から、研究機関における公的研究費の適正な管理の充実を図るため、「研究機関の公的研究費
の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく体制整備等の状況報告書」の提出を応募要件とし、平成23年度公募から
提出されていない場合には、電子システム上でその研究機関に所属する研究者の応募が完了しない措置を講じた。
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⑤科学研究費補助金説明会の実施
　大学等の研究機関等への事業説明を、文部科学省との共同実施（8回）、振興会の単独実施（1回）、研究機関等からの
要望に応じての実施（54回）により、全国各地で行い、制度の改善等に係る正しい理解の促進を図った。その際、地域バラ
ンスに配慮した。
　また、研究者ハンドブック、事業説明資料をより分かりやすいものに改善した。

④ 電子システムの導入・活用
(ⅰ)応募手続
　特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究及び若手研究の応募書類の受付を電子システムにより行った。また、応募
受付時のネットワークの冗長性を強化することで、過去2年続いたアクセス集中時に電子システムが動作不良に陥る事態
を回避した。

(ⅱ)審査業務
　特別推進研究の審査意見書並びに基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究及び研究活動スタート支援の書面審査の結
果の受付を電子システムにより行った。また、システムに継続して接続できる時間を大幅に伸ばした。さらに、不採択と
なった応募者のうち希望者に対し、総合評点のおおよその順位及び評定要素毎の平均点、不十分と評価された項目など
第1段審査の結果について、電子システムを活用して平成22年7月に開示した。

(ⅲ)交付業務
　研究活動スタート支援の交付申請書受付を電子システムにより試行的に行った。また、その結果を踏まえ、同システム
に研究者の所属機関変更に関する情報入力機能を追加し、研究機関間で速やかにデータを移せる仕組みを構築した。平
成23年度において、同システムの機能の充実及び他の研究種目の交付申請書受付への電子システムの導入を検討する
こととしている。

③不正使用及び不正受給の防止
　研究機関には、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン」に基づく体制整備及びその実施状況報告
書の提出や、内部監査の実施、研修会・説明会の定期的な実施、不正使用等を行わない旨の誓約書の研究者からの徴
収など不正防止に向けた様々な取組を義務化している。
   本会では、実施状況報告書により各機関の取組状況を効率的に把握するとともに、文部科学省と連携して実施した実
地検査では、科研費の研究機関使用ルールへの対応状況と科研費の管理実態を把握した上で、機関の実情に即した注
意喚起、指導を個別に行っており、不正防止を図ることができた。なお、平成22年度の実地検査は、調査内容の見直しと
調査時間の充実を行いつつ、昨年度とほぼ同数の調査を実施するなどの充実・改善を図った。また、公募要領等説明会
の場での説明の他、各機関の研修会・説明会では、科研費の使用ルールについてわかりやすく説明したハンドブックを配
付し、不正使用の事例紹介等を通じて研究者、事務職員の不正防止、適正な執行に対する意識や理解の向上を図った。
なお、不正使用等の事案に対しては、補助金の返還及び応募資格の停止など厳格に対処した。

②交付業務
　平成22年度科学研究費補助金について、科学研究費委員会の審査結果に基づき、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手
研究（Ｓ）、研究活動スタート支援、奨励研究、研究成果公開促進費（学術定期刊行物、学術図書、データベース）、特別研
究員奨励費及び学術創成研究費の交付業務を迅速に行った。
　また、平成23年度科学研究費補助金の交付にあたり、3月11日発生した「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地震」
の影響により、交付申請書等の提出が困難な研究者に対しては、提出期限等に関して柔軟な措置をとることとしている。
　基盤研究（Ａ・Ｂ・Ｃ）、挑戦的萌芽研究、奨励研究、研究成果公開促進費（学術定期刊行物、学術図書、データベース）
及び学術創成研究費については4月1日、基盤研究（Ｓ）及び若手研究（Ｓ）についても継続研究課題は4月1日、基盤研究
（Ｓ）の新規研究課題については5月31日、研究活動スタート支援については8月25日にそれぞれ交付内定通知を発出し
た。また、内定者から提出された交付申請書を基に、基盤研究（Ａ・Ｂ・Ｃ）、挑戦的萌芽研究及び若手研究（Ｓ）については
6月9日、基盤研究（Ｓ）については6月30日、研究活動スタート支援については10月14日にそれぞれ交付決定を行い、補
助金を交付した。
　なお、年度途中には、補助事業の廃止、直接経費の使用内訳の変更、所属する研究機関の変更、研究代表者・研究分
担者の変更、育児休業等による中断・再開等の申し出に対応した。
　また、平成21年度に交付した科学研究費補助金に係る実績報告書（約4万件）の提出を受け、額の確定を行うとともに、
年度繰越しが承認された研究課題（1,289件）への補助金の交付を行った。さらに、平成22年度に交付した科学研究費補
助金の翌年度への繰越について、例年どおり文部科学省からの通知を受け、約1,500課題に係る繰越手続きを進めるとと
もに、平成23年3月11日の東北地方太平洋沖地震の発生に伴う繰越についても、適切に対応している。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価
評定

①募集業務（有効性）

Ｓ

②交付業務（有効性）

　一部の研究種目を除き、昨年度と同様4月1日に交付内定を行った
ことにより、4月当初からの研究開始を可能とした。また、年度途中に
は、補助事業の廃止、直接経費の使用内訳の変更、研究代表者・分
担者の変更、育児休業等による中断・再開などの申し出に対し、研究
遂行や補助金の管理に支障が生じないよう適切に対応した。
　これらの他、繰越制度については、申請手続の簡素化や制度の一
層の活用の促進、さらには「平成23年（2011年）東北地方太平洋沖地
震」の影響により繰越が必要となった課題へ緊急の対応により、対前
年度約1,900件増の約3,200件の申請があり有効に活用されることが
見込まれる。

②交付業務（公正性・透明性）

　研究機関等からの補助金の適正な使用に関する問い合わせに適
切に対応し、研究機関による管理の下、補助金が適正に使用される
ように努めた。
　また、補助金の不正使用が明らかになった場合（疑いのある場合を
含む）は、速やかに調査し、報告することを義務付け、研究機関から
の報告書を基に、不正使用を行った研究者に対して不正に使用され
た補助金の返還を命じるなど厳格に対応している。なお、研究機関
からの報告に際しては、不正発生要因や再発防止策についても報告
させるなど、適切に対応した。

評価の観点 達成度

①募集業務（効率性）

　応募書類の受付は完全電子化しており、応募書類の受付から書面
審査及び合議審査の資料作成に至る一連の作業を確実かつ効率的
に行った。
　公募要領等に対する研究者や事務担当者等の理解促進のため、
文部科学省と合同で実施した公募要領等説明会及び研究機関等が
実施する事業説明会において、公募の内容や研究計画調書等の変
更点を分かりやすく説明するなど、効率的な情報提供を行った。な
お、公募要領等説明会の資料はホームページに掲載し、説明会に参
加できなかった研究者等も容易に入手できるようにした。

②交付業務（効率性）

　基盤研究等については、4月1日に、交付内定通知を発出した。基
盤研究（Ｓ）の新規課題については5月31日、3月～5月に公募、6月
～7月に審査を行った研究活動スタート支援については8月25日に交
付内定通知を発出した。
　また、交付決定に当たっては、基盤研究等の交付申請の辞退届等
（計1,556件）を受理してから6日間で確実に処理し、早期に交付を
行った。
　さらに、平成21年度に交付した科学研究費補助金に係る実績報告
書（前年度約1,000件増の約4万件）の提出を受け、前年度と同様、額
の確定及び補助金の返還等の手続きを迅速・的確に行うとともに、繰
越しが承認された研究課題（前年度約400件増の1,289件）について、
研究遂行に支障がないよう効率的かつ速やかに交付した。

　公募要領等の作成に当たっては、文部科学省科学技術・学術審議
会での審議等を踏まえ、応募資格を見直し、科研費で雇用されてい
る者の応募資格の取り扱い、研究成果報告書未提出者の取り扱い
など、必要な情報を適切に分かりやすく記載した。また、公募要領や
研究計画調書の様式をホームページに掲載し、研究者等が迅速に
入手できるようにした。さらに、英語版の公募要領等を作成し、我が
国の研究機関に所属する外国人研究者等が応募する際の便宜を
図った。

①募集業務（公正性・透明性）

　基盤研究等の公募において、11月上旪の応募受付期限前の10月8
日に科学研究費委員会において審議・決定された審査方針・評定基
準等をホームページに掲載・公表することで、制度の公正性・透明性
を一層高めた。また、公募要領等説明会の資料をホームページに掲
載する措置も講じた。
　また、研究者の応募資格の有無を、研究機関がｅ-Ｒａｄ上で適切に
管理することで公正性を確保している。

①募集業務
　科学研究費委員会において審
査方針を決定し、10月上旪まで
に公表する。

　審査方針等の公表　10月8日
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②交付業務
　採否に関する通知は、4月上
旪までに行う。

採否の通知　4月1日

②交付業務
　応募者に対する審査結果の開
示の通知は、5月下旪までに行
う。

審査結果の通知　7月3日
（応募者に対する審査結果の開示時期は5月下旪までに行うことを計
画していたが、電子システムによる開示に改めたこともあって7月3日
となっている。）

②交付業務
　額の確定は、7月中旪までに
行う。

額の確定　7月30日
（額の確定の時期が7月中旪までに行うことを計画していたが、研究
成果報告書未提出者への対応を優先させた結果、7月30日となって
いる。）

③不正使用及び不正受給の防止
（効率性）

　応募要件として研究機関に提出を義務付けた「研究機関における
公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」に基づく体制整
備等の実施状況報告書により、各研究機関の不正使用等の防止に
対する取組の状況等を効率的に把握し、必要に応じ適切な指導を
行っている。
　また、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
公募要領等説明会、研究機関からの要望に応じて行った事業説明
会等において注意喚起、指導を行うことで効率的に対応した。

③不正使用及び不正受給の防止
（有効性）

　研究機関に対し、無作為抽出による内部監査の実施を義務付け、
研究機関において実効性のある内部監査が実施されるよう促すとと
もに、研究者から不正使用等を行わない旨の誓約文書を徴収し、保
管することを義務付け、研究者の意識の向上を図っている。
　また、研究機関に対し、不正使用等の防止のための研修会・説明
会を積極的・定期的に実施することを義務付けることにより、研究者
の意識改革を促進する機会がより多く持たれるよう促し、科研費の使
用ルールについて、分かりやすく説明したハンドブックを作成し、研究
者や事務担当者等の不正使用等に対する理解が効果的に促進され
るように図っている。
　さらに、研究機関に対し、不正使用等が明らかになった場合（疑い
のある場合を含む）には、速やかに調査を実施し、報告することを義
務付け、研究機関からの調査報告書を基に、不正使用等を行った研
究者に対して、一定期間、補助金の交付を制限するなど厳格に対応
することにより、不正の防止を図っている。
　これらの他、文部科学省と連携して、平成22年度においては56機
関に対して実地検査を行い、各研究機関の補助金管理体制の実態
を把握するとともに、補助金の適正な使用について、各研究機関の
実情に即した注意喚起、指導を行うことにより、不正の防止を図って
いる。

③不正使用及び不正受給の防止
（公正性・透明性）

　すべての研究者に対して、研究費を不正に使用した場合には、厳
格に対応することで公正性を担保している。
　また、公募要領等説明会や事業説明会、実地検査の機会を活用
し、研究機関に対して不正使用の事例や対応について説明すること
で透明性を確保し、制度が認めている補助金の柔軟な使用をいたず
らに制限することで不正使用が生じることがないように研究機関側の
自助努力を促している。

④電子システムの導入・活用
（効率性）

　応募書類の受付、確認や整理作業を人手によらず、電子システム
を活用することにより、効率的に行った。審査業務においては、審査
委員の意見を踏まえ、システムに継続して接続できる時間を大幅に
伸ばすことで利便性を向上し、作業の効率化を図った。
　また、研究活動スタート支援の交付申請書受付を電子システムによ
り試行的に行った。その結果を踏まえ、同システムに研究者の所属
機関変更に関する情報入力機能を追加し、研究機関間で速やかに
データを移せる効率的な仕組みを構築した。平成23年度には、同シ
ステムの機能の充実及び他の研究種目の交付申請書受付への電子
システムの導入を検討することとしている。
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④電子システムの導入・活用
（有効性）

　電子システムによるデータ入力時の形式チェック等の機能により、
研究者、研究機関担当者における確認などの作業負担が軽減され、
研究機関における業務の簡素化にも寄与している。
　審査結果の登録時の入力エラーに対する注意喚起機能の充実、入
力画面等の見直しを行ったことにより、審査委員の負担軽減を図っ
た。
　また、応募受付時のネットワークの冗長性を強化することで、過去2
年続いたアクセス集中時に電子システムが動作不良に陥る事態を回
避し、電子システムを有効に機能させた。

④電子システムの導入・活用
（公正性・透明性）

　書面審査を電子的に行った。これにより、合議審査において、研究
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し、審
査の公正性を確保した。
　また、不採択となった応募者のうち希望者に対し、総合評点のおお
よその順位及び評定要素毎の平均点、不十分と評価された項目など
第1段審査の結果について、電子システムを活用して開示した。な
お、開示時期が平成22年7月になったことは残念であるが、平成23年
度は5月までに開示することを予定している。

⑤科学研究費補助金説明会の実
施（効率性）

　全国を7地区に分け、地区ごとに一定の出席者数を確保した上で公
募要領等説明会を開催することにより、尐ない開催回数（8回。関東・
甲信越地区は対象研究機関を半数ずつに分けて2回開催）で、多くの
研究者や事務担当者等（約3,100名）に対し、公募に関する情報、不
正使用等の防止や繰越制度等について効率的に周知した。また、文
部科学省と合同で実施することにより、担当する研究種目ごとに単独
で説明会を開催することと比較し、効率的に情報提供を行った。
　さらに、公募要領等説明会と同日、同会場で研究機関事務担当者
の理解と事務能力の向上等を目的とした実務担当者説明会を開催
し、限られた説明機会を有効に活用した。
　なお、研究機関等が実施する事業説明会は、周辺研究機関からの
参加を募ることを促し、効率的な情報提供に努めている。

⑤科学研究費補助金説明会の実
施（公正性・透明性）

　公募要領等説明会については、特定の地域に偏ることなく地域バラ
ンスに配慮して全国を7地区に分け、地区ごとに説明会会場を設定し
た。
　また、研究機関等が実施する事業説明会において、特定の地域に
偏ることなく地域バランスに配慮して、全国各地の研究機関等に赴
き、制度の周知を図っている。
　さらに、公募要領等説明会に出席できなかった研究者や事務担当
者等が説明会資料を容易に入手することができるよう、ホームページ
で資料を公開した。

⑤科学研究費補助金説明会の実
施（有効性）

　公募要領等説明会において、公募要領や研究計画調書等の変更
点をわか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
の促進を図っている。
　研究機関等が実施する事業説明会にも要望を受け積極的に出席
し、多くの研究者や事務担当者に事業についての正しい理解を持っ
てもらうことができた。また、公募要領等説明会のように規模の大き
い説明会と比較して、出席者からの質問に対し、より丁寧に対応する
ことができ、出席者の事業についての理解をより深めることにつなが
るとともに、出席者と十分な意見交換を行うことができた。
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（4）指摘事頄に対する見直し状況

見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

１．「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について』に
おける指摘事項を踏まえた見直し案（平成18年12月15日文部科学省）第１－１　学術研究の助成（科学
研究費補助金）に係る業務の見直し」
　科学研究費補助金については、競争的資金全体のマネジメントの一環として、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受給の防止対策を強化することとする。このため、以下の見直
しを行う。
③さらに、交付した科学研究費補助金が交付対象研究者の所属する大学等において適正に管理される
よう、科学研究費補助金の応募時に、検収体制の整備やその状況の報告を義務づけるなど、当該大学
等における機関管理や監査を徹底させるとともに、日本学術振興会における監査を充実することとす
る。

２．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学研究費
補助金）等助成事業】
②競争的資金の不合理な重複、過度の集中、不正使用及び不正受給を防止するため、具体の取組や
組織体制の整備を含めた仕組みを平成19年度末までに構築するものとする。また、平成20年１月から稼
働する予定の府省共通研究開発管理システムを活用する。
③審査・配分に係る業務の人員・体制について、競争的資金の制度・目的に応じた効率化の取組を引き
続き進める。
④審査・評価業務の効率化を図り、応募者及び審査者双方の利便性の向上を図るため、応募手続及び
審査業務を完全電子化する。
⑤平成20年度応募分から、「研究機関の公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく体
制整備等の状況報告書」の提出を応募要件とする。

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）平成19年度に係る
業務の実績に関する評価（全体）
（イ）（略）事業運営においては、研究成果の把握とわかりやすい情報発信を行うとともに、引き続き研究
費の不正使用等防止策の着実な実施や研究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努める
べきである。

４．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間に係
る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）（略）事業運営においては、競争的資金制度改革の率先、研究成果の把握とわかりやすい情報発
信による投資効果の国民への説明とともに、引き続き研究費の不正使用等防止対策の着実な実施や研
究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努めるべきである。

１．「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について』に
おける指摘事項を踏まえた見直し案（平成18年12月15日文部科学省）第１－１　学術研究の助成（科学
研究費補助金）に係る業務の見直し」
　③平成20年度科学研究費補助金の応募から、交付した科学研究費補助金が交付対象研究者の所属
する大学等において適正に管理されるよう、検収体制の整備やその状況の報告を応募要件として義務
付けた。また、当該大学等における機関管理や監査を徹底させるため、事業説明会等において注意喚
起、指導等を行うとともに、大学等を対象とした現地調査を行っている。

２．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学研究費
補助金）等助成事業】
　②不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発管理システムを活用するととも
に、審査結果を他の競争的資金の配分機関に対し提供している。また、文部科学省との適切な役割分
担のもと、同省の定めるガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている報告書等により各
研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把握し、必要に応じ、適切な指導を行うなど、研究
機関における研究費の管理や監査を徹底させている。
　③審査・配分に係る業務の人員・体制については、軽微な事務処理の外部委託等を進め、業務の効率
化を図りつつ、強化している。
　④応募手続及び審査業務を完全電子化するため、システム開発等を進めている。
　⑤平成20年度応募分から、「研究機関の公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく
体制整備等の状況報告書」の提出を応募要件としている。
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（5）評価資料

①募集業務
　平成23年度科学研究費補助金（特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ｓ・Ａ・Ｂ））の公募について（通
知）
　平成23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23年度科学研究費補助金（研究活動スタート支援）の公募について（通知）
　平成23年度科学研究費補助金公募要領・研究計画調書
　平成23年度科学研究費補助金公募要領等説明会資料
　
②交付業務
　科学研究費補助金（基盤研究等）交付要綱
　科研費ハンドブック（研究者用、研究機関用）
　科学研究費補助金の使用について各研究機関が行うべき事務等（平成22年度）
　研究者使用ルール（補助条件）（平成22年度）

③不正使用及び不正受給の防止
　科学研究費補助金（基盤研究等）取扱要領
　平成23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）

④電子システムの導入・活用
　該当なし

⑤科学研究費補助金説明会の実施
　平成23年度科学研究費補助金公募要領等説明会資料
　事業説明会資料

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）平成19年度に係る
業務の実績に関する評価（全体）
（イ）不正使用や不正行為を防止するため、関係規程等を整備し、不正使用や不正行為を行った者に対
しては、一定期間、補助金の交付を制限する罰則を設けて、厳格に対応している。
　また、研究機関において適正に研究費の管理が行われるよう、毎年事業説明会等において、具体的な
事例を示して、注意喚起、指導を行っている。
　研究費の効率的な使用のため、直接経費の各費目において、自由に変更できる割合を３０％から５
０％に引き上げるとともに、直接経費に使途に制限のない他の経費を加えて使用することを可能にして
いるほか、繰越申請手続の簡素化を行っている。

４．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間に係
る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）不正使用や不正行為を防止するため、関係規程等を整備し、不正使用や不正行為を行った者に対
しては、一定期間、補助金の交付を制限する罰則を設けて、厳格に対応している。
　また、研究機関において適正に研究費の管理が行われるよう、毎年事業説明会等において、具体的な
事例を示して、注意喚起、指導を行っている。
　研究費の効率的な使用のため、直接経費の各費目において、自由に変更できる割合を３０％から５
０％に引き上げるとともに、直接経費に使途に制限のない他の経費を加えて使用することを可能にして
いるほか、繰越申請手続の簡素化を行っている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(３)　研究成果の適切な把握及び社会還元・普及

①研究成果の把握・公表
　平成２１年度に終了した研究課題の研究実績の概要及び平成２１年度に研究期間が終了した研究課題の研究成
果報告書については、国立情報学研究所のデータベースにより広く公開する。

②ひらめき☆ときめきサイエンス事業
　我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科学研究費補助金による研究成果をわかりやすく
説明することなどを通じて、学術と日常生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」を全国各地の大学等で幅広く実
施する。

①研究成果の把握・公表
　平成21年度に終了した研究課題の研究実績の概要及び平成21年度に研究期間が終了した研究課題の研究成果報
告書について、国立情報学研究所のデータベース（ＫＡＫＥＮ：科学研究費補助金データベース）により広く公
開するため、同研究所に対し情報提供を行った（前年度より1ヶ月程度早い平成23年5月頃に公開予定）。この
データベースでは、研究分野ごとの検索のほか、研究成果として報告のあった研究論文や産業財産権の出願・取
得状況等各種条件による検索も可能となっている。
　なお、研究成果報告書が、平成22年1月時点で長期未提出となっていた658課題については督促を強化し、また
平成22年6月末に提出が必要であった6,349課題については、提出が予定されている課題の一覧を各研究機関に通
知するなどにより適切な提出を求めた結果、平成23年3月末時点で、休職中など正当な理由がある8課題を除き全
て研究成果報告書が提出され、未提出状態の改善を図った。また、今後、研究成果報告書の未提出課題が生じな
いよう、平成22年9月に「独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究等）取扱要領」を改正し、
研究成果報告書を提出しない者に対し交付予定額を通知しない措置を導入するとともに、平成23年度科学研究費
補助金の補助条件において、既に交付予定額が通知されている場合には、補助事業の執行停止を求めることを予
定している。これらの措置を受けてもなお、正当な理由なく研究成果報告書を提出しない場合には、交付決定を
取消し、返還を求めることを予定している。
　また、特別推進研究、基盤研究（Ｓ）、若手研究（Ｓ）及び学術創成研究費については、研究進捗評価等によ
り成果把握に取り組み、その結果については、他の競争的資金の配分機関に対し提供するとともに、ホームペー
ジにおいて広く公開した。
　さらに、科研費ＮＥＷＳ（科研費により支援した研究活動における最近の研究成果を分かりやすく紹介する
ニュースレターで、平成19年度から年4回、四半期ごとに発行）について、学術システム研究センターの機能を
活用するとともに、サイエンスライターを活用して作成し、発行した。

②ひらめき☆ときめきサイエンス事業
　我が国の将来を担う児童・生徒を対象として、研究者が科学研究費補助金による研究成果を分かりやすく説明
することなどを通じて、学術と日常生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」を全国各地の120機関で205プログラ
ム（平成21年度は208プログラム）を実施した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(3)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

Ｓ

②ひらめき☆ときめきサイエン
ス事業（有効性）

　様々な分野のプログラムを提供するとともに、プログラムの
実施に当たっては、施設見学や講義に偏ることなく、実際に手
を動かす実験やフィールドワークなどを積極的に組み込んだ内
容とするよう実施機関に依頼し、本事業の目的を十分に達成で
きるようにしている。
　また、実施プログラムの中から、よく工夫されたプログラム
を10プログラム選考してホームページで公表するなど積極的に
広報している。平成22年度は全国の市町村教育支援センター等
にもチラシを配布し、プログラムが有効に活用されるよう積極
的に周知した。
　なお、幅広い層に親しまれるロゴマークを作成し、全国の教
育委員会等にパンフレットを配付することで、小・中学生・高
校生を中心とした広報活動を効果的に実施した。
　このほか、学術システム研究センター研究員等がプログラム
を視察し、実施状況を把握するとともに、現場の声を聞くこと
で他のプログラム実施の際に参考にするなど、有効性を高め
た。

②ひらめき☆ときめきサイエン
ス事業（効率性）

　本事業は初年度（平成17年度）の約6倍の205プログラムを全
国の120機関で実施するに至っており、本事業の趣旨が広く理
解され、多くの研究者に認知されてきている。
　参加者の募集は振興会ホームページに設けた申込受付システ
ムにより効率的に行い、研究者の自己紹介やプログラムの内容
等を分かりやすく説明するなど、実施機関と連携して取り組ん
でいる。また、プログラムの紹介ポスターフレームを実施機関
に配付して、効果的な募集を行っている。
　各機関へのお知らせは、メーリングリストを利用するととも
に、各種様式等を振興会ホームページからダウンロードできる
ようにする等、事務手続きの簡素化・ペーパーレス化を図って
いる。

①研究成果の把握・公表
　（効率性・有効性）

　平成21年度に終了した研究課題の研究実績の概要（紙媒
体）、及び研究期間が終了した研究課題の研究成果報告書を電
子媒体で提出を求めることで研究成果を把握するとともに、国
立情報学研究所に提供することで、同研究所のデータベースで
効率的に公表できるようにした。昨年度から研究成果報告書に
ついては、従来の国立国会図書館における冊子体での公表から
インターネットによる公表に改めたことで容易に閲覧できる環
境となり、その有効性が高まっている。また、データベースの
検索件数は平成22年度は430万回に達し、過去5年間で3倍以上
に増加していることから、研究成果の普及が着実かつ有効に行
われていると判断できる。なお、同研究所による平成22年度課
題の公開は前年度より1ヶ月程度早い平成23年5月頃が予定され
ている。
　「科研費ＮＥＷＳ」で科研費の最近の研究成果を紹介した。
編集に際してはサイエンスライターを用いることで分かりやす
い内容とした。なお、「科研費ＮＥＷＳ」については、全国の
研究機関や図書館、教育委員会等に配付するとともに、ホーム
ページでも公開した。

①研究成果の把握・公表
　（公正性・透明性）

　研究実績の概要及び研究成果報告書については、国立情報学
研究所のデータベースにより広く一般に無料で公開すること
で、透明性を確保し、誰もが容易に情報を入手できることで公
平性を担保している。なお、平成19年度以前の研究実績の概要
は国立情報学研究所のデータベースで、研究成果報告書は国立
国会図書館ホームページの蔵書検索・申込システムで検索が可
能になっている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(3)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

　人文・社会科学から自然科学まで様々な分野の研究者などで
構成される委員会において実施方針を決定するとともに、実施
プログラムの選考を行い、委員名簿をホームページで公表する
ことで公正性を確保した。
　また、プログラム終了後は、実施機関から報告を受けて、実
施の様子や内容をホームページに掲載し、迅速に公開すること
で透明性を確保した。

１．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学
研究費補助金）等助成事業】
　①助成を行った研究課題について、大型の課題に対する追跡調査等成果把握の仕組み、成果
    公開・普及の仕組みを平成19年度末までに構築する。

２．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）（略）事業運営においては、競争的資金制度改革の率先、研究成果の把握とわかりやす
    い情報発信による投資効果の国民への説明とともに、引き続き研究費の不正使用等防止対
    策の着実な実施や研究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努めるべきであ
    る。

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（頄目別－４）
　　また、平成19年度においては、整理合理化計画に基づき、特別推進事業に係る追跡評価の
  仕組みを構築しており、第二期中期目標期間においても引き続き成果把握・公開・普及に努
  めることが望まれる。

４．文部科学省独立行政法人評価委員会平成19年度に係る業務の実績に関する評価「研究成果
の社会還元・普及」
　平成17年度から始められた「ひらめき☆ときめき　サイエンス」については、平成19年度
は、78大学112プログラムで着実に実施されている。今後は、本事業の趣旨を広く理解してもら
い、さらに多くの大学等の参加が得られるように努めることが望まれる。

５．文部科学省独立行政法人評価委員会中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（頄目別
－13）
　平成17年度より開始した「ひらめき☆ときめきサイエンス事業」などのように研究成果を研
究者のみならず、社会に対して発信し普及を図っている。着実に参加者が増加しており、今後
の更なる拡充が望まれる。

６．文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（頄目別-
5　研究成果の適切な把握及び社会還元・普及）
　将来を担う児童・生徒に対する、学術への興味と理解を深める機会として有効に機能してお
り、更なる充実が期待される。

答申・提言等
による

指摘事頄

②ひらめき☆ときめきサイエン
ス事業（公正性・透明性）

65
69



自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(3)）

１．独立行政法人整理合理化計画（平成19年12月24日閣議決定）別表【学術研究の助成（科学
研究費補助金）等助成事業】
　①特別推進研究については、平成19年度に追跡調査による成果把握の仕組み、成果公開・
　　普及の仕組みを構築した。

２．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）研究成果については、毎年度、研究実績の概要を提出させること並びに研究期間終了後
に研究成果報告書を提出させることにより把握し、国立情報学研究所のデータベース等で公開
することにより普及に努めている。

３．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（頄目別－４）
　研究成果については、毎年度、研究実績の概要を提出させること並びに研究期間終了後に研
究成果報告書を提出させることにより把握し、国立情報学研究所のデータベース等で公開する
ことにより普及に努めている。

４．文部科学省独立行政法人評価委員会平成19年度に係る業務の実績に関する評価「研究成果
の社会還元・普及」

５．文部科学省独立行政法人評価委員会中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（頄目別
－13）

６．文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（頄目別-
5　研究成果の適切な把握及び社会還元・普及）

　ひらめき☆ときめきサイエンス事業については、平成17年度から開始し、初年度には35プロ
グラムを実施したが、毎年度実施プログラム数を着実に増やしてきており、平成22年度には全
国の120機関で、初年度の約6倍にあたる205プログラムを実施するまでとなっており、本事業の
趣旨が広く理解され、より多くの大学等の参加が得られるようになってきている。

７.「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」
　研究成果の把握・公表に関しては、研究成果報告書を国立情報学研究所の電子媒体データ
ベースで効率的に公表できる仕組みを構築し、普及に努めている。今後、データベースの活用
状況も調査されるとよい。
　また、研究成果報告書が未提出となっているものについては、平成22年1月に会計検査院の指
摘を受け迅速に対応したことは評価できるが、報告書の未提出の解消に向けて、振興会のガバ
ナンスの改善を望む。

８.「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　平成21年度に係る業務
に関する評価」
②評価結果を通じて得られた法人の今後の課題
（イ）科学研究費補助金における研究成果報告書の長期未提出課題については、おおむね解消
されたことが既に確認されているが、科学研究費補助金の成果については、研究成果報告書を
通じて、国民、社会に還元されるものであるため、早急に未提出課題の再発防止策を講じるこ
とが望まれる。

③評価結果を踏まえ今後の法人が進むべき方向性
（イ）研究成果報告書の長期未提出課題が生じないよう、未提出者に対しては、科学研究費補
助金を新規に交付しない措置を講じるなどの再発防止策の強化に取り組むべき。

９.「平成21年度監事監査結果報告書」Ⅲ　今後、改善又は検討を希望する事頄
１　事業仕分けの結果について
　なお事業仕分けとは異なるが、会計検査院により科学研究費補助金に係る研究成果報告書の
未提出者の存在が指摘されたことは残念である。その責は、第一義的には研究代表者とその所
属機関が負うべきと考えるが、本会の担当者にも更なる業務改善をお願いいしたい。

見直し状況
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自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(3)）

（5）評価資料

①研究成果の把握・公表
　「科研費ＮＥＷＳ」（２０１０ＶＯＬ．１～４）

②ひらめき☆ときめきサイエンス事業
　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募集要領
　平成22年度実施プログラム一覧
　ひらめき☆ときめきサイエンス事業パンフレット

７.「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」

８.「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　平成21年度に係る業務
に関する評価」

９.「平成21年度監事監査結果報告書」Ⅲ　今後、改善又は検討を希望する事頄

　研究成果については、研究実績報告書及び研究成果報告書の内容を国立情報学研究所のデー
タベースで公表している。データベースの検索件数は平成22年度は430万回に達し、過去5年間
で3倍以上に増加している。
　平成22年6月末までに提出が必要であった研究成果報告書については、平成23年3月時点で、
休職中など正当な理由がある課題を除き全て提出された。また、今後、未提出課題が生じない
よう、平成22年9月に「独立行政法人日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究等）取扱要
領」を改正し、研究成果報告書を提出しない者に対し交付予定額を通知しない措置を導入する
とともに、平成23年度科学研究費補助金の補助条件において、既に交付予定額が通知されてい
る場合には、補助事業の執行停止を求めることを予定している。これらの措置を受けてもな
お、正当な理由なく研究成果報告書を提出しない場合には、交付決定を取消し、返還を求める
ことを予定している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(4)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

効率性・有効性

　学術システム研究センターは、人文・社会科学から自然科学
までの様々な研究分野の第一線の教授クラスの研究者で構成さ
れており、科学研究費補助金の制度改善に向けて多くのことを
検討した。特に、10年に1度の大幅な改正時期に当たるため、
平成25年度から適用する「系・分野・分科・細目表」改正案の
作成に関しては、主任研究員会議（1回）、科学研究費補助金
に関するワーキンググループ（10回）、細目表改正タスク
フォース（6回）、分野別専門調査班会議（99回）において、
幅広い分野からの意見募集の結果を踏まえながら、審査区分と
しての適切性や学問分野の動向などについて濃厚な議論が行わ
れた。なお、本件は平成23年度も引き続き議論され、振興会と
しての改正案は平成23年6月頃に決定する予定としている。ま
た、このほか、審査の検証及びその結果の審査委員へのフィー
ドバックの在り方、時限付き分科細目の取扱い、研究進捗評価
の実施方法、審査基準の見直し、更なる審査の充実策、科研費
の基金化への対応などについて、効率的に検討することができ
た。その検討に基づく改善内容は、学術研究における様々な特
性やニーズを踏まえたもので大変有効なものとなっている。
　また、文部科学省の科学技術・学術審議会学術分科会科学研
究費補助金審査部会に報告した時限付き分科細目の検討結果に
ついては、その結果に基づき平成23年度科学研究費補助金の公
募が行われており、科学研究費補助金制度全体にとっても大変
有意義なものとなっている。

Ｓ

公正性・透明性

　学術システム研究センターは、人文・社会科学から自然科学
までの様々な研究分野の第一線の教授クラスの研究者で構成さ
れ、研究員の名簿はホームページで公開されており、公正性・
透明性にも配慮している。

(４)　助成の在り方に関する検討

①審査結果の検証
　科学研究費補助金の審査結果について、学術システム研究センターの機能を活用しつつ検証を行い、事業の改
善に反映させる。

②「系・分野・分科・細目表」の改正案の検討
　平成２５年度公募から適用する「系・分野・分科・細目表」の改正案について、文部科学省からの基本的考え
方を踏まえ、学術システム研究センターの機能を活用しつつ検討を行う。

　学術システム研究センターに、科学研究費補助金に関するワーキンググループを設けており、平成22年度に
は、文部科学省からの依頼に基づき、平成25年度から適用する「系・分野・分科・細目表」の改正について検討
したほか、審査の検証及びその結果の審査委員へのフィードバックの在り方、時限付き分科細目の取扱い、研究
進捗評価の実施方法、審査基準の見直し、更なる審査の充実策、科研費の基金化への対応などについて検討を行
い、事業の改善に反映させた。なお、平成25年度から適用する「系・分野・分科・細目表」の改正の検討に当
たっては、細目表改正タスクフォースを設けワーキンググループと並行して検討した。
　また、文部科学省の科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会に対し、平成23年2月に基金化に向けた学術
システム研究センターでの検証状況を報告するとともに、科学技術・学術審議会学術分科会科学研究費補助金審
査部会に対し、平成22年6月に平成23年度に設定する時限付き分科細目の検討結果を報告し、平成22年11月に平
成25年度から適用する「系・分野・分科・細目表」に係る検討状況について報告した。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-2-(4)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

　

（5）評価資料

学術システム研究センター研究員名簿

１．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）（略）事業運営においては、競争的資金制度改革の率先、研究成果の把握とわかりやす
    い情報発信による投資効果の国民への説明とともに、引き続き研究費の不正使用等防止対
    策の着実な実施や研究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努めるべきであ
    る。

２．「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅱ－１．研究開発関係
○　国と独立行政法人がそれぞれ類似の競争的資金制度を有している場合、可能な限り、より
効率的に実施できる体制の下で一元化する。

３．「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」別表01
　事業遂行に関する文部科学省との役割分担の見直しや審査結果・進ちょく評価結果に関する
他機関との情報提供を通じた事業の効率的な遂行を実現する。
　また、科学研究費補助金制度については、本法人が公募・審査を行い、文部科学省が交付を
行っている「特別推進研究」、「若手研究（A・B）」については、本法人に一元化する。さら
に、大括り化の検討を含め、効果的、効率的な研究助成を実施する観点から研究種目を継続的
に見直す。平成23年度予算については、平成22年11月の事業仕分けの結果を踏まえ、競争的資
金制度全体の要求の縮減の中で適切に対応する。

４.「平成21年度監事監査結果報告書」Ⅲ　今後、改善又は検討を希望する事頄
１　事業仕分けの結果について
　科学研究費補助金については、文部科学省から振興会に移行が進みつつあるが、その途上に
あるためか、現状の複雑性が指摘された。科学研究補助金における文部科学省と振興会との将
来における役割分担については、関係者による慎重な議論が必要であろう。振興会の保持する
科学研究費補助金の審査委員データベースについては、他機関も含めた有効利用を促すべきと
の意見があったが、現状のクローズドシステムの共用をはかることは、当該データベースが科
学研究費補助金の審査に特化したデータベースであること、さらに多くの個人情報が含まれる
ことなどから、慎重な対応が望まれる。

５．「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」
　科研費の審査体制をより良くするためには、審査に充てる予算の増額が必要であり、今後の
見直しや改善に向けた検討が望まれる。

答申・提言等
による

指摘事頄

２．「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅱ－１．研究開発関係
３．「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」別表01
４.「平成21年度監事監査結果報告書」Ⅲ　今後、改善又は検討を希望する事頄
５．「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」

　平成22年4月に行われた行政刷新会議の事業仕分けにおいて、ガバナンスの強化（他機関との
協調、コスト削減、独立性強化）が求められ、独立性をもって資金配分すべきとの指摘を受け
たこともあり、平成23年度予算において、公募・審査業務を振興会が行い、交付業務は文部科
学省が行う研究種目（「特別推進研究」、「若手研究（A･B）」）の交付業務が振興会に移管さ
れ、審査・交付業務の効率化を進めることとした。
　審査結果や研究進捗評価の結果は、応募者又は被評価者へ通知した後、ホームページ等に掲
載するとともに、速やかに他の競争的資金の配分機関に対し情報提供した。
　また、国のレベルにおいて競争的資金制度の大括り化の検討が進められている。
　さらに、審査員候補者データベースを他の配分機関も含めて活用することについては、科学
研究費補助金の審査に特化したデータベースであること、さらに多くの個人情報が含まれるこ
となどから、慎重に対応を検討することとしている。

見直し状況

１．文部科学省独立行政法人評価委員会による評価結果（平成20年8月28日通知）中期目標期間
に係る業務の実績に関する評価（全体）
（ロ）文部科学省が定める方針等のほか、学術システム研究センターの機能を有効に活用しな
    がら制度の改善を図っている。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-3）

掲載箇所 中期計画 ５頁 年度計画 ６頁 事業報告書 ６２頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第一　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　研究者の養成

３　研究者の養成
　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生活の不安なく研究に専念できる環境を整
備するため、特別研究員事業等を、計画的・継続的に推進する。
　国際舞台で活躍できる世界レベルの研究者を育成するため、研究者個人への海外派遣に加え、研究機関の国際
研究戦略に沿った研究者海外派遣など、組織的な研究者海外派遣の支援を計画的・継続的に推進する。
　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、出産・育児に配慮した取組を推進する。また、政府の留学生政策等を踏まえ、優れた外国人留学生
に配慮した取組など、我が国の研究者養成に資する効果的な事業の実施を検討し、進める。

（１）選考審査の適切な実施
　各種事業の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者を厳正に審査し、採用する。
①　学識経験者により構成される特別研究員等企画委員会の審議により、若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る。
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、書面審査に加え面接審査を効果的に活用して、選考審査を実施する。
③　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。
⑥　審査結果を申請者に適切にフィードバックし、詳細な開示を推進する。
⑦　研究奨励金については、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を防止するため、研究奨励金
の募集要頄に、特別研究員として採用された場合に同機構の奨学金を辞退する旨を掲載するとともに、同機構の
協力を得て研究奨励金の採用内定者が奨学金を受給していないかを組織的に確認する。

（２）事業の評価と改善
　各種事業の評価は、学術システム研究センターにおいて、特別研究員等審査会が実施した審査内容等の検証・
分析をもって行う。評価結果については、特別研究員等審査会の審査業務等の改善につなげるとともに、学識経
験者からなる特別研究員等企画委員会において調査審議し、改善内容の検討を行う。
改善内容については、次年度の募集要頄等に適切に反映させるとともに、ホームページ等にも掲載し広く公開す
る。

（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「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・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、第３期科学技術基本計画等に十分配慮した上で、本事業を推進する。
　ただし、特別研究員（２１世紀ＣＯＥプログラム）については、「独立行政法人整理合理化計画」に基づき、
平成２０年度まで支援する。

　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、博士の学位を有する者等については、
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９０％以上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ける研究活動を奨励する。
　また、支援を受けた研究者の研究能力の向上の観点から、各種事業における支給の効果について適切に評価す
る。
特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専門的知識を生かす企業等の職に就
いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証するとともに、調査結果をホームページ等で国民に判りやすい
形で公表する。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-3）

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

（４）海外特別研究員事業
　我が国の大学等学術研究機関に所属する常勤の研究者や博士の学位を有する者等の中から優れた若手研究者を
「海外特別研究員」として採用し、海外の特定の大学等研究機関において長期間研究に専念させるため、滞在費
等を支給する。
　その際、第３期科学技術基本計画等における世界レベルの若手研究者養成のための国際研鑽機会の充実に十分
配慮した上で、本事業を推進する。
　海外特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専門的知識を生かす企業等の
職に就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証するとともに、調査結果をホームページ等で国民に判り
やすい形で公表する。

（５）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
　我が国の大学が海外の大学等と組織的に連携し、若手研究者が海外において研究活動を行うなど、国際的な研
さん機会を提供する若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラムの充実を図る。

（６）頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム
　頭脳循環により国際研究ネットワークの核となる優れた研究者の育成を図るため、研究機関の国際研究戦略に
沿って、若手研究者を海外へ派遣し、派遣先の研究機関と行う世界水準の国際共同研究に携わり、様々な課題に
挑戦する機会を提供する大学等研究機関を支援する。

（７）日本学術振興会賞
　我が国の優秀な学術の研究者養成に資するため、優れた若手研究者を顕彰する日本学術振興会賞を実施する。

（８）日本学術振興会育志賞
　我が国の学術研究の発展への寄与が期待される若手研究者の養成に資するため、優秀な大学院博士課程学生を
顕彰する育志賞を実施する。

　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」、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。

３　研究者の養成
（１）全般的な取組み（p.74）
（２）選考審査の適切な実施（p.78）
（３）事業の評価と改善（p.80）
（４）特別研究員事業（p.82）
（５）海外特別研究員事業（p.86）
（６）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（p.88）
（７）日本学術振興会賞（p.90）
（８）大学院生に対する顕彰（p.92）
（９）若手研究者の自立的研究環境促進プログラム（p.94）

　研究者の養成に係る事業については、特別研究員等企画委員会や、学術システム研究センターに設置した作業
部会等による検討を踏まえて、「研究者養成」の観点に立った、それぞれのプログラムに適した適切な選考シス
テムを構築し、選考審査を実施している。
　事業実施については、申請、審査、採用者の管理等の電算化により、効率的に行っている。
　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、特別研究員等審査会の委員等の選
考については、適任者を選考することを前提としながら、女性研究者の登用に配慮しながら行った。
　独立性が確保された特別研究員等審査会は、委員47名、専門委員約1,800名で構成され、書面審査、合議審
査、面接審査を経て内定者を選考している。
　審査方針、選考方法等については、募集要頄、ホームページ等で公開し、透明性を確保している。
事業の評価・改善についても、特別研究員等企画委員会や、学術システム研究センターの作業部会において、検
証、評価を行ったうえで、改善等の検討を行っている。
　特別研究員事業、海外特別研究員事業については、合計2,700人以上を平成22年度に新規に採用した。また、
平成23年度採用分については、両事業合わせて11,000人を超える申請を受付け、審査を経て、2,700人余りの内
定者を選考した。さらに、平成22年度中に、6,100人（前年比6.5％増）余りに対し、円滑に研究奨励金、滞在費
等を支給した。
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5．決算額（支出額） 【セグメント区分：研究者の養成】　　　　
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

17,153,340 18,132,223 18,147,892
 （単位：千円）

6．自己点検評価
評定

7．自己点検評価結果の推移
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ｓ Ｓ Ｓ

8．中期計画の進捗状況
　中期計画を踏まえ、特別研究員事業、海外特別研究員事業等を、計画的・継続的に推進している。
　「選考審査の適切な実施」について、学術システム研究センターの機能を有効に活用し、厳正に審査を行っ
た。
　「事業の評価と改善」について、学術システム研究センターによる審査内容等の検証・分析を行い、審査業務
等の改善につなげ、また、改善内容等を広く公開した。

　研究者の養成については、科学技術基本計画の第１期から第３期を通じて、その必要性・重
要性が謳われている。その実施に際しては、目的や対象者層に応じた制度設計、公正性・透明
性のある選考、円滑な資金の交付の三つが重要なことと考えられる。
　平成22年度においては、特別研究員等企画委員会や、学術システム研究センターに設置した
作業部会において、研究者養成事業の制度／運用や審査方法の検証及び見直しを行い、審査関
係情報の更なる開示や申請書の改定等の改善を行った。また、6,100人（前年比6.5％増）を超
える特別研究員や海外特別研究員に支給する資金を尐人数の職員によって円滑に支給した。
　若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラムについては、日本人若手研究者
に海外での研鑽の機会を付与する事業として重点的に取り組んでいるところであり、その期待
も大きい。平成22年度においては、30課題に支援を行い、円滑に資金を交付した。採択30課題
で、286人の若手研究者が海外に派遣された。
　日本学術振興会賞については、人文・社会科学から自然科学の全分野を対象に創造性の豊か
で優れた研究を進めている若手研究者を見いだし、早い段階に顕彰することによって研究意欲
を向上させることを目的とした、これまでに例のない振興会独自の取組である。平成22年度に
おいては、著名な研究者で構成される審査会を開催し、25名の受賞者を決定した。また、授賞
式についても、秋篠宮同妃両殿下のご臨席を得て、円滑に実施した。
　平成22年度に創設した日本学術振興会育志賞は、人文・社会科学から自然科学の全分野を対
象に、優れた大学院博士課程在学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。著名な研究者で構成される選考委員会を開催し、17名の第1回受賞者を決
定した。また、授賞式は、天皇皇后両陛下のご臨席の下、円滑に実施した。
　出産・育児による研究中断者の復帰を支援する特別研究員(RPD)について、採用期間を2年間
から3年間に延長し支援を強化することとし、改定をした平成23年度採用分募集要頄を基に募
集、審査を行うとともに、平成20、21、22年度採用者についても1年間の延長希望者を募集し、
審査の上、延長手続きを行うなど、研究分野における男女共同参画の推進に積極的に取り組ん
だ。
　引き続き、研究者の養成事業を着実に実施することとしたい。

Ｓ

　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、特別研究員及び海外特別研究員について、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った。（特別研究員：78人。海外特別研究員：1
人）また、特別研究員については、中断中も短時間の研究を行うことで、中断後の研究の再開が円滑に図られる
よう、中断期間中に研究奨励金の半額を支給する研究再開準備支援の取扱いを希望者について併せて行った。
（30人）
　若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラムについては、平成19年度、20年度、21年度採択分
の計30課題について、事業計画書に基づき円滑に資金を支給し、大学における若手研究者の派遣に資した。必要
に応じ振興会職員がアドバイス等を行った。20年度採択分については、国際事業委員会において、①事業の実施
状況、②若手研究者の養成、③海外パートナー機関との連携、その他今後の展望という観点から中間評価を行
い、評価結果は振興会ホームページで公開した。
　日本学術振興会賞については、平成22年度受賞者について、日本学術振興会賞審査会において、審査方針に基
づき選考を行い、受賞者を決定した。（候補者数373人、受賞者数25人）また、授賞式を滞りなく開催した。
　天皇陛下から拝受した御下賜金を資として、大学院博士後期課程学生を顕彰する事業（日本学術振興会　育志
賞）を創設するための検討を行い、日本学術振興会育志賞顕彰規程を制定し、審査方針を定め、推薦要頄を公表
した。また、日本学術振興会育志賞選考委員会を設置し、審査方針に基づき選考を行い、受賞者を決定した。
（候補者数206人、受賞者数17人）さらに、天皇皇后両陛下ご臨席の下、授賞式を滞りなく開催した。育志賞受
賞者の内、希望した者は平成23年度より特別研究員として採用することとし、5名の採用手続きを行った。
　若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラムについては、選考委員会委員の推薦等、適切な審査が行われ
る様に協力した。
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9．外部評価
評定

　平成22年度も例年同様、研究者の養成に係る全ての事業は年度計画に沿って、機動的、効率
的に実施された。特別研究員および海外特別研究員事業の1万1千人を超える申請のうち新規・
継続の採用者6000人（前年度比6.5％増）を含む各種資金支給も円滑に行われている。
　毎年、学術の動向や研究現場からの要請を反映した各事業の見直しが行われ、研究者の養成
がより効率的に行えるよう、審査関係情報のさらなる開示や申請書の改定などの改善・充実が
着実に進められている。特に、電子申請システムの導入は、申請者の利便性の向上に寄与する
一方、選考・審査業務、資金支給業務を機能的、効率的に改善している。
　特別研究員制度では、申請者に対して研究者の流動性の促進と渡航を奨励する選考方針の提
示、海外特別研究員制度では、新しく海外へ渡航する者や新たな研究課題に挑戦する者への優
先権の賦与などの選考方針の改正に加え、平成22年度より採用者数が大幅に増員されている。
さらに大学院博士課程への支援の強化や、女性委員の登用をはじめとする特別研究員等審査会
の充実等も行われた。このような審査方針・方法の改正がホームページで公開され、審査の透
明性が確保されている。そのほか、特別研究員に対し、流動性を向上させる仕組みの構築が進
められているが、平成22年度の採用者は、博士の学位を取得した所属研究室以外の場で研究す
る割合が9割以上となり、推進が図られている。
　しかし、近年特別研究員（PD, SPD）への申請者の数が減尐しつつある。申請者の減尐は本事
業の成果に影響する可能性があるので、減尐理由を調査する必要がある。
　出産・育児による研究中断者の復帰を支援する特別研究員(RPD)については、平成23年度分募
集から、採用期間が2年間から3年間に延長され、支援強化が行われる。こうした改善は、RPDの
有効性を高め、出産育児により研究者を断念する「馬の鞍」型グラフの傾向（30～40代前半の
女性研究者が減尐する傾向）の是正につながり、研究分野における男女共同参画推進への効果
が期待される。
　特別研究員(SPD)制度で行われた中間評価と事後評価は、本事業の達成度を評価する上で不可
欠である。また競争的研究資金の受給制限の緩和は、SPDに更なる研究遂行へのインセンティブ
を与えるもので、高く評価される。
　特別研究員制度の評価は、いかに優れた人材が育成されたかによって判断される。特別研究
員と海外特別研究員の約８割の人々が事業終了後、常勤的な研究教育職に就いていること、日
本学術振興会賞受賞者の約半数が特別研究員経験者であることは、本事業が若手研究者の養成
に多大な貢献を果たしていることと、本事業の選考方針・方法が優れていることを示してい
る。加えて、後に続く若手研究者を触発する意義を持ち、高く評価できる。
　大学が海外の大学と提携して若手研究者の海外の研鑽の機会を与えるインターナショナル・
トレーニング・プログラムは、平成22年度は採択30課題、のべ274人の派遣が実施されている。
若手研究者による海外共同研究機関との連携など、今後の積極的な展開につながる重要な事業
である。これらの事業により、若手研究者の積極的な海外進出が加速されることを期待した
い。
　日本学術振興会賞についても、審査員の構成などについて検討を加えており、平成22年度も
25名の極めて優れた受賞者が選ばれている。また、優れた大学院博士課程在学者を顕彰する制
度として、我が国で初めて日本学術振興会育志賞が創設され、顕彰規定の制定、審査方針の決
定、推薦公募の公表、育志賞選考委員会の設置、受賞者決定等の一連の事業を速やか、かつ的
確に実施し、第1回目の平成22年度には17名が受賞している。今後の学術研究の発展に寄与する
ことが期待される制度である。
　東日本大震災の被災者への対応も、新たな規則の制定などにより、速やか、かつ的確に行わ
れた。
　以上、すべての事業が中期計画に従って、公平性・透明性を確保しつつ、限られた職員に
よって直実に効率的に実施され、特に優れた実績が挙げられたと評価する。
　なお、研究者養成事業において採用結果のまとめにあたり、女性研究者数の表記など基本
データの記載も実施されることが望ましい。また、各事業を通じて支援した若手研究者の追跡
調査の早急な実施を行い、これらの事業の成果の検証を行うことを期待したい。

Ｓ

　「特別研究員事業」について、優れた研究能力を有する大学院博士課程在学者や博士の学位を持つ者等を特別
研究員に採用し、研究奨励金を支給した。博士の学位を持つ者等のうち、特に優れた者については、特別研究員
（SPD）として、その能力に応じた処遇で採用した。
　また、対象者に応じた採用区分を設け、分野の特性等を踏まえた採用計画を立て、幅広い分野における優れた
若手研究者を計画的・継続的に採用した。特に博士課程在学者については、第3期科学技術基本計画等を踏ま
え、採用者数の拡充を図った。
　博士の学位を持つ者等については、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
合が90％を超えた。また、採用期間中に海外での研究を奨励するため、募集要頄、諸手続きの手引で周知した。
　特別研究員の採用期間終了後の進路状況調査を行った。
　「海外特別研究員事業」について、常勤研究者や博士の学位を有する者等の中から優れた若手研究者を海外特
別研究員に採用し、滞在費等を支給した。
　海外特別研究員の採用期間終了後の進路状況調査について、その調査方法等の検討を行った。
　「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」について、30課題に支援を行った。
　「日本学術振興会賞」について、優れた若手研究者を選考・顕彰し、授賞式を開催した。
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（1）年度計画

　

（2）業務実績

(１)　全般的な取組み

　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のとおり推進する。

・新規支援対象者を採用する。
・支援対象者に対し、円滑に資金を支給する。
・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長の取扱いを実施する。また、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
の半額を支給する取扱を実施する。
・大学院博士課程在籍者に対する支援については、優れた研究能力を有する外国人留学生についても、引き続き
採用する。
・振興会の研究者養成事業について周知するため、各大学等の要望に基づき、説明会を開催する。

　大学院博士課程（後期）在学者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資金を
支給し、支援する特別研究員事業等を以下のとおり実施した。

① 平成22年度に新規採用の特別研究員（2,641人）、海外特別研究員（138人）について、その資格を確認のう
え採用した。また、平成23年度採用分の特別研究員、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、採用内定者を決定した。（特別研究
員：申請数10,820人、内定数2,538人、内定率23.4％。海外特別研究員：申請数765人、内定数198人、内定率
25.9％）

② 採用中の特別研究員（5,820人）、海外特別研究員（316人）に対し、円滑に研究奨励金、滞在費等を支給し
た。

③ 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、特別研究員及び海外特別研究員について、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った。（特別研究員：78人。海外特別研究員：
1人）また、特別研究員については、中断中も短時間の研究を行うことで、中断後の研究の再開が円滑に図られ
るよう、中断期間中に研究奨励金の半額を支給する研究再開準備支援の取扱いを希望者について併せて行った。
（30人）

④ 大学院博士課程在学者に対する支援については、優れた研究能力を有する外国人留学生について、引き続き
採用した。（平成22年度新規採用：92人）

⑤ 振興会の研究者養成事業について周知するため、要望のあった大学に出向き、説明会を行った。（6回）

⑥ 若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラムについては、平成19年度、20年度、21年度採択
分の計30課題について、事業計画書に基づき円滑に資金を支給し、大学における若手研究者の派遣に資した。必
要に応じ振興会職員がアドバイス等を行った。
　20年度採択分については、国際事業委員会において、①事業の実施状況、②若手研究者の養成、③海外パート
ナー機関との連携、その他今後の展望という観点から中間評価を行い、評価結果は振興会ホームページで公開し
た。

⑦ 日本学術振興会賞については、平成22年度受賞者について、日本学術振興会賞審査会において審査方針に基
づき選考を行い、受賞者を決定した。（候補者数373人、受賞者数25人）また、授賞式を滞りなく開催した。

⑧ 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、特別研究員等審査会の委員等の
選考については、適任者を選考することを前提としながら、女性研究者の登用に配慮しながら行った。

⑨　天皇陛下から拝受した御下賜金を資として、大学院博士後期課程学生を顕彰する事業（日本学術振興会　育
志賞）を創設するための検討を行い、日本学術振興会育志賞顕彰規程を制定し、審査方針を定め、推薦要頄を公
表した。また、日本学術振興会育志賞選考委員会を設置し、審査方針に基づき選考を行い、受賞者を決定（候補
者数206人、受賞者数17人）し、天皇皇后両陛下のご臨席の下、授賞式を滞りなく開催した。育志賞受賞者の
内、希望した者は平成23年度より特別研究員として採用することとし、5名の採用手続きを開始した。

⑩　平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災者に対する対応として、特別研究員事業においては、被災
に伴う採用の中断及び延長制度の規定を新たに制定し、採用者と採用内定者等に通知した。また、採用者に対し
ては、4月期の提出書類の提出期限を延長する旨を、採用内定者に対しては、採用手続き書類の提出を猶予し、
申立書のみで採用手続きを進める旨を周知した。海外特別研究員事業においては、被災に伴う採用の中断及び延
長、一時帰国の緩和、帰国の延長措置等に配慮することを周知した。更に、新たな募集の受付期間に関しては、
日本学術振興会賞及び育志賞については、推薦要頄において、個別の相談に応じる旨明記し、既に公表している
特別研究員及び海外特別研究員については、延期することを前提として検討に着手した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(1)）
　

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

効率的な業務の実施

　特別研究員及び海外特別研究員事業への1万1千件を超える申
請の選考・審査業務及び新規採用、継続採用合わせて6千人
（前年比6.5％増）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。
　特別研究員等企画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んでおり、特別研究員及び特別研究員－Ｒ
ＰＤにおいて実施している。海外特別研究員については、電子
申請システムを部分的に導入し、書面審査を電子的に行ってい
る。更に、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検討し、次回の募集分から、
特別研究員事業と同様な一部電子申請システムを導入する準備
を整えた。

事業の有効性と支援対象者養成
の成果

　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。
　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。
　特別研究員事業及び海外特別研究員事業については、採用終
了後の就職状況等の調査を行っており、特別研究員では、採用
終了１年経過後で約８割、海外特別研究員では、終了直後で８
割超える者が常勤的な研究職に就いており、支援の効果があっ
たと言える。この調査結果については、振興会のホームページ
で公開している。
　特別研究員(DC、PD、SPD、RPD)や海外特別研究員の経験者か
ら、第1～7回日本学術振興会賞受賞者171名のうち計88名が出
ており、特に優秀な研究者の養成に寄与していると言える。

Ｓ

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(1)）

審査の公正性・透明性および不
正行為の適切な防止対策

　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審査員候補者データ
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、特別研究員等企画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。
　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頄目の評価及び当該領域におけるおお
よその項位を通知している。
　各事業の募集要頄、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、振興会ホー
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、募集要頄、手引等に記載するとともに、そのような行為を
行わないという誓約書を採用者から提出させている。

男女共同参画の推進

　特別研究員事業及び海外特別研究員事業については、希望者
（男女問わず）に対し、出産・育児に伴う採用の中断及び延長
の取扱いを実施している。さらに特別研究員については、その
採用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」の取扱いも実施してい
る。
　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（男女問わず）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)を平成18年
度から実施している。特別研究員(RPD)の採用期間について、
男女共同参画学協会連絡会や採用者からの採用期間延長の要望
を受け、研究現場の実情や若手研究者を取り巻く状況等を学術
システム研究センターに設置した作業部会等で検討した結果、
研究分野によっては2年間の支援では必ずしも十分とは言えな
いことが確認された。これを受け、復帰支援の更なる円滑化を
図るため、採用期間を2年間から3年間に延長する概算要求を行
い、これが認められ採用期間を3年とする平成23年度採用分募
集要頄を発出し、募集、審査を行った。また、既採用者分の予
算も認められたため、平成20、21、22年度採用者についても１
年間の延長希望者を募集したところ、対象者122名中113名から
申請があり、審査の上、112名を内定とし、最終的に希望した
110名の延長手続きを行った。
 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、特別研究員等審査会の委員等の選考について
は、適任者を選考することを前提としながら、女性研究者の登
用に配慮しながら行った。
　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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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(1)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）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23年度採用分特別研究員募集要頄、平成24年度採用分特別研究員募集
要頄、平成23年度採用分特別研究員-RPD募集要頄、平成24年度採用分特別研究員-RPD募集要頄、平成23年度採用
分海外特別研究員募集要頄、平成23年度追加採用分・平成24年度採用分海外特別研究員募集要頄、特別研究員等
企画委員会委員一覧、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頄、特別研究員等審査会委
員一覧、第7回（平成22年度）日本学術振興会賞推薦要頄、日本学術振興会育志賞顕彰規程、第1回（平成22年
度）日本学術振興会育志賞推薦要頄、日本学術振興会育志賞選考委員会委員名簿、第1回日本学術振興会育志賞
受賞者一覧、特別研究員遵守事頄および諸手続の手引、誓約書（特別研究員）、海外特別研究員遵守事頄および
諸手続の手引、誓約書（海外特別研究員）

該当なし

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(2)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(２)　選考審査の適切な実施

①　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。

②　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。

③　引き続き公平で公正な審査体制を維持するため、書面審査の基準及び評価方法の書面審査員への周知、面接
終了後の合議審査により、精度の高い選考、評価を実施する。

④　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。

⑤　改定された特別研究員の申請資格について、適切な経過措置を講ずるとともに、説明会等を開催し、周知に
努める。

⑥　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とともに、不採択者に対し、その
評価結果を通知する。

⑦　特別研究員に対する研究奨励金については、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を防止す
るため、採用内定者情報を同機構に提供し重複チェック等を行う。

①　特別研究員等の選考については、学識経験者等により構成される「特別研究員等企画委員会」や学術システ
ム研究センターに設置した作業部会において、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
方針であることの確認がなされた。

②　平成23年度採用分の特別研究員、海外特別研究員の選考については、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員とする「特別研究員等審査会」を3回（計7日間）開催し、審査方針に基づき、
書面審査、合議審査及び面接審査を行い、内定者を選定した。

③　公平で公正な審査体制を維持するため、書面審査員に対して、審査の手引等を作成して、書面審査の基準及
び評価の方法等の周知に努めた。また、面接終了後に審査員がディスカッションする時間を取ることにより、精
度の高い選考、評価を実施した。

④　特別研究員等審査会の委員、専門委員（書面担当）、専門委員（面接担当）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の研究員が、審査員候補者データベースを活用し
て候補者名簿案を作成し、それに基づき「特別研究員等審査会委員等選考会」において、特別研究員等審査会の
委員・専門委員を選考した。なお、選考の過程においては、適切な人材を選定することを前提としながら、女性
研究者の登用にも配慮した。

⑤　平成24年度採用分の募集要頄を作成、公表するとともに、申請書作成に当たっての注意点を広く周知するた
め、各機関の事務担当者を集めて、特別研究員の募集に関する説明会を平成23年2月23日に開催した。

⑥　審査の透明性を確保する観点から、審査方針や審査の方法、書面審査セット等を振興会のホームページ上で
公開した。また、審査結果について、個別審査頄目の評価、総合評価のＴスコアや不採用者の中のおおよその項
位について、書面審査で不採用となった申請者本人に開示した。なお、採用者については、振興会のホームペー
ジ上で氏名等を公開している。

⑦　特別研究員に支給する研究奨励金については、「独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃
に関する勧告の方向性」における指摘事頄を踏まえた見直し案 (平成18年12月15日文部科学省)に基づき、独立
行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を防止するため、平成19年度に整えた同機構とのチェック体制
に従い、平成20年度から採用内定者情報を同機構に提供し重複チェックを行っており、平成22年度においても
チェックを行った。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(2)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ｓ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

評価の観点 達成度

審査の公正性・透明性

　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・目的を踏まえ、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作成した審査員候補者
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、特別研究員等企画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、書面審査にお
ける研究室移動審査評価入力欄の充実を図るなど、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頄目の評価及び当該領域におけるおお
よその項位を通知している。なお、採用者については、振興会
のホームページ上で氏名等を公開している。
　各事業の募集要頄、申請書、審査方針、申請・採用状況、採
用者一覧及び特別研究員等審査会委員の氏名・所属等につい
て、振興会ホームページを通じて、広く一般に公開している。

「「独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性」におけ
る指摘事頄を踏まえた見直し案　第１－２　特別研究員事業等の重点化等」
　特別研究員に対する研究奨励金については、独立行政法人日本学生機構の奨学金との重複受
給を組織的に防止する仕組みを構築する（平成19年度）。

　独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を防止するため、平成19年度に整えた
同機構とのチェック体制に従い、平成20年度から採用内定者情報を同機構に提供し重複チェッ
クを行っている。

　平成23年度採用分特別研究員募集要頄、平成24年度採用分特別研究員募集要頄、平成23年度採用分特別研究員
-RPD募集要頄、平成24年度採用分特別研究員-RPD募集要頄、平成23年度採用分海外特別研究員募集要頄、平成23
年度追加採用分・平成24年度採用分海外特別研究員募集要頄、特別研究員等企画委員会委員一覧、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頄、特別研究員等審査会委員一覧
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(３)　事業の評価と改善

　特別研究員等審査会が実施した審査内容等について、学術システム研究センターにおいて分析・検証を行い、
審査業務に改善すべき点が生じた場合は、改善につなげるとともに「特別研究員等企画委員会」において検討を
行う。
高水準の待遇で採用した者（特別研究員-SPD）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、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のもと、支給の効果について評価し、その結
果を本人に通知する。
　改善事頄については、十分な周知期間、経過措置を講じた上で、募集要頄等に反映させ、ホームページへの掲
載、説明会の開催等を行い、広く周知する。

　特別研究員等審査会が実施した審査内容等について、学術システム研究センターの研究員が分析・検証を行っ
た。また、書面審査員が、より適切な審査コメントを記載するための参考になるように、書面合議審査に貢献す
る模範的な審査コメントの例を書面審査の手引に掲載し、さらに、書面合議審査に貢献する模範的な審査コメン
トを残した審査員を選考し、表彰した。
　また、研究計画を遂行するに当たって、相手方の同意・協力を必要とする研究、個人情報の取り扱いの配慮を
必要とする研究、生命倫理・安全対策に対する取組を必要とする研究など法令等に基づく手続きが必要な研究が
含まれている場合に、どのような対策や措置を講じるのかについても審査の対象とすることとし、募集要頄に明
記するとともに、申請書に記載欄を設けた。このことについては、特別研究員の募集に関する説明会で周知を
図った。
　さらに、特別研究員－ＰＤ（ＳＰＤ、ＲＰＤを含む。）について、特別研究員としての研究課題が更に進展す
ると考えられる研究を実施する場合などにおいて、一定の要件を満たす場合に、振興会以外からの研究費の助成
を受けることが出来るように競争的研究資金等の受給制限を緩和し、採用中の特別研究員、特別研究員採用内定
者、関係機関に通知した。
　特別研究員－ＳＰＤについては、学術システム研究センターにおいて、中間評価（１年目終了後：研究発表会
を開催し、評価を担当するセンター研究員との質疑応答を踏まえて研究状況等を検証、2年目終了後：ＳＰＤ本
人の自己評価及び受入研究者が作成した評価書を基に研究状況等を検証）、事後評価(採用終了後：ＳＰＤ本人
の自己評価及び受入研究者が作成した評価書を基に採用期間全体の研究状況等を検証）を行い、その評価結果に
ついて、本人に対して通知した。
　特別研究員－ＲＰＤの採用期間について、男女共同参画学協会連絡会や採用者からの採用期間延長の要望を受
け、研究現場の実情や若手研究者を取り巻く状況等を学術システム研究センターに設置した作業部会等で検討し
た結果、研究分野によっては2年間の支援では必ずしも十分とは言えないことが確認された。これを受け、復帰
支援の更なる円滑化を図るため、採用期間を2年間から3年間に延長する概算要求を行い、これが認められ採用期
間を3年とする平成23年度採用分募集要頄を発出し、募集、審査を行った。また、既採用者分の予算も認められ
たため、平成20、21、22年度採用者についても１年間の延長希望者を募集したところ、対象者122名中113名から
申請があり、審査の上、112名を内定とし、最終的に希望した110名の延長手続きを行った。
　海外特別研究員事業については、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経て、新たに
海外へ渡航する者や新たな研究課題に挑戦する者を優先して採用できるように審査方針を変更し、改定された募
集要頄を基に募集、審査を行った。
　平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災者に対する対応として、特別研究員事業においては、被災に
伴う採用の中断及び延長制度の規定を新たに制定し、採用者と採用内定者等に通知した。また、採用者に対して
は、4月期の提出書類の提出期限を延長する旨を、採用内定者に対しては、採用手続き書類の提出を猶予し、申
立書のみで採用手続きを進める旨を周知した。海外特別研究員事業においては、被災に伴う採用の中断及び延
長、一時帰国の緩和、帰国の延長措置等に配慮することを周知した。更に、新たな募集の受付期間に関しては、
日本学術振興会賞及び育志賞については、推薦要頄において、個別の相談に応じる旨明記し、既に公表している
特別研究員及び海外特別研究員については、延期することを前提として検討に着手した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(3)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ｓ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）評価資料

評価の観点 達成度

　平成23年度採用分特別研究員募集要頄、平成24年度採用分特別研究員募集要頄、平成23年度採用分特別研究員
-RPD募集要頄、平成24年度採用分特別研究員-RPD募集要頄、平成23年度採用分海外特別研究員募集要頄、平成23
年度追加採用分・平成24年度採用分海外特別研究員募集要頄、特別研究員等企画委員会委員一覧、特別研究員
(SPD)の評価に関する取扱いについて（平成16年2月18日理事長裁定）、第8回（平成23年度）日本学術振興会賞
推薦要頄、第2回（平成23年度）日本学術振興会育志賞推薦要頄、特別研究員－ＰＤの就職状況調査結果につい
て、海外特別研究員の就職状況調査結果について

公正性・透明性の高い審査体制
の整備

　特別研究員等企画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、書面審査における研
究室移動審査評価入力欄の充実を図るなど、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頄目の評価及び当該領域におけるおお
よその項位を通知している。
　各事業の募集要頄、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、振興会ホー
ムページを通じて、広く一般に公開している。

１）「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価（全
体）」
（ロ）若手研究者支援の充実のため特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、研究者へ
の支援の効果の適切な検証等により、研究者のニーズにあった制度改善を進めるべきである。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（全
体）」
（ハ）若手研究者支援の観点から、特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、研究者へ
の支援の効果の適切な検証等により、研究者のニーズにあった制度改善を進めるべきである。

２）「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（全
体）」
②（ロ）研究者支援事業については、今後も効果的な事業の実施に努めるべきであるが、研究
者の育成に関しては、各種の事業を通じて支援した若手研究者の追跡調査を行うなど、事業の
成果を検証することが課題。（頄目別－P7参照）
③（ロ）研究者支援の充実のため、特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、若手研究
者への支援の効果を調査・検証し、その結果をホームページ等で公表するべき。（頄目別－P7
参照）

「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」
　全ての事業が中期計画に則って、公正性・透明性を確保しつつ、限られた数の職員によって
迅速かつ効率的に実施されており、事業の目的が期待される以上に達成されている。今後、本
中期目標期間内に、これまでに各事業を通じて支援した若手研究者の追跡調査を行い、各事業
の効果性について検証することを期待する。

見直し状況

１）特別研究員事業の制度改善等については、大学等研究機関の長やその経験者等で構成され
る特別研究員等企画委員会の俯瞰的な意見や、現職の大学教授等で構成される学術システム研
究センターに設置された作業部会での研究現場の視点に立った検討に基づき、実施されている
ところである。また、特別研究員－ＤＣについては、第３期科学技術基本計画に沿った拡充を
行っている。

答申・提言等
による
指摘事頄

２）特別研究員事業及び海外特別研究員事業については、採用終了後の就職状況等の調査を
行っており、特別研究員では、採用終了１年経過後で約８割、海外特別研究員では、終了直後
で８割超える者が常勤的な研究職に就いており、支援の効果があったと言える。この調査結果
については、振興会のホームページで公開している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(4)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(４)　特別研究員事業

　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
た、優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-RPDを引き続き実施する。

①　平成２２年度支援対象者に係ること
（ⅰ）特別研究員-DC
　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、採用した特別研究員-DCに対し研究奨励金
を支給する。
（ⅱ）特別研究員-PD
　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、採用した特別研究員-PDに対し研究奨励金
を支給する。
（ⅲ）特別研究員-SPD
　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。
（ⅳ）特別研究員-RPD
　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。
（ⅴ）特別研究員（グローバルＣＯＥ）
　「グローバルＣＯＥプログラム」に選定された拠点において採用された特別研究員（グローバルＣＯＥ）に対
し研究奨励金を支給する。

②　平成２３年度新規採用に係ること
　平成２３年度採用分特別研究員-DC1、DC2、PD及びRPDの公募に際し、更なる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改善を検討する。
選考審査等に当たっては、特に以下の点に留意する。
（ⅰ）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「募集要頄」、「諸手続きの手引き」に
記載することにより奨励する。
（ⅱ）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「募集要頄」、「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２１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定期的に行い、研究者若しくは専門的知識を生かす企業等の職に
就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証するとともに、調査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。

① 平成22年度の支援対象の特別研究員に対して、円滑に研究奨励金を支給した。また、希望者に対して、出
産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いの手続きを行った。

② 平成23年度採用の特別研究員（ＤＣ、ＰＤ、ＳＰＤ、ＲＰＤ）について、電子申請システムを用いて申請を
受け付け、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る選考を行
い、採用内定者を決定した。
　電子申請システムについては、毎年見直しを行い、申請者が入力する際のエラーメッセージの改善等、利便性
の向上に配慮している。
　特にＰＤの選考に際しては、研究者の流動性向上のため、採用後の所属研究室が博士課程在学時の研究室から
移動していることの確認を慎重に行うように審査員に周知し、書面審査における研究室移動審査評価入力欄の充
実を図った。
　採用期間中の海外渡航の奨励を募集要頄、諸手続の手引に記載するとともに、特別研究員の募集に関する説明
会等においても周知に努めている。
　平成24年度採用分の特別研究員募集要頄の公表を例年の3月上旪から、昨年と同様2月中旪に早めた。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(4)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

③ 特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を行った。その結果、特別研究員採用終了1年経過後で、約8割の
者が常勤的な研究職に就いており、支援の効果があったと言える。進路状況調査の結果については、ホームペー
ジで公表している。

　特別研究員-RPDでは、研究活動における出産・育児の課題及び今後の研究展望等の意見交換を目的として、平
成21年度に採用された特別研究員-RPDを集めて、平成22年9月10日に明治記念館に於いて特別研究員-RPD懇談会
を開催した。この懇談会には、秋篠宮妃殿下にご臨席いただき、女性研究者を励ますおことばをいただいた。

　特別研究員事業については、「「独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方
向性について」における指摘事頄を踏まえた見直し案」（平成18年12月15日文部科学省）及び「独立行政法人整
理合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）において、特別研究員事業の対象を大学院博士課程在学者（Ｄ
Ｃ）の支援に重点化すること、及び、特別研究員（21世紀ＣＯＥプログラム）を項次廃止し、より重点化した拠
点への支援に重点化することが、指摘されている。これらの指摘に対応して振興会では、ＤＣの新規採用数の拡
充（平成21年度に対し136人増）を図り、また、特別研究員（21世紀ＣＯＥプログラム）への支援を平成20年度
限りで終了し、特別研究員（グローバルＣＯＥ）の支援に重点化を図った。なお、ＤＣの拡充については、第3
期科学技術基本計画に謳われている「博士課程在学者への経済的支援の拡充」にも対応している。
 
  特別研究員－ＰＤ（ＳＰＤ、ＲＰＤを含む。）について、特別研究員としての研究課題が更に進展すると考え
られる研究を実施する場合などにおいて、一定の要件を満たす場合に、振興会以外からの研究費の助成を受ける
ことが出来るように競争的研究資金等の受給制限を緩和し、採用中の特別研究員、特別研究員採用内定者、関係
機関に通知した。

　平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災者に対する対応として、被災に伴う採用の中断及び延長制度
の規定を新たに制定し、採用者と採用内定者等に通知した。また、採用者に対しては、4月期の提出書類の提出
期限を延長する旨を、採用内定者に対しては、採用手続き書類の提出を猶予し、申立書のみで採用手続きを進め
る旨を周知した。更に、平成24年度採用分特別研究員及び平成24年度採用分特別研究員-RPDの受付期間につい
て、延期することを前提として検討に着手した。

効率的な業務の実施

　特別研究員事業への1万件を超える申請の選考・審査業務及
び新規採用、継続採用合わせて5千8百人（前年比6.8％増）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。
　特別研究員等企画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んでおり、特別研究員及び特別研究員－Ｒ
ＰＤにおいて実施している。

Ｓ

事業の有効性と支援対象者養成
の成果

　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。
　特別研究員(PD)は、採用期間終了後5年経過後調査では、
91.7％が「常勤の研究職」に就いている。
　特別研究員(DC、PD、SPD、RPD)や海外特別研究員の経験者か
ら、第1～7回日本学術振興会賞受賞者171名のうち計88名が出
ており、特に優秀な研究者の養成に寄与している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(4)）

男女共同参画の推進

　希望者（男女問わず）に対し、出産・育児に伴う採用の中断
及び延長の取扱いを実施している。その採用中断中も短時間の
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」の取扱いも実施している。
　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（男女問わず）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)を平成18年
度から実施している。特別研究員(RPD)の採用期間について、
男女共同参画学協会連絡会や採用者からの採用期間延長の要望
を受け、研究現場の実情や若手研究者を取り巻く状況等を学術
システム研究センターに設置した作業部会等で検討した結果、
研究分野によっては2年間の支援では必ずしも十分とは言えな
いことが確認された。これを受け、復帰支援の更なる円滑化を
図るため、採用期間を2年間から3年間に延長する概算要求を行
い、これが認められ採用期間を3年とする平成23年度採用分募
集要頄を発出し、募集、審査を行った。また、既採用者分の予
算も認められたため、平成20、21、22年度採用者についても１
年間の延長希望者を募集したところ、対象者122名中113名から
申請があり、審査の上、112名を内定とし、最終的に希望した
110名の延長手続きを行った。
　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。

審査の公正性・透明性および不
正行為の適切な防止対策

　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作成する審査員候補者
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、特別研究員等企画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、書面審査にお
ける研究室移動審査評価入力欄の充実を図るなど、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頄目の評価及び当該領域におけるおお
よその項位を通知している。なお、採用者については、振興会
のホームページ上で氏名等を公開している。
　各事業の募集要頄、申請書、審査方針、申請・採用状況、採
用者一覧及び特別研究員等審査会委員の氏名・所属等につい
て、振興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、募集要頄、手引等に記載するとともに、そのような行為を
行わないという誓約書を採用者から提出させている。

研究者の流動性を向上させる仕
組みの構築

　特別研究員(PD)に対し、原則として、出身研究室以外の場
で、研究に従事することを申請資格としている。これにより、
平成22年度新規採用者のうち、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9割以上（94.9％）となっている。

若手研究者に対する海外渡航奨
励策の実施

　特別研究員(PD)については、採用期間中に海外において研究
することを、募集要頄や手引に記載することにより、奨励して
いる。
　平成22年度末で採用期間が終了する予定であった者のうち、
3割以上（54.0％）の者が一ヶ月以上海外渡航した。
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（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）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23年度採用分特別研究員募集要頄、平成24年度採用分特別研究員募集要頄、平成23年
度採用分特別研究員-RPD募集要頄、平成24年度採用分特別研究員-RPD募集要頄、特別研究員等企画委員会委員一
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頄、特別研究員等審査会委員一覧、第7回
（平成22年度）日本学術振興会賞推薦要頄、特別研究員の選考方法、特別研究員遵守事頄および諸手続の手引、
誓約書（特別研究員）、特別研究員－ＰＤの就職状況調査結果について

答申・提言等
による
指摘事頄

１）「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第１－２　特別研究員事業等の重点化等」
特別研究員事業等については、事業の重点化等の観点から、以下の措置を講ずることとする。
①特別研究員事業の対象を大学院博士課程在籍者に重点化する（平成19年度）。
②特別研究員（21世紀COEプログラム）について、各拠点の時限の到来に伴い項次廃止し、より
重点化された拠点への支援に縮小する（平成19年）。

「整理合理化計画　別表【研究者養成のための資金の支給】」
○特別研究員（21世紀COEプログラム）については、項次廃止し、より重点化された拠点への支
援に重点化する。
○特別研究員事業の対象を大学院博士課程在学者（DC）の支援に重点化する。また、大学等の
研究に関する人材養成を促進するため、海外特別研究員事業と海外での研さん機会を付与する
事業を一体的に実施し、その効果が最大限発揮できるよう事業を重点化する。

２）「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価（全
体）」
（ロ）若手研究者支援の充実のため特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、研究者へ
の支援の効果の適切な検証等により、研究者のニーズにあった制度改善を進めるべきである。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（全
体）」
（ハ）若手研究者支援の観点から、特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、研究者へ
の支援の効果の適切な検証等により、研究者のニーズにあった制度改善を進めるべきである。

見直し状況

１）ＤＣの採用数の拡充（平成19年度から平成20年度370人増、平成20年度から平成21年度210
人増、平成21年度から平成22年度136人増）を図り、また、特別研究員（21世紀ＣＯＥプログラ
ム）への支援を平成20年度限りで終了し、特別研究員（グローバルＣＯＥ）の支援に重点化を
図った。なお、ＤＣの拡充については、第3期科学技術基本計画に謳われている「博士課程在学
者への経済的支援の拡充」にも対応している。

２）特別研究員事業の制度改善等については、大学等研究機関の長やその経験者等で構成され
る特別研究員等企画委員会の俯瞰的な意見や、現職の大学教授等で構成される学術システム研
究センターに設置された作業部会での研究現場の視点に立った検討に基づき、実施されている
ところである。また、特別研究員－ＤＣについては、第３期科学技術基本計画に沿った拡充を
行っている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(5)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価
評定

(５)　海外特別研究員事業

　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業を円滑に実施する。
　海外特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専門的知識を生かす企業等の
職に就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証するとともに、調査結果をホームページ等で国民にわか
りやすい形で公表する。

　平成22年度の支援対象の海外特別研究員に対して、円滑に渡航費、滞在費等を支給した。また、希望者に対し
て、出産・育児に伴う採用の中断及び延長の取扱いの手続きを行った。
　平成23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、合
議審査及び面接審査による選考を行い、採用内定者を決定した。
　海外特別研究員が安心して長期間研究に専念できる環境を整備するため、振興会が支給する滞在費の中から保
険料を差し引き、まとめて海外旅行傷害保険に加入することにより、海外特別研究員が安価で保険に加入できる
ように手続きを行った。
　海外特別研究員の採用期間終了後の進路状況調査を行った。その結果、終了直後で、8割を超える者が常勤的
な研究職に就いており、支援の効果があったと言える。進路状況調査については、ホームページで公表してい
る。
　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検討した。海外特別研究
員の電子申請システム導入については、日本国内の大学等に所属せず、海外の大学等で研究を行っている者から
の申請受付が隘路となっていたが、個人での申請受付ができるようシステム改修を行うことにより、次回の募集
分から、特別研究員事業と同様な一部電子申請システムを導入する準備を整えた。これにより、申請者はネット
上で申請者の情報等を入力することとなるが、記入漏れや単純な入力ミス等を自動的に検出し、知らせるなど、
記載ミスを大幅に減らすことができ、また、書類を手書きする必要が無くなるなど、申請者の利便性が向上す
る。
　また、近年の若手研究者の内向き志向に対する懸念から、積極的に外国での研究に従事させるため、平成23年
度海外特別研究員の採用者数を大幅に増員することとした。これに伴い、平成23年度中に平成23年度採用分の追
加募集を行うこととし、併願の簡素化等の申請者の利便性や事務効率化に配慮して、平成24年度採用分と合わせ
て募集することを検討した。この検討結果に沿って、電子申請システムの改修を行い、募集要頄を作成し、公表
するとともに、募集説明会等において、周知を図った。
　海外特別研究員事業については、「独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の
方向性について」における指摘事頄を踏まえた見直し案（平成18年12月15日文部科学省）及び「独立行政法人整
理合理化計画」（平成19年12月24日閣議決定）等において、日本人の若手研究者に海外での研鑽機会を付与する
事業に重点を置くこと等の指摘を受けており、採用者数の拡充（平成21年度に対し24名増）を図っている。
　平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災者に対する対応として、被災に伴う採用の中断及び延長、一
時帰国の緩和、帰国の延長措置等に配慮することを周知した。また、平成23年度追加採用分・平成24年度採用分
海外特別研究員募集の受付期間について、延期することを前提として検討に着手した。

評価の観点 達成度

Ｓ

効率的な業務の実施

　海外特別研究員事業への約800件の申請の選考・審査業務及
び新規採用、継続採用合わせて300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。
　特別研究員等企画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。
　電子申請システムを部分的に導入し、書面審査については、
電子的に行っている。更に、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検討し、
次回の募集分から、特別研究員事業と同様な一部電子申請シス
テムを導入する準備を整えた。
　平成23年度追加採用分について、平成24年度採用分と合わせ
て募集要頄を作成することにより、業務の効率化を図った。

事業の有効性と支援対象者養成
の成果

　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。
　海外特別研究員については、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。
　海外特別研究員は、採用終了後の就職状況の調査では、84％
が「常勤の研究職」に就いており、非常勤も含めた研究職に就
いている者は、98％であった。
　特別研究員(DC、PD、SPD、RPD)や海外特別研究員の経験者か
ら、第1～7回日本学術振興会賞受賞者171名のうち計88名が出
ており、特に優秀な研究者の養成に寄与している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(5)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

　希望者（男女問わず）に対し、出産・育児に伴う採用の中断
及び延長の取扱いを実施している。

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第１－３　学術に関する国際交流の促進のための事業の
重点化」
①日本人の若手研究者に海外での研鑽機会を付与する事業に重点をおくこととし、外国人特別
研究員事業の規模を縮小する（平成19年度）。

「整理合理化計画　別表【研究者養成のための資金の支給】」
○特別研究員事業の対象を大学院博士課程在学者（DC）の支援に重点化する。また、大学等の
研究に関する人材養成を促進するため、海外特別研究員事業と海外での研さん機会を付与する
事業を一体的に実施し、その効果が最大限発揮できるよう事業を重点化する。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　外国人特
別研究員事業」
　今後、整理合理化計画等に基づき、日本人若手研究者の海外での研鑽機会の付与のための事
業に重点化を図っていく必要がある。

　海外特別研究員事業については、海外での研さん機会を付与する事業と一体的に実施しその
効果を最大限に発揮できるよう、新たに海外へ渡航する者等を優先して採用できるように審査
方針を変更し、募集要頄を改定するとともに、採用者数の拡充（平成19年度から平成20年度2名
増、平成20年度から平成21年度6名増、平成21年度から平成22年度24名増）を図っている。

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23年度
採用分海外特別研究員募集要頄、平成23年度追加採用分・平成24年度採用分海外特別研究員募集要頄、特別研究
員等企画委員会委員一覧、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頄、特別研究員等審査
会委員一覧、第7回（平成22年度）日本学術振興会賞推薦要頄、海外特別研究員の選考方法、海外特別研究員遵
守事頄および諸手続の手引、誓約書（海外特別研究員）、海外特別研究員の就職状況調査結果について

審査の公正性・透明性および不
正行為の適切な防止対策

　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作成する審査員候補者
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、特別研究員等企画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。
　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頄目の評価及び当該領域におけるおお
よその項位を通知している。なお、採用者については、振興会
のホームページ上で氏名等を公開している。
　各事業の募集要頄、申請書、審査方針、申請・採用状況、採
用者一覧及び特別研究員等審査会委員の氏名・所属等につい
て、振興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、募集要頄、手引等に記載するとともに、そのような行為を
行わないという誓約書を採用者から提出させている。

男女共同参画の推進
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(6)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

(６)　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

　我が国の若手研究者が海外で活躍・研さんする機会の充実・強化を図ることを目的とし、我が国の大学が、海
外の大学等と組織的に連携し、若手研究者が海外において一定期間研究活動等を行う機会を提供することを支援
する。

　平成19年度、20年度、21年度採択の計30課題については、事業計画書に基づき円滑に資金を支給し、大学にお
ける若手研究者の派遣に資した。必要に応じ振興会職員がアドバイス等を行った。
　20年度採択分の10事業については、国際事業委員会において、書面審査及び合議審査により中間評価を行っ
た。また、中間評価の結果等はホームページにおいて公開した。
 なお、本プログラムについては、平成22年度に予定していた事業のうち、1件（17,974,693円）の事業について
は、東日本大震災の影響により事業が完了しなかったため、事業期間を延長し、平成23年度に完了した。なお、
29件（501,327,018円）の事業については、平成22年度中に完了した。

評価の観点 達成度

適切な事業の実施

　採択30課題で、286人の若手研究者が海外に派遣され、若手研究
者が海外で活躍・研鑽する機会の提供が行われた。パートナー機関
との共同企画は70回開催された。
　平成20年度採用分について、国際事業委員会において、評価方針
に基づき、書面審査、合議審査により中間評価を行った。
　事業の実施計画、実施報告、中間評価の結果等については、随時
ホームページ上にアップし、成果の公開・共有に努めている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(6)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

（5）評価資料

見直し状況

　平成22年度は平成19年度、平成20年度、平成21年度に採択した計30課題に対して、引き続き
支援を行った。（平成21年度予算:460百万円 → 平成22年度予算:449百万円）
　平成22年度以降、新規の募集を停止しているが、頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣
プログラム等により、若手研究者の海外研鑽の機会を提供する事業の重点化を進めている。

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)　平成１９年度採択課題一覧
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)　平成２０年度採択課題一覧
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)　平成２１年度採択課題一覧
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)　中間評価結果一覧（平成20年度採択事業）

『整理合理化計画　別表【学術の国際交流事業の促進事業】』
「○日本人の若手研究者に海外での研さん機会を付与する事業に重点を置くため、外国人特別
研究員事業の規模を縮小し、効果的に研究者養成が実施できるよう見直しを行う。」

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第１－３　学術に関する国際交流の促進のための事業の
重点化」
①日本人の若手研究者に海外での研鑽機会を付与する事業に重点をおくこととし、外国人特別
研究員事業の規模を縮小する（平成19年度）。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　外国人特
別研究員事業」
　今後、整理合理化計画等に基づき、日本人若手研究者の海外での研鑽機会の付与のための事
業に重点化を図っていく必要がある。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（頄目別-5
全般的な取組み）」
　組織的な研究者海外派遣支援事業の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）については、組織的な研究者海外派遣支援として着実に実施しており、整理合
理化計画を踏まえ、今後さらなる重点化の取組みを強化することが重要である。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　平成２０年度から新たに実施している、若手研究者の海外での修練プログラムを機関毎に募
集したインターナショナル・トレーニング・プログラム（ITP）は、時機を得た取り組みであ
る。ここでの若手として、女性や外国人を含めてもよいが、育成のためのシステムが女性と外
国人では異なってくるために、女性、外国人を育成対象とするプログラムがあってよい。

「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」
　大学が組織的に海外の大学と連携して、若手研究者が海外の大学で研究を行うなどの機会を
提供するインターナショナル・トレーニング・プログラム（ＩＴＰ）は大学院教育の国際化に
も大きく寄与することから、ダブルディグリーやジョイントディグリーへとつなげていける基
盤としても、重要な事業である。大学院教育は研究行為と密接に結びついていることから、学
位取得における、ＩＴＰの効果も、事業評価の一つの軸にすることが望ましい。

89
93



自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(7)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

(７)　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。

　平成22年度の授賞については、我が国の大学等学術研究機関及び学協会に第7回（平成22年度）日本学術振興
会賞推薦要頄を送付し、推薦の受付を行った。今年度新たに推薦された者と前年度から引き続き審査の対象とな
る者（キャリーオーバー）を合わせて候補者として、学術システム研究センターにおいて予備的審査を実施し
た。その際、学際的な分野の研究に対する審査については、複数分野の専門家による慎重な評価を行うため、他
領域への推薦であっても学際領域に当たる推薦については、関係する領域においてもチェックを行った。この結
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（財）茨城県科学技術振興財団理事長／横浜薬科
大学長、計12名で構成。）において選考を行い、受賞者を決定した。また、この受賞者の中から日本学士院にお
いて、日本学士院学術奨励賞の受賞者が選定された。
　授賞式は、平成23年3月3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110万円が授与された。
　また、平成23年度の授賞については、我が国の大学等学術研究機関及び学協会に第8回（平成23年度）日本学
術振興会賞推薦要頄を送付した。その際、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災者に対する対応とし
て、第8回（平成23年度）推薦要頄において、推薦の受付期間に関しては、個別の相談に応じる旨明記した。

評価の観点 達成度

顕彰の有効性

　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。
　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。

Ｓ

選考の公正性・透明性

　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、振興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い、同時に
推薦を依頼した全国の各研究機関および学協会へ受賞者を紹介
したパンフレットを送付した。
　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、振興会ホームページにも公表
している。
　また、平成18年度より、我が国で活躍している外国人にも授
賞対象を拡大している。

効率的な業務の実施

　特別研究員事業等他の振興会事業と同様に、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
薦要頄については、我が国の学術研究機関及び学協会等3,073
機関に送付するとともに、ホームページや科学専門誌等にも掲
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。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(7)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）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7回（平成22年度）日本学術振興会賞推薦要頄、第8回（平成23年
度）日本学術振興会賞推薦要頄、日本学術振興会賞審査会委員名簿、第7回日本学術振興会賞受賞者一覧、第7回
日本学術振興会賞パンフレット

答申・提言等
による
指摘事頄

１）「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　日本
学術振興会賞」
　若手研究者を顕彰する本賞の意義は極めて高く、今後、本賞の国内外における知名度と意義
の向上を図っていくことが重要である。

２）「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　「日本学術振興会賞」を、国民、特に中高生を対象にして、やさしく紹介することは学術研
究に国費を投入することの大切さを国民に知ってもらうために優れた効果をもつであろう。

見直し状況

１）国公私立大学、学協会等、3,073機関に推薦要頄及びポスターを送付し推薦を依頼した。
日本学術振興会賞の授賞式の記事を学術雑誌等の広告記事として掲載した。

２）日本学術振興会賞の受賞者が決定した際には、中高生にも理解できるように配慮した授賞
理由を添えて、記者発表を行っている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(8)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ｓ

(８)　大学院生に対する顕彰（日本学術振興会　育志賞）

　我が国の学術研究の発展への寄与が期待される若手研究者の養成に資するため、優秀な大学院博士課程学生を
顕彰し、その勉学及び研究意欲を高める事業を実施するために募集、選考、授賞に係る業務を円滑に実施する。

　第1回となる今回は、賞の名称、審査方針、推薦要頄等の検討を行った。賞の名称の検討に際しては、文部科
学省や宮内庁に対して、検討状況の報告を逐次行うなど慎重を期し、最終的に賞名は「育志賞」と決定した。ま
た、審査方針については、具体的な選考方法の検討と並行して、学術システム研究センターにおいて慎重な議論
を経て行われた。このような短期間ではあるが、濃密な議論、検討を基に日本学術振興会育志賞顕彰規程を制定
し、審査方針を定め、推薦要頄を平成22年5月に公表した。
　平成22年度の授賞については、我が国の大学等学術研究機関及び学協会に第1回（平成22年度）推薦要頄を送
付し、推薦の受付を行った。大学長または学協会長から推薦された者、206名を候補者として、学術システム研
究センターにおいて予備的審査を実施した。推薦は３系（人社系・理工系・生物系）に分けて受付を行い、書面
と面接の予備審査を行った。この結果を踏まえて、日本学術振興会育志賞選考委員会（委員長：佐々木毅学習院
大学教授、計9名で構成。）において厳正な選考を行い、受賞者17名を決定した。今回は第1回であったため、周
知期間を十分に取るために、推薦受付を8月2日に締め切り、その後の予備審査を効率的に行い短期間で1月6日の
選考委員会を開催した。
　授賞式は、平成23年2月1日に天皇皇后両陛下の行幸啓を賜り、日本学士院で開催し、受賞者に賞状、賞牌及び
副賞として学業奨励金110万円が授与された。天皇皇后両陛下におかれては、近年、そのご公務の軽減がされて
いる中、行幸啓を賜ったことについては、宮内庁との綿密な打合せにより実現できたものである。
　さらに、育志賞受賞者の内、希望した者は平成23年度より特別研究員として採用することとし、5名の採用手
続きを開始した。
　また、平成23年度の授賞については、我が国の大学等学術研究機関及び学協会に第2回（平成23年度）日本学
術振興会育志賞推薦要頄を送付した。その際、平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災者に対する対応
として、第2回（平成23年度）推薦要頄において、推薦の受付期間に関しては、個別の相談に応じる旨明記し
た。

評価の観点 達成度

効率的な業務の実施

　特別研究員事業等他の振興会事業と同様に、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
薦要頄については、我が国の学術研究機関及び学協会等2,535
機関に送付するとともに、記事掲載についての新聞社への働き
掛け、国立大学協会や公立大学協会、私学関係団体への協力要
請、ホームページ掲載など、その周知に努めた。
　大学からの推薦を3名以内、また、学会からの推薦を1名に制
限し、推薦者が候補者を絞り込む仕組みを導入することによ
り、真に優秀な者が推薦されるため、振興会内の選考が効率的
に行われた。
　推薦受付から選考、授賞式の開催等の事務処理については、
日本学術振興会賞で培ったノウハウを生かすことにより効率的
に実施している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(8)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

日本学術振興会育志賞顕彰規程、第1回（平成22年度）日本学術振興会育志賞推薦要頄、第2回（平成23年度）日
本学術振興会育志賞推薦要頄、日本学術振興会育志賞選考委員会委員名簿、第1回日本学術振興会育志賞受賞者
一覧、第1回日本学術振興会育志賞パンフレット

顕彰の有効性

　人文・社会科学から自然科学の全分野を対象に、優れた大学
院博士課程在学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。社会的に厳しい経済環境の
中で、勉学や研究に励んでいる若手研究者を支援・奨励し、そ
の研究意欲を高め、創造性・独創性が高い研究や、重要な基盤
となる研究に従事している若手研究者を支援することは、将
来、我が国の学術研究の発展に寄与することが期待される若手
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。
　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選
考委員会においては、候補者の将来性等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。

選考の公正性・透明性

　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。
　学術システム研究センターにおける予備審査では、書面によ
る選考により候補者を絞込み、その後に面接選考を行うことに
より、受賞者の将来性等について、慎重な評価を行った。
　審査結果の公表については、振興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い、同時に
推薦を依頼した全国の各研究機関および学協会へ受賞者一覧を
送付した。
　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
術振興会育志賞選考委員会委員の名簿は、振興会ホームページ
にも公表している。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(9)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

(９)　若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラム

　科学技術振興調整費における若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラムについて、選考委員会委員の推
薦等、適切な審査が行われるよう協力する。

　若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラムについて、選考委員会委員の推薦等、適切な審査が行われる
ように協力した。

評価の観点 達成度

選考委員会委員の推薦の公正
性・透明性

　学術システム研究センターの協力を得て、若手研究者養成に
対する見識があり、審査・評価等の経験が豊かな研究者として
振興会が推薦した選考委員会委員が引き続き委員に就任してい
る。

該当なし

該当なし

94
98



自己点検・外部評価個別シート（第1-3-(9)）

（5）評価資料

公募要領、文部科学省のホームページ（該当箇所）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-4）

掲載箇所 中期計画 ８頁 年度計画 ９頁 事業報告書 ７７頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第一　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
　　　　　　　　　４　学術に関する国際交流の促進

４　学術に関する国際交流の促進
　国際的な共同研究を積極的に促進するなど、日本の研究水準、国際競争力の一層の向上を目指し国内外からの
要請に応えるべく、我が国を代表する資金配分機関として戦略的に以下の取組を行う。
　なお、公募事業については、学術システム研究センターや国際事業委員会の機能を有効に活用し、審査の透明
性・公平性を確保しつつ、競争環境の中で厳正な審査を行う。

（１）諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進
　日本の研究水準の向上、国際競争力の強化を一層進めるため、諸外国の学術振興機関との協定等に基づく、国
際共同研究、セミナー開催などの事業を実施することにより、学術ネットワークの構築を進める。これらの活動
を円滑に推進するため、諸外国の学術振興機関との協力関係をさらに強化・発展させる。
　欧米等学術先進諸国との交流については、対等な立場での協力により、日本の国際競争力を高め、世界トップ
レベルの研究水準を維持し、さらに向上させる。
　アジア諸国、特に国際的な研究開発能力を飛躍的に増しつつある韓国、中国、インドとの学術交流を戦略的に
推進するための取組を支援することにより、相互的な学術発展を図る。
　アフリカ・中東諸国等との交流については、長期的視野に立って、外交的な観点や多様な研究ニーズなど様々
な学術に関する国際交流の必要性を踏まえ、関係機関と連携を図りつつ促進する。
　また、海外研究連絡センターにおいては、当該国の学術振興機関との有機的な協力の下、セミナー、シンポジ
ウム等を実施する。

（２）研究教育拠点の形成支援
　我が国の学術研究機関が先端研究分野において世界を代表する研究教育拠点となることを目指し、諸外国の
トップレベルの学術研究機関との多国間交流ネットワークの構築・強化、若手研究者の育成等を通じ、その萌芽
段階にある拠点の形成を支援する先端研究拠点事業等を推進する。

（３）若手研究者育成のための国際交流支援
　日本と先進諸外国の新進気鋭の若手研究者が学際的な観点から先端的な研究課題について積極的に討議し情報
発信を行う機会を提供する先端科学（Frontiers of Science）シンポジウム事業や、ノーベル賞受賞者との討議
等を行う会議に若手研究者を派遣する事業（リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業）等を実施する。

（４）アジア・アフリカ諸国との交流
　アジア・アフリカ諸国との学術連携・協力の深化を図るため、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等により、研究拠点構築や研究者交流を積極的に促進する。具体的
には、それぞれの国の学術の発展段階等も踏まえながら、共同研究・セミナー等の効果的な実施を促進する。
　とりわけ、我が国と緊密な関係にあるアジア諸国については、各学術振興機関間、大学・研究所間、さらには
個々の研究者間など多層的なネットワークを我が国が主導的に形成するための取組を実施することにより、アジ
アにおける学術コミュニティの構築、同地域における先端研究や共同課題解決研究の推進及び若手研究者の育成
を図る。
　なお、拠点大学交流事業については、アジア研究教育拠点事業など公募により相手方に対等な負担を求める方
式による事業へと転換し、平成２３年度までに段階的に廃止する。

（５）研究者の招致
　多様な発想と経験を有する内外の研究者が我が国の大学等研究機関で切磋琢磨する研究環境を創出するため、
次世代の研究を担う優秀な若手研究者や世界的研究業績を有する第一線の著名研究者等、様々なキャリアステー
ジにある優れた外国人研究者招致のための取組を推進する。
　また、日本での研究滞在を終え、母国に帰国した後の研究者コミュニティの形成・強化を図ることも視野に入
れ、多様な招へい方法による、きめ細やかな対応を行う。
　さらに、招へいした外国人研究者の協力を得て、高校生に科学や国際社会への関心を深めさせることを目的と
したサイエンス・ダイアログ事業を全国各地で広く実施する。
　なお、外国人特別研究員については、全体として効率化を図っていくよう検討を行い、大学等のニーズに即
し、効果的に研究者養成が実施できるよう見直しを行う。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-4）

2．意義・必要性

3．年度計画

　振興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、個人を対象としたものから研究者グループ、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を実施している。
　第1期及び第2期科学技術基本計画（平成13年3月30日閣議決定）に引き続き、第3期科学技術基本計画（平成18
年3月28日閣議決定）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。
　また、「新成長戦略～「元気な日本」復活のシナリオ～」（平成22年6月閣議決定）では、「国際共同研究の
推進や途上国への科学・技術協力など、科学・技術外交を推進する。」と謳っており、第4期科学技術基本計画
につながる「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、科学技術外交を重要視する方向性
が示されているため、これまでの取組を継続して着実に行っていく必要があると考えられる。
　これらの趣旨のもと、諸外国の対応機関等と研究者の相互交流を行う国際交流事業は、着実に実施されること
が必要とされている。

４　学術に関する国際交流の促進
（１）諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進（p.101）
（２）研究教育拠点の形成支援（p.104）
（３）若手研究者育成のための国際交流支援（p.107）
（４）アジア・アフリカ諸国との交流（p.110）
（５）研究者の招致（p.114）
（６）大学等における研究環境の国際化支援（p.116）
（７）事業の評価と改善（p.118）

（６）大学等における研究環境の国際化支援
　日本の大学の国際化を促進させるため、職員養成のための取組や大学の組織的な研究者の派遣・受入れ、国際
的な共同研究など大学の国際展開を支援するほか、多様な研究環境国際化のための取組を積極的に行う。
　海外研究連絡センターにおいて、各大学と協力し、各大学が主催するシンポジウムの共催、後援、大学改革の
動向に関する調査協力や大学が設置する海外拠点の連携強化等を通じて、各大学の海外展開を積極的に支援す
る。

（７）事業の評価と改善
　日本の研究水準、国際競争力の一層の向上を目指し、学術システム研究センター等の機能を活用しつつ、国際
共同研究の基本的な方向性についての検討を行う。また、効率的かつ効果的な業務運営の観点から、事業開始か
ら長期間経過した事業や応募件数の尐ない小規模事業については、交流相手のニーズ・特性、我が国の研究者の
意見を考慮しつつ、費用対効果の検証を行う。その結果を踏まえ、事業の統合・メニュー化を行い、関係者にわ
かりやすい体系に整理する。
　併せて、国際交流事業の成果について、ホームページ等を通じて広く公開する。
　各海外研究連絡センターにおいては我が国の各大学や他の独立行政法人との協力・連携による活動や機能の強
化を図るとともに、海外の学術振興機関との間で事業の有効性・適切性を相互に評価するなど、事業の成果及び
効果を把握することに努め、事業の改善に反映させ、その成果について広く公開する。
　また、カイロ、ナイロビの両研究連絡センターについては、効率的な業務運営に努めつつ、増大するアフリカ
地域研究などの重要性・学術研究の特殊性に鑑み、当該地域における拠点性など質的な要素についても留意した
運営へと転換を図った上で、学術動向の収集・発信機能を充実させる。
　さらに、効果的・効率的な業務運営の観点から、事務所の共用化等について検討を行い、具体的な結論を得
る。
　なお、ワシントン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ワシントン事務所の機能に
も着目しつつ、効率的な運営の観点から、同事務所の共同設置・運用を行う。
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4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：国際交流】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

9,795,711 10,141,843 7,741,857
 （単位：千円）

平成21年度決算額には、先端学術研究人材養成事業（第1-11）の支出額が含まれる。

6．自己点検評価
評定

　諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進については、振興会は、諸外国の学術振興機
関（45か国、2国際機関を含む計88機関）と協定・覚書等による協力関係を有しており、引き続き学術国際交流
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、新規の協定締結、協定・覚書等の改正・見直
しを行った。当事業は研究者からも高い満足を得ている。また、先進７ヶ国の学術振興機関と共同で公募・審
査・採択を行うG8 Research Councils Initiative等新たな国際共同研究事業を立ち上げる等、学術振興機関及
び研究者間の新たな研究ネットワークの構築に貢献した。

　研究教育拠点の形成支援については、先端研究拠点事業の実施により効果的かつ影響力のある研究ネットワー
クを構築及び、当該ネットワークを活用して若手研究者を中長期に派遣することでの体系的な若手研究者の育成
に貢献した。また、日独共同大学院プログラムの実施により組織的な大学院教育の国際化及び若手研究者の育成
に貢献することができた。
　若手研究者育成のためのセミナーとしては、先端科学シンポジウム事業、日本－欧州先端科学セミナーを、適
切なプログラムを策定することでシンポジウム等の質を確保して着実に実施するとともに、リンダウ・ノーベル
賞受賞者会議派遣事業の実施と併せて、次世代の研究者の育成に貢献した。
　アジア・アフリカ諸国との交流については、ノーベル賞受賞者等の著名研究者と域内の大学院生の交流により
アジア地域の研究人材の育成と相互ネットワークの形成を図るHOPEミーティングの開催や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、アジア科学技術コミュニティ形成戦略事
業、論文博士号取得希望者への支援事業、アジア学術セミナー、科学技術研究員派遣支援システム調査等を実施
し、アジア・アフリカにおける研究教育拠点及び科学技術コミュニティの形成およびアジア地域の研究人材の育
成と人的ネットワークの構築に寄与した。
　研究者の招致については、さまざまなキャリアステージの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た。また、従来の個人招へい型事業、大学等学術研究機関における組織的な招へいの
取組を支援する「若手研究者交流支援事業」（国際機関（ASEAN事務局）からの受託事業）等、多様な招へい方
法を整備し、大学等のニーズに即した効果的な研究者養成を図った。
　また、振興会事業経験者による研究者コミュニティを支援するとともに、各国の研究者コミュニティに所属す
る研究者に対し、再度来日して日本人研究者との研究協力関係を形成・維持・強化する機会を提供することを目
的として、外国人研究者再招へい事業（BRIDGE Fellowship Program）を実施し、各国の研究者コミュニティの
一層の強化を図った。
　さらに、各国研究者コミュニティへの支援を通じ、諸外国において振興会の事業の広報・普及を図り、優秀な
若手研究者の振興会事業への参加を促進することができた。その他、サイエンス・ダイアログ事業の拡大（１０
件増）により、アウトリーチ活動もより一層の充実を見た。
　大学等における研究環境の国際化支援としては、学術の国際交流を促進する上で重要な大学の国際展開のため
に、国際研究集会の実施支援や国際学会等への派遣事業を着実に実施するとともに、海外研究連絡センターを活
用することにより大学の海外拠点として活動の支援を行った。
　事業の評価と改善については、国際事業委員会における審査・評価を行うとともに、学術システム研究セン
ターを活用し、審査・評価体制の公正性・透明性の向上を一層図るべく、新規事業の募集・審査等の在り方につ
いて議論し、書面審査結果の分析・検証を行った。また、海外の学術振興機関との連携、および、学術システム
研究センター主任研究員から構成される「国際事業のあり方に関する検討タスクフォース」（平成21年度より設
置）により、研究者の立場から国際交流事業のあり方について検討を行い、「独立行政法人の事務・事業の見直
しの基本方針」（平成22年12月7日　閣議決定）の指摘にあった国際交流事業の見直しについても議論を行っ
た。
　海外研究連絡センターについても上記の基本方針の指摘を踏まえ、大学国際化支援海外連携本部(平成22年12
月20日)にて、海外研究連絡センターの必要性や見直しの方向性についての検討を行った。その結果を受け、海
外研究連絡センターの事業実施要頄を改定した。さらに、北京、バンコク両研究連絡センターでは他法人との共
用化を進めることとした。カイロ、ナイロビ両研究連絡センターを含めたその他のセンターについては、引き続
き、効率的かつ効果的な運営に努め、賃貸借契約の更新時期等において、事務所運営の見直しを行うこととし
た。

　振興会の国際交流事業は、世界水準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最先端の学術動向を踏まえて、適切かつ柔軟に対応してい
る。
　今後も引き続き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
二国間交流、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の事業
を着実に実施する。また、海外研究連絡センターとも連携しつつ、大学の国際化支援を一層推
進する。

Ａ
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7．自己点検評価結果の推移
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ａ Ａ

8．中期計画の進捗状況

　公募事業の実施については国際事業委員会等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・
評価を行うとともに、学術システム研究センターを活用することにより書面審査結果の分析・検証を行うこと
で、透明性・公正性を確保している。

（１）諸外国の学術振興機関との協定等に基づき、共同研究・セミナー、研究者交流を実施した。海外研究連絡
　センターにおいても、日本の優れた研究者による最先端の研究成果等を世界に向けて効果的に発信すべく、シ
　ンポジウム・セミナーを主催している。
（２）先端研究拠点事業及び日独共同大学院プログラムを通して、多国間及び二国間交流の枠組みで共同研究・
　セミナー・研究者交流を行い、拠点形成及び若手研究者育成において着実に貢献している。
（３）先端科学シンポジウム事業、日本－欧州先端科学セミナー、リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業を
通して、若手研究者の育成及び諸外国の若手研究者とのネットワーク形成を図っている。
（４）アジア・アフリカにおける研究教育拠点形成の推進、アジアにおける科学技術コミュニティの形成、アジ
　ア地域における研究者養成とネットワーク構築に向けて、アジア・アフリカ諸国との交流を実施している。
（５）研究者のキャリアステージに沿い、その経歴及び訪問目的に即し、優れた外国人研究者を我が国に招へい
　する事業を実施することで、大学　等のニーズに即した効果的な研究者養成を図っている。また、外国人特別
　研究員における新規採用数の減員及び支給金額の減額により、規模を縮小した。
（６）国内外で開催される国際的な研究集会への支援を行う他、海外研究連絡センターによる活動を通して、大
学の国際化支援を実施している。
（７）　事業の評価と改善については、国際事業委員会における審査・評価を行うとともに、学術システム研究
センターを活用し、審査・評価体制の公正性・透明性の向上を一層図るべく、新規事業の募集・審査等の在り方
について議論し、書面審査結果の分析・検証を行った。また、海外の学術振興機関との連携、および、学術シス
テム研究センター主任研究員から構成される「国際事業のあり方に関する検討タスクフォース」（平成21年度よ
り設置）により、研究者の立場から国際交流事業のあり方について検討を行い、「独立行政法人の事務・事業の
見直しの基本方針」（平成22年12月7日　閣議決定）の指摘にあった国際交流事業の見直しについても議論を
行った。
　海外研究連絡センターについても上記の基本方針の指摘を踏まえ、大学国際化支援海外連携本部(平成22年12
月20日)にて、海外研究連絡センターの必要性や見直しの方向性についての検討を行った。その結果を受け、海
外研究連絡センターの事業実施要頄を改定した。さらに、北京、バンコク両研究連絡センターでは他法人との共
用化を進めることとした。カイロ、ナイロビ両研究連絡センターを含めたその他のセンターについては、引き続
き、効率的かつ効果的な運営に努め、賃貸借契約の更新時期等において、事務所運営の見直しを行うこととし
た。
　ワシントン研究連絡センターについては、引き続き、独立行政法人科学技術振興機構のワシントン事務所と、
会議室の共用によるコスト削減等を通じて効率的な運営の観点から、同事務所の共同設置・運用を行っている。
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9．外部評価
評定

　平成22年度も例年とほぼ同様、日本の学術の国際交流事業の推進の先導的役割を果たすべ
く、多様な事業が戦略的、機能的、効果的に実施され、多くの成果が挙げられた。各事業の審
査は公正性、透明性が保証されており、また各事業の業務遂行状況も把握され、事業実施者と
の意見交換により事業の実施内容にも改善がみられている。
　諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進について、今後の学術ネッ
トワークの発展への寄与が大きいと期待されるブラジルとケニアの学術振興会との協定が締結
されたことは評価できる。しかし、一部の事業の評価では、実施した日本の機関に対するアン
ケート調査のみが評価の判断材料とされ、相手国の事業に対する評価は不明である。今後、交
流事業の成果を国民に知らせるには、各事業ごとに評価に適した評価方法を検討する必要があ
る。また、ニ国間交流事業等における「固定化、形骸化」等の非効率が生じていないかについ
て、点検する評価システムを考案していただきたい。
　研究教育拠点の形成支援については、公正な審査の基で概ね項調に進行していると評価でき
る。今後は、量的な拡大よりも質的な進展を目指して適切に推進していただきたい。
　若手研究者育成のための国際交流支援については、三つの事業それぞれの目論みと狙いが異
なっており、それぞれに意義のある事業と評価できる。特に先端科学シンポジウム事業は課題
提案者の国際的リーダーシップを強化することに貢献できるので、より重要性が高いものと考
えられる。また、セミナー等へ派遣される優れた若手研究者の選抜と参加者への主体性の賦
与、事前検討会の開催などが行われ、事業の成果を高める努力がなされている。
　アジア・アフリカ諸国との交流については、多岐にわたる内容の年度計画を適切に実施して
いると評価できる。また、外部より受けた指摘事頄に忠実に対応している。これらの事業は振
興会と日本の大学など研究教育機関が主導的役割を果たしており、アジア・アフリカの学術振
興のドライビングフォースとなることが大いに期待される。平成22年度よりアフリカ諸国の研
究者も論博研究者の対象となったことは評価できる。
　研究者の招致については、各種の評価の観点からみて実績を挙げつつあると評価できる。特
記すべきは、2010年のタイに続いて中国に１３番目の研究者コミュニティー組織が振興会の支
援により形成されたことである。しかし、研究者招聘事業は予算規模が大きいので、その効果
の判断は、費用対効果を十分考慮すべきである。現在の評価指標では国民を納得させることが
できる説明はできないのではなかろうか。効果判定のための指標を作成することは難しいとは
思うがぜひ検討していただきたい。
　大学等における研究環境の国際化支援については、特に、大学の若手事務職員への欧米の海
外研究連絡センターにおける一年間の実務研修機会の賦与と、１３大学による海外研究連絡セ
ンターの大学海外事務所としての活用が高く評価できる。一方、海外研究連絡センターの最も
重要な役割の一つである諸外国における学術動向に関する情報収集力は、我が国の学術研究を
進展させるために、より強化されるべきである。特にカイロとナイロビの海外研究連絡セン
ターは日本の中近東とアフリカを研究対象とする研究者にとっては重要な研究支援機関であ
り、これらのセンターの機能強化により、日本の中近東・アフリカ研究の進展が大いに期待さ
れる。現在、“国際事業の在り方に関する検討タスクフォース”でこの点も検討されており、
その結果に期待したい。
　事業の評価と改善については、外部からの答申・提言等による指摘事頄に対応すべく、国際
事業のあり方に関する検討タスクフォースを設置して、鋭意検討を進めてきた。平成２２年度
には、拠点大学交流事業、外国開催国際研究集会派遣など終了した事業もある。海外の学術動
向や国際情勢、我が国の科学技術基本計画、文科省独立法人評価委員会報告、振興会外部評価
結果等を基に、多くの事業の見直しに着手し、スクラップ　アンド　ビルドが行われている。
平成２３年度には、同タスクフォースの検討結果をまとめ、平成２４年度からの抜本的改善を
実現しようとしていることは高く評価できる。ただし、制度全体の統合・メニュー化なども大
切だが、個々の事業の陳腐化を防ぐための方策として、国際事業委員会に関する評価組織を設
け、事業の効果や効率を可視化する方法の検討を進めると共に、毎年の事業評価の結果の提示
を行うことを提案したい。個々の取組は評価できるが、マクロに見た場合に海外でどのように
評価されるのかという観点から、日本のプレゼンスを示すプロモーションを実施していくこと
も重要である。

Ａ
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（1）年度計画

（2）業務実績

(１)　諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進

　日本の研究水準、国際競争力の一層の向上を目指し国内外からの要請に応えるべく、学術に関する国際交流を
促進する事業を実施する。なお、公募事業については、学術システム研究センターや国際事業委員会の機能を有
効に活用し、審査の透明性・公平性を確保しつつ、競争環境の中で厳正な評価を行う。

（１）諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進
　諸外国の学術振興機関との協定等に基づき、共同研究やセミナーの開催、研究者交流を支援する事業を実施す
る。その際、各国の研究水準・研究ニーズや外交的観点等、学術に関する国際交流の必要性に配慮しつつ、円滑
に実施する。特にインド・韓国については、両国の研究者により構成される委員会を活用して運営する。
　また、ノーベル博物館との協力の下、ノーベル博物館巡回展日本開催に向けた準備を行う。
国際的に取り組むべき課題の解決に向け、研究者からのボトムアップによる発意に基づき主要国学術振興機関と
共同し支援するボトムアップ型国際共同研究を実施する。
　なお、海外研究連絡センターにおいては、当該国の学術振興機関との有機的な協力の下、セミナー、シンポジ
ウム等を実施する。

　諸外国の学術振興機関との協定等に基づき実施される二国間交流事業においては、42カ国、66機関との協定等
に基づき、488の共同研究・セミナー、200人の研究者交流を実施した。共同研究・セミナーについては、委託契
約に基づき旅費、消耗品費等、セミナー開催経費等を支援し、研究者交流においては旅費、滞在費等を支給し
た。また、インド、韓国については、平成22または23年度の共同研究・セミナーの採用候補課題の選考、及び平
成21または22年度に実施した事業の事後評価を、それぞれ両国の研究者より構成される日韓基礎科学合同委員
会、日印合同科学評議会において行った。
　ボトムアップ型国際共同研究においては、ドイツ研究振興協会（DFG）、フランス国立研究機構（ANR）、英国
研究会議（RCUK）、米国国立科学財団（NSF）、カナダ自然科学工学研究会議（NSERC）、ロシア基礎科学財団
（RFBR）と一定のテーマの下に行う多国間国際研究協力事業 -G8 Research Council Initiative- を開始し、共
同公募、共同審査を行い、採択課題を決定した。また、米国国立科学財団（NSF）と化学分野における日米化学
共同研究事業 -ICCプログラム-が合意され、学術振興機関及び研究者間の新たな研究ネットワークの構築に貢献
した。
　ノーベル博物館との協力のもと、平成23年度のノーベル巡回展開催に向けて一般競争入札を行い、国立科学博
物館及び丹青社と委託契約を締結した。
　海外研究連絡センターにおいては、現地の学術振興機関や大学等と共催でシンポジウム等を開催し、日本の優
れた研究者による最先端の研究成果等を世界に向けて効果的に発信した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(1)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価
評定評価の観点 達成度

効率的・効果的な事業の実施

　二国間交流事業は、振興会と相手国の学術振興機関の覚書に
基づき、両機関間で審査を行い、合意の上実施される。そのた
め、日本と相手国双方向の交流が担保されるとともに、優れた
研究者間での交流が実施されている。また、振興会では、申請
受付、書面審査業務に関し電子システムを用いて、効率的に実
施している。
　また、審査方針に「若手研究者養成への貢献」「社会的貢
献」を挙げ、学術的観点からのみならず若手研究者養成、研究
成果の社会還元にも留意している。
　更に、平成22年度は、オーストリア科学財団（FWF）との間
でセミナー実施における負担経費区分の見直し、フランス国立
情報学自動制御研究所（INRIA）、韓国研究財団（NRF)及び国
立シンガポール大学（NUS）との間で実施するプログラム構成
の見直しに合意する等、相手国学術振興機関との間で事業を検
証し、必要な見直しを行った。

Ｓ

審査における公正性・透明性の
確保

　二国間交流事業は、3名の研究者による書面審査（ピア・レ
ビュー）の後、国際事業委員会による合議審査、相手国対応機
関との協議を経て採択を決定している。
　審査方針、国際事業委員会の氏名・所属、申請・採択件数に
ついて振興会ホームページ上で公開し、透明性の確保に努めて
いる。
　また、共同研究・セミナーの報告書についても、ホームペー
ジで公開している。
　ボトムアップ型国際共同研究についても、対応機関と共同で
実施するピア・レビュー審査等を経て、採択を決定している。

学術ネットワークの強化

　引き続き諸外国の学術振興機関との協定等に基づき、共同研
究・セミナー、研究者交流を実施した。海外の学術振興機関と
の協力関係は、学術国際交流の土台となるものであり、平成22
年度はブラジル高等教育支援・評価機関（CAPES）及びケニア
国家科学技術会議（NCST）との協定を新たに締結し、海外の学
術振興機関とのネットワークを更に発展させた。
　アンケート調査において、約91％が相手国研究者との共著論
文や大学間協定の締結計画等、当該事業で得られた成果をさら
に発展させる計画を持っていることが報告されているように、
学術ネットワークの構築・発展が図られている。
　また、ドイツ研究振興協会（DFG）、フランス国立研究機構
（ANR）、英国研究会議（RCUK）、米国国立科学財団（NSF）、
カナダ自然科学工学研究会議（NSERC）、ロシア基礎科学財団
（RFBR）と一定のテーマの下に行う国際共同研究事業(G8
Research Council Initiative)では共同公募、共同審査ののち
採択課題を決定し、また米国国立科学財団（NSF）と化学分野
における国際共同研究事業（ICCプログラム）も合意を受け事
業を開始し、学術振興機関及び研究者間の新たな研究ネット
ワーク構築の一層の強化に貢献した。
　さらに、海外研究連絡センターにおいて海外の学術振興機関
等との共催でシンポジウムを開催することにより、効果的に日
本の最新学術情報を発信し、日本と当該国間における新たな研
究者ネットワークの構築に寄与した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(1)）
　

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）評価資料

平成22年度募集要頄（二国間交流事業共同研究・セミナー、特定国派遣研究者、多国間国際研究協力事業（G8
Research Councils Initiative）、日米化学研究協力事業－ICCプログラム－）、共同研究・セミナー事務取扱
の手引、特定国派遣研究者事務取扱の手引、来日研究者受入の手引、日米化学研究協力事業－ICCプログラム－
事務取扱の手引、ブラジル高等教育支援・評価機関（CAPES）及びケニア国家科学技術会議（NCST）との協定、
平成22年度海外研究連絡センター一覧

１）「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　協定
の見直し」
　事業の効果・成果を適切に把握・検証・公開し、事業や協定の見直しに結びつけて行く必要
がある。

「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」
　従来の二国間共同研究の制度を見直すことも必要ではないか。

２）「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（頄
目別－7）」
　今後、地球規模での環境問題など国際的に協同して取り組むべき課題の解決などの基盤とな
る学術研究の推進を担う本事業は、我が国が国際競争力のある国として発展するうえで必要不
可欠であり、海外研究連絡センター等を活用し、事業の効果の検証や成果の把握・公開に努め
るなど各種事業を効果的・効率的に実施し、諸外国の研究機関と緊密な連携をより強化するこ
とが望まれる。

３）「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　海外の学術動向の調査・情報収集に関して、海外研究連絡センターの一層の努力により、最
先端研究の動向や研究者の動向も収集して国内に迅速に流すシステム作りを期待したい。

１）相手国学術振興機関との間で事業を検証し、オーストリア科学財団（FWF）との間でセミ
ナー実施における負担経費区分の見直した他、フランス国立情報学自動制御研究所（INRIA）、
韓国研究財団（NRF)及び国立シンガポール大学（NUS）との間で実施するプログラム構成の見直
しに合意する等、必要な見直しを行った。また、ブラジル高等教育支援・評価機関（CAPES）及
びケニア国家科学技術会議（NCST）と新規に協定を締結し、ブラジル及びケニアとの共同研
究・セミナーの立ち上げ要望に応えた。

２）国際協調の下に推進すべき地球課題の解決に向けて、米、英、独、仏、加、露の学術振興
機関と協力して、多国間国際研究協力事業（G8 Research Councils Initiative）を開始し、共
同公募、共同審査を行い、採択課題を決定した。また、日米の化学分野における新たな見地を
切り開き、高いレベルの相乗効果を実現させることを目的として、日米化学研究協力事業（ICC
プログラム）を実施した。課題設定に向けた諸外国の研究動向に係る情報収集及び学術振興機
関との事業内容の摺り合わせを行うにあたっては、関係国の海外研究連絡センターからの情報
も参考にした。

３）海外研究連絡センターによる海外の学術動向の調査・情報収集については、最先端研究の
動向等にも留意しながら、諸外国における学術動向に関する情報収集を行い、事業の改善・充
実に活用するほか、振興会ホームページやメールマガジンを活用して収集した情報を広く提供
した。

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(2)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(２)　研究教育拠点の形成支援

　先端研究分野において、我が国の学術研究機関が欧米等の中核的研究機関と双方向の大規模な研究交流を行う
中で、世界的水準の研究交流拠点の形成及び若手研究人材の育成を図る先端研究拠点事業を実施する。
　また、大学院教育の国際化及び博士課程における若手研究者の育成のため、ドイツ研究振興協会と協力し、日
独の大学が大学院における教育研究を共同で行う日独共同大学院プログラムを実施する。

　先端研究拠点事業は、先端研究分野に関して、我が国と欧米等の学術先進諸国の中核的な研究拠点をつなぐ協
力関係を強化し、国際学術交流拠点（ハブ）形成及び若手研究人材の育成を目的として実施している。実施にあ
たっては、我が国及び相手国それぞれの研究交流の中核となる機関（拠点機関）を設け、拠点機関を中心に、研
究交流に参加する研究機関（協力機関）等からなるグループを構成し、共同研究、セミナーの実施及び若手研究
者派遣を主とした研究者交流を実施している。本事業では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の絞
り込みを行ない、国際戦略型にステップアップする方式を採っている。
　平成22年度は、7機関17交流を米英独仏等の16ヶ国との間で実施し、日本と複数の交流相手国との多国間交流
の枠組みで共同研究・セミナー・研究者交流を行った。本事業に対する評価については、本事業が国際的な研究
協力網の構築・充実、若手研究者の育成、及び先端的学術情報の収集に対して有用であったかのアンケートに対
して全ての拠点機関から肯定的な回答が得られており、本事業が拠点形成及び若手研究者育成において着実に貢
献していることが確認できている。
　拠点形成型における平成23年度分事業の募集については、申請48件から4件を採用した（採択率8.3％）。また
平成21年度拠点形成型の採用課題のうち、国際戦略型への移行を希望した4課題について審査を行い、うち3課題
を移行課題として採用した。国際戦略型では、交流相手国側においてマッチングファンドを海外の学術振興機関
から獲得していることを条件としており、相互経費負担による交流に努めている。書面審査においては、学術シ
ステム研究センターを活用して審査の検証を行うなど、公正性の維持に努めた。
　採用期間終了時に行う事後評価については、平成22年度には拠点形成型1件に加え、国際戦略型において事後
評価を3件実施するとともに、その評価結果をホームページ上にて公開し、事業の実施状況の把握・公開に努め
た。
　さらにセミナー等の視察を実施し、各拠点機関における交流状況・業務遂行状況の把握、及び事業実施者との
意見交換を通して事業を見直す機会とした。
 
　日独共同大学院プログラムは、若手研究者に対して、より早い段階での国際経験の機会を提供できるよう、日
独大学間の共同教育研究体制を支援することを目的として、日本の学生がドイツの大学に年間10ヵ月間以内研究
滞在するための旅費、教員が相手国大学で集中講義等を行うための旅費、参加学生を中心とした共同セミナーの
開催費等を3年間支援している。
　平成22年度は、継続プロジェクト3件に加え、1件を新規に採用し、日独の大学院間における研究交流を着実に
実施した。実施大学に本事業プログラムの有効性についてアンケートを行ったところ、すべての実施機関から肯
定的な回答が得られるなど、日独が共同で行う大学院教育の国際性向上及び若手研究者育成に貢献した。
　事後評価のあり方等については、ドイツ研究振興協会と意見交換を行った。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(2)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

効率的・効果的な事業の実施

　先端研究拠点事業が対象とする国際的に競争の激しい先端研
究分野において、当該分野で著名かつ主導的立場に立つ研究者
をコーディネーターとして擁する機関を拠点機関として業務を
委託することにより、効果的かつ影響力のある研究ネットワー
クを構築することができた。また、拠点機関が組織的かつ戦略
的な方針のもと、当該ネットワークを活用して若手研究者を中
長期に派遣することにより、体系的な若手研究者の育成及び当
該分野における若手研究者のプレゼンスを高めることに貢献し
た。
　先端研究拠点事業の実施にあたっては、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
機関とし業務委託する形で実施しているが、引き続き拠点機関
がより研究実態に即した柔軟な研究交流を推進できるよう改善
を図っている。
　また、先端研究拠点事業では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
課題の絞り込みを行なっているが、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、事業の質を担
保している。
　日独共同大学院プログラムについては、ドイツ研究振興協会
と連携して審査を行うため、申請者は事前に大学院教育研究に
ついて十分な協議を行っていることが高く求められており、か
つ両国において高く評価されたプロジェクトが採択されること
から、質の高い大学院教育プロジェクトを実施することが可能
となっている。さらに、プロジェクトの実施にあたっては、大
学院が教員・大学院学生の相互交流、共同セミナーと幅広い交
流形態から効果的な組み合わせを選択・実施することで、一定
数以上の博士課程在籍者を相互派遣し、より水準の高い博士論
文の作成に寄与するなど、組織的な国際交流の促進及び若手研
究者の育成に貢献している。
　なお、平成22年度には、以下のとおり事後評価を実施した。
（A～Dの4段階評価）また、評価結果を6か月以内にHP上で公表
した。
先端研究拠点事業：
・拠点形成型：平成21年度終了1課題について、B評価となっ
た。
・国際戦略型：平成21年度終了3課題について、1課題がA評
価、2課題がB評価となった。

審査の公正性・透明性の確保

　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、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
面接審査及び合議審査により行った。特に書面審査について
は、学術システム研究センターを活用して審査の検証を行うな
ど、公正性の維持に努めた。
　また、事業趣旨、交流課題の実施状況、申請手続、審査方
針、申請・採用状況等については、ホームページにおいて随時
公表し、審査の透明性確保に配慮した。

Ａ

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(2)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

先端研究拠点事業－拠点形成型－平成23年度分募集要頄、先端研究拠点事業－国際戦略型（発展型）－の平成23
年度分移行審査について、先端研究拠点事業実施状況
日独共同大学院プログラム平成23年度分募集要頄、日独共同大学院プログラム実施状況

事業成果の把握及び事業実施者
の満足度

　先端研究拠点事業では7機関17交流を米英独仏等の16ヶ国と
の間で実施し、日独共同大学院プログラムでは4機関4プロジェ
クトを実施した。海外への派遣総数は先端研究拠点事業では17
交流で延べ628人、日独共同大学院プログラムでは4プロジェク
トで延べ76人と、これら事業の枠組みを活用した国際交流研究
活動を推進した。
　先端研究拠点事業については、当該事業が目的としている国
際的な研究協力網の構築・充実、若手研究者の育成、及び先端
的学術情報の収集について、本事業の貢献度をアンケートによ
り照会したところ、全ての拠点機関から肯定的な回答を得てい
る。
　また、日独共同大学院プログラムについても、大学院教育の
国際化とレベル向上、国際性ある若手研究者の育成、教育課程
の国際性通用の向上等についての事業の貢献度に対するアン
ケートでは、全ての実施機関から肯定的な回答を得ている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(３)　若手研究者育成のための国際交流支援

　次世代を担う研究者の育成等のため、諸外国の学術振興機関と連携し、学際的な観点から先端的な研究課題に
ついて集中的に議論を行う先端科学シンポジウム事業や、特定の研究領域に係る著名な研究者の講義等からなる
日本－欧州先端科学セミナーを実施する。
　また、国際経験を培うべく、ノーベル賞受賞者との討議等を行うリンダウ・ノーベル賞受賞者会議など、国際
的な会議等への若手研究者の参加を支援する。

　先端科学シンポジウムは、日本と諸外国の若手研究者が合宿形式で集い、様々な研究領域における先端科学トピック
について分野横断的な議論を参加者間で集中的に行うことにより、参加した若手研究者が広い学問的視野や柔軟な思考
及び国際性を備えることを目的とする。
　平成22年度は米国科学アカデミー等との共催で以下の3件のシンポジウムを実施した。参加者を対象に行ったアンケー
トにおいて8割以上が同様のシンポジウムに再度参加したいと回答したように、参加者から高い評価を得た。また、9割以
上が学問的視野を広げることに役立ったと回答し、7割以上が新たな研究のアイデアを得たと回答したように、昨年度に引
き続き、研究者の育成に一定の効果をあげた。今後の研究推進に資する新たな出会いがあったと回答した参加者が7割
以上いたように、参加者のより広いネットワーク形成にも貢献した。
・日米先端科学シンポジウム：米国科学アカデミー（NAS）との共催で、平成22年12月3日～5日の3日間、千葉で開催し、
日本側40名、米国側34名、合計74名が参加した。
・日独先端科学シンポジウム：フンボルト財団（AvH）との共催で、平成22年11月12日～11月14日の3日間、ドイツ・ポツダ
ムで開催し、日本側30名、ドイツ側30名、合計60名が参加した。
・日仏先端科学シンポジウム：フランス高等教育・研究省（MESR）、フランス外務省（MAEE）及びフランス国立科学研究セ
ンター（CNRS）との共催で、平成23年1月21日～1月23日の3日間、東京で開催し、日本側38名、フランス側39名、合計77
名が参加した。
　また、先端科学シンポジウム事業委員会を4回開催し、参加者の選考等を行うとともに、シンポジウムに本委員会委員が
出席し、実施状況を確認し、シンポジウムの質の維持を図った。
　事業成果公開の観点から、アンケート結果、シンポジウムのプログラム、会議資料等を振興会ホームページに掲載し
た。

　日本－欧州先端科学セミナーは、振興会と在日ＥＵ関係機関が共催した「日本と欧州の学術交流の活性化についての
会議（日-EUワークショップ）」の報告書を受け、日欧の若手研究者の育成と日欧研究者間のネットワーク形成を目的とし
て開催されたセミナーである。欧州科学財団（ESF）との共催で開催され、毎年テーマを設定し、第一線で活躍する研究者
による講義と日欧の若手研究者間のディスカッション等を行う合宿形式で実施する。
　平成22年度は、平成23年3月1日～3月6日の6日間、オランダ・アムステルダム近郊で「最先端免疫学とその臨床応用」
をテーマとしたセミナーを開催し、日本側25名、欧州側29名の若手研究者が参加した。参加者を対象に行ったアンケート
において9割以上が講義の質及びセミナー全般を高く評価するとともに、6割以上が共同研究やポスト獲得等の具体的な
成果を期待できると回答したように、質の高い講義による該当領域の幅広い知識の獲得及び若手研究者間のネットワー
ク形成に引き続き貢献した。
　日本側参加者の選考については、平成21年度に引き続き、ESFとの協議前に国際事業委員会で審査を行い、透明性の
高い選考を行った。
　また、事業成果公開の観点から、アンケート結果、セミナーのプログラム、参加者による報告書等を振興会ホームページ
に掲載した。

　リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業は、リンダウ・ノーベル賞受賞者会議評議会等との協定に基づき、我が国にお
ける学術の将来を担う国際的視野、経験に富む優秀な研究者を育成するため、日本の若手研究者が「リンダウ・ノーベル
賞受賞者会議」に参加することを支援する事業である。平成22年度は、日本人若手研究者17名に対し、同会議に参加す
る経費支援を行った。
　参加者を対象としたアンケートにおいては、7割以上が学術的な視野が広がったと回答し、8割以上が、大学、学会等で
のリーダー的役割、国際的な場での研究活動について意欲が増したと回答したように、優秀な若手研究者の育成に一定
の貢献をした。
　また、事業成果公開の観点から、当該参加者の報告書等を振興会ホームページに掲載した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(3)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

次世代の研究者育成への寄与

　先端科学シンポジウムでは、セッショントピックの選定、選定したト
ピックに相応しいスピーカーの選考など、参加者自らがシンポジウム
の企画から実施に至るまで主体的に関わることにより、自身が専門と
する研究領域のみならず、学術研究全体を俯瞰する視野の広さを得
る機会となっている。
　また、参加者の7割以上が今後の研究推進に資する新たな出会い
があったと回答しているように、シンポジウムが国と研究領域を超え
た研究者との出会いの場となり、引き続き参加者の広いネットワーク
形成に資することができた。
　日本－欧州先端科学セミナーにおいても、参加者の8割以上がネッ
トワーク形成の機会として高く評価すると回答し、6割以上が共同研
究やポスト獲得等の具体的な成果を期待できると回答しているよう
に、若手研究者のネットワーク形成に引き続き貢献した。
　リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業では、振興会が支援した
参加者の8割以上が、大学、学会等でのリーダー的役割、国際的な
場での研究活動について意欲が増したと回答したように、ノーベル賞
受賞者や各国からの若手参加者と交流することにより、国際的視
野、経験に富む優秀な若手研究者の育成に一定の貢献をした。

シンポジウム等の質の確保

　先端科学シンポジウムにおいては、セッショントピックの選定を若手
研究者が自ら行い、様々な研究領域における先端的トピックを適切
に選定するとともに、日本側では事前検討会を開催し、参加者間の
ネットワーク構築と講演方法・内容の質を高める工夫を行い、シンポ
ジウムの質の確保を図った。参加者アンケートにおいても、7割以上
が新たな研究のアイデアを得たと回答し、また８割以上が同様のシン
ポジウムに再度出席したいとしている。
　日本－欧州先端科学セミナーにおいては、日本側参加者選考にあ
たって国際事業委員会で審査を行い、参加者の質の確保に努めた。
また、日欧における著名な講師が多様な観点から講義を行うとともに
若手研究者による口頭発表とポスター発表の機会を設け、若手研究
者が主体的に参加できるプログラム構成とした。参加者アンケートに
おいても9割以上がプログラムの質を高く評価しているように、セミ
ナーの質を維持することができた。

適切な事業の実施

　先端科学シンポジウムについては、日本開催と相手国開催のいず
れにおいても、集中的な議論を行うとともに参加者間の交流を深める
ことができるよう、相手国側共催機関と共通理解を持った上でプログ
ラムを実施し、参加者アンケートにおいては8割以上がシンポジウム
の構成を高く評価した。また、日本開催においては、企画提案のプレ
ゼンテーションを含めた入札により、適切な会場選定に努めた。
　リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業では、申請書を英語で記
入する形に改めるなど、審査方針に沿ってより適切な選考が行われ
るように努めた。

Ａ

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(3)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

先端科学シンポジウム平成22年度開催分参加者候補推薦要頄、平成22年度先端科学シンポジウム・プログラム
（例：日米先端科学シンポジウム）、平成22年度先端科学シンポジウム・参加者からのアンケート抜粋、平成22
年度日本－欧州先端科学セミナー参加者募集要頄、日-EUワークショップの合意文書、平成22年度日本－欧州先
端科学セミナー・プログラム及び同参加者からのアンケート抜粋、第60回リンダウ・ノーベル賞受賞者会議日本
側参加者からのアンケート抜粋、リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業平成23年度分参加者募集要頄
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(4)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(４)　アジア・アフリカ諸国との交流

①アジア・アフリカにおける研究教育拠点の形成支援等
　アジア・アフリカ諸国との共同研究拠点形成を推進するため、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を実施する。また、中韓の対応機関との協議に基づき、日中韓フォーサイト
事業を実施する。
　なお、拠点大学交流事業に係る業務は平成２２年度末をもって終了する。

②アジア科学技術コミュニティ形成戦略事業
　我が国が主導的立場に立ってアジアにおける科学技術コミュニティを形成することを目的とし、「アジア学術
振興機関長会議」「HOPEミーティング」「機動的国際交流」など多層的なネットワーク形成を支援する各事業
を、文部科学省と連携しつつ戦略的に実施する。

③論文博士号取得希望者への支援事業
　論文提出により我が国の博士号取得を希望するアジア・アフリカの若手研究者を支援する事業を実施する。

④アジア学術セミナーの開催
　アジアの若手研究者に最新の学術成果を紹介する「アジア学術セミナー」を対応機関と協力して開催する。

⑤科学技術研究員派遣支援システム調査
　政府開発援助と連携した科学技術研究員派遣事業の実施において、我が国と開発途上国との共同研究ニーズの
調査・分析及び候補案件を形成するためのマッチングを行うとともに、有識者による運営委員会を開催し派遣候
補者を選定する。

③アジア・アフリカ諸国の論文博士号取得希望者151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。平成23年度分の公募では、アジア・アフリカ諸国から94名の申請
があり、その中から30名を新規に採用した。
　
④アジア学術セミナーとして、インド（コルカタ）において、インド科学技術庁と共催でスクール形式のセミ
ナーを実施した。

⑤文部科学省、外務省及び（独）国際協力機構(JICA)と連携し実施する科学技術研究員派遣事業において、我が
国と開発途上国との共同研究ニーズの調査・分析を行い、国内研究者に対し本事業のスキームや開発途上国の研
究ニーズに関する分析情報を提供した。また、関係機関や国内研究者等の間での連絡調整を行うとともに、我が
国と開発途上国双方の研究者のマッチングを行うことにより、具体的候補案件形成過程を支援した。開発途上国
協力や科学技術政策に知見を有する外部有識者等から構成される運営委員会においては、我が国の科学技術振
興、科学技術外交及び学術的な観点を踏まえ、地球規模で問題解決に取り組むべき11案件を採択し、JICA専門家
として現地で活動を行う派遣候補研究者26名を選定した。

①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、新規採択17件を含む64件の交流支援を行った。また、拠点大学交流事業では、7カ国の8対応機関を通じ、7
件の交流支援を行った。各事業においては、中間評価・終了時評価・事後評価を実施した。

②第3回HOPEミーティング（HOPEJr.およびHOPEダイアログを含む）の開催、第3回アジア学術振興機関長会議お
よび第2回共同シンポジウムへの参加、計20件の機動的国際交流事業の実施及び、「アジア留日経験研究者デー
タベース(Japan-Asia Research Community Network; JARC-Net)」の運用によるネットワーク形成および情報発
信を行った。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(4)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

アジア諸国とのコミュニティ形成
（の深化）

・平成23年3月に、物理学及び関連分野を対象とした第3回HOPE
ミーティングを開催した。9名のノーベル賞受賞者及び2名の著
名研究者とアジア・太平洋14カ国・地域99名の大学院生が参加
し、講演・討議・ポスター発表等を通じて活発な質疑応答・意
見交換を行った。参加者は大いに刺激を受けるとともに、合宿
形式により研究者間の交流の深化が図られ、相互ネットワーク
の構築へと繋がった。ノーベル賞受賞者の講演の一部をネット
上で配信し、新聞にも会議の様子が掲載されるなど、広く一般
向けへの広報が行われた。さらに、HOPEミーティング前日に国
立科学博物館との共催でHOPEミーティングJr.を、期間中には
科学に関心を持つ高校生を対象にしたHOPEダイアログを開催
し、それぞれ26名の小中学生及び57名の高校生が参加し、ノー
ベル賞受賞者との交流が図られた。
・「コーディネーター会議」を5回開催し、機動的国際交流の
実施案件決定、およびアジア学術振興機関長会議やHOPEミー
ティングの実施に向けた検討を行った。
・マレーシア国立大学長会議の主催により開催された、第4回
アジア学術振興機関長会議及び第2回共同シンポジウムに出席
した。共同シンポジウムでは、65名のシニアおよび若手研究
者・専門家が参加し、自然災害および各国の防災研究・マネジ
メント体制の報告と活発な議論が行われた。機関長会議では、
「国際共同研究」や「今後の協力推進」について意見交換を行
い、共有ビジョンおよびASIAHORCs公式ロゴを決定した。これ
を受けて、JSPS主導でホームページを開設した。
（http://www.jsps.go.jp/english/asiahorcs/index.html）
・機動的国際交流事業については、計20件の機動的国際交流事
業を決定および実施（うち2件は東日本大震災のため中止）
し、研究者交流等によるネットワークの形成が図られた。
・アジア留日経験研究者データベースでは、各大学・研究機関
の国際交流担当窓口や、振興会のアジアとの交流事業参加者に
案内を送付するなど周知活動を行い、約865名の登録を得るこ
とができた。

Ｓ

適切な課題選定および評価の実
施

・以下のとおり3事業の募集・選定を行い、新規課題17件を採
択した。
①日中韓フォーサイト事業：採択予定件数2件、申請件数14
件、採択課題数1件
②アジア研究教育拠点事業：採択予定件数5件、申請件数34
件、採択課題数6件
③アジア・アフリカ学術基盤形成事業：採択予定件数10件、申
請件数76件、採択課題数10件

・以下のとおり4事業について中間評価・終了時評価・事後評
価を実施した。（A～Dの4段階評価）また、評価結果を6か月以
内にHP上で公表した。
①拠点大学交流事業：
事後評価：平成21年度終了5課題について、2課題がA評価、3課
題がB評価となった。
②日中韓フォーサイト事業：
終了時評価：平成19年度開始2課題について、1課題がB評価、1
課題がC評価となり、計2課題について2ヶ年の延長が決定し
た。
事後評価：平成22年度終了2課題について、1課題がA評価、1課
題がB評価となった。
③アジア研究教育拠点事業：
中間評価：平成20年度開始5課題について、4課題がB評価、1課
題がC評価となった。
事後評価：平成22年度終了5課題について、2課題がA評価、3課
題がB評価となった。
④アジア・アフリカ学術基盤形成事業：
事後評価：平成21年度終了5課題について、4課題がB評価、1課
題がC評価となった。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(4)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

見直し状況

「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」
　アジア・アフリカ諸国との交流において、多種類のプログラムを精力的に進めている実績は
評価に値する。ただし、本事業が今後益々重要となる事業であるので、従来の実績を尊重しつ
つも種々の観点から大胆に見直しを進めるべきではないか。各国の急速な発展を考慮しつつ、
より効果的なプログラムへとリフォームする必要がある。また、日本の大学が国外に拠点を設
置している中で、振興会は、それらと協力しながら、海外の優れた研究者やその分野などの情
報収集を行い、日本の研究者との橋渡しなどにより、新たなネットワークの開拓を期待した
い。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」別表03
　国際交流事業の廃止・縮減を含めた整理合理化など見直しを行う。特に、外国開催国際研究
集会派遣、拠点大学交流事業については平成22年度で廃止する。アジア研究教育拠点事業等の
アジア関係事業の統合・メニュー化、及び、論文博士号取得希望者への援助の在り方について
は平成23年度中に検討し、結論を得て、平成24年度から実施する。

アジア地域における研究者養成
とネットワーク構築

論文博士号取得支援を通じたア
ジア・アフリカの若手研究者育
成への寄与

　論文博士号の取得を希望する151人のアジア・アフリカの若
手研究者に対し経費支援を行い、5年以内に70%以上が博士号を
取得した。またウェブサイトや出版物を活用したフォローアッ
プを通じ、アジア・アフリカ地域の研究人材の育成に寄与し
た。

　アジア諸国の学術支援機関との協力により、アジアの若手研
究者を対象とした短期集中型のセミナーをインドとの間で1件
開催し、最新の学術動向を紹介することを通じて、アジアの若
手研究者の育成と人的ネットワークの構築に寄与した。なお、
韓国との間でも1件開催する予定であったが東日本大震災の影
響により平成23年度に延期し実施する見込みとなっている。

答申・提言等
による
指摘事頄

開発途上国の研究ニーズをふま
えたきめ細かな派遣候補研究者
のマッチング・選定

　外務省の在外要望調査で高い優先項位のついた案件に関し、
派遣候補の国内研究者やその他関係者との連絡調整や情報交
換、さらには派遣候補者との現地調査実施を通じ、日本と途上
国双方の研究ニーズマッチングと具体的候補案件形成支援を
行った。また、外部有識者等から成る運営委員会を機動的に6
回開催し、我が国の科学技術振興、科学技術外交及び学術的観
点から、地球規模で問題解決に取り組むべき全11案件（JICA専
門家として派遣される研究者計26名）を選定した。科学技術振
興調整費の中間評価が行われ、本事業は総合評価でA評価と
なった。

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第１－３　学術に関する国際交流の促進のための事業の
重点化」
②外国との研究交流を目的とする拠点大学交流事業については、日本学術振興会が経費の全額
を負担しているが、平成19年度から23年度までの間にこれを段階的に廃止し、公募により相手
国に対等な負担を求める方式による事業へと転換する。

「整理合理化計画　別表【学術の国際交流事業の促進事業】」
　○外国との研究交流を目的とする拠点大学交流事業については、日本学術振興会が経費を全
額負担しているが、国の財政依存度を引き下げるため、平成23年度までの間に段階的に廃止
し、公募により相手方に対等な負担を求める方式による事業へと転換する。また、効率的かつ
効果的な業務運営の観点から、事業開始から長期間経過した事業や応募件数の尐ない小規模事
業については、費用対効果の検証を行うなど、不断の見直しを行う。

　拠点大学交流事業については、平成22年度実施7交流の終了をもって、本事業を廃止とした。
　アジア研究教育拠点事業等のアジア関係事業等の統合・メニュー化、及び、論文博士号取得
希望者への援助の在り方については平成23年度中に検討し、結論を得て、平成24年度から実施
する。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(4)）

（5）評価資料

①アジア・アフリカにおける研究教育拠点の形成支援等
・平成23年度日中韓フォーサイト事業/アジア研究拠点形成事業/アジア・アフリカ学術基盤形成事業募集要頄
・日中韓フォーサイト事業/アジア研究拠点形成事業/アジア・アフリカ学術基盤形成事業申請・採用状況一覧
・平成22年度拠点大学交流事業/日中韓フォーサイト事業/アジア研究拠点形成事業/アジア・アフリカ学術基盤
形成事業事務手続きの手引き
・平成22年度拠点大学交流事業/日中韓フォーサイト事業/アジア研究拠点形成事業/アジア・アフリカ学術基盤
形成事業評価の実施について
・平成22年度拠点大学交流事業/日中韓フォーサイト事業/アジア研究拠点形成事業/アジア・アフリカ学術基盤
形成事業評価報告書・評価結果

②アジア科学技術コミュニティ形成戦略事業
・HOPEミーティングパンフレット
・HOPEミーティング参加者募集要頄
・平成22年度機動的国際交流実施一覧
・アジア留日経験研究者データベースパンフレット

③論文博士号取得希望者への支援事業
・論文博士号取得希望者に対する支援事業　平成22年度分・募集要領
・平成23年度論博研究者　申請・採用状況
・平成22年度論文博士号取得希望者に対する支援事業　事務手続きの手引き
・平成22年度研究進展状況一覧

④アジア学術セミナーの開催
・平成22年度アジア学術セミナー事務手続きの手引き

⑤科学技術研究員派遣支援システム調査
・平成22年度採択案件一覧
・科学技術振興調整費中間評価報告書・評価結果
・平成22年度科学技術研究員派遣事業要頄（非公募）
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(5)）

（1）年度計画

（2）業務実績

(５)　研究者の招致

①全般的な取組み
　我が国の大学等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、研究者のキャリアステージに沿
い、その経歴及び訪問目的に即し、優れた外国人研究者を我が国に招へいする事業を実施する。
　とりわけ、我が国が世界をリードする研究分野において、若手の外国人研究者に対して我が国の卓越した研究
者の指導・監督の下で研究に従事する機会を提供することにより、優れた外国人研究者を確保する。
また、個々の研究者の招へいに加え、柔軟かつ多様な方法により、研究環境の一層の国際化を目的とした研究者
を招致するため、「若手研究者交流支援事業」等により、大学等研究機関における組織的な招へいの機会を設け
る。

②外国人特別研究員事業
　外国人特別研究員については、多様な国からの招へいを着実に図る。とりわけ、欧米諸国からの若手研究者の
招へいについては、招へい期間を柔軟に設定し、また海外研究連絡センターを通じた広報活動を積極的に行うこ
とにより、優秀な若手研究者の確保に努める。
　また、振興会事業を終えて帰国した研究者のネットワーク強化を図るべく、世界12カ国において形成された研
究者コミュニティによる活動への支援を拡充するとともに、その他の国においても新たな研究者コミュニティの
形成を推進する。
　長期に来日する研究員に対しては、我が国での研究生活を円滑に開始するためのオリエンテーションを来日直
後に実施するとともに、「来日外国人研究者のための生活ガイドブック」の配布や日本語研修支援等のフェロー
サービスを行い、日常生活面においても支援する。
　更に、我が国の将来を担う高校生等を対象に、科学や国際社会への関心を深めさせることを目的とし、外国人
研究者が高等学校等において、自身の研究活動や母国について英語で講義を行うサイエンス・ダイアログを実施
する。

①　全般的な取組み
　さまざまなキャリアステージの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。
また、個人招へい型事業に加え、大学等学術研究機関における組織的な招へいの取組みを支援する「若手研究者
交流支援事業」を国際機関（ASEAN事務局）からの受託事業として実施することにより、多様な招へい方法を整
備し、大学等のニーズに即した効果的な研究者養成を図った。

② 外国人特別研究員事業
　多様な国からの招へいを目指し、特に欧米諸国からの若手研究者を確保するため、欧米短期やサマー・プログ
ラムを積極的に実施した。それにより、外国人特別研究員事業（一般／欧米短期／サマー・プログラム）におい
て、計86の国・地域から1,413名の研究者を受け入れた。
　特に、海外研究連絡センターと後述の研究者コミュニティが協力して実施している大学等研究機関訪問や渡日
前オリエンテーションといった広報活動を積極的に支援し、欧米諸国の優秀な若手研究者により広く周知を行っ
た。
　研究者国際交流センターにおいては、来日直後の研究者に対し年6回にわたりオリエンテーションを実施する
とともに、生活ガイドブックの作成・配布や日本語研修支援を行うことにより、日本での円滑な研究生活を支援
した。
　振興会事業経験者による研究者コミュニティについては、既存の12ヶ国のコミュニティが行う諸活動（シンポ
ジウム・年次総会の開催、Webやニューズレターを通じた広報など）を支援するとともに、新たに中国において
研究者コミュニティを設立した。さらに、各国の研究者コミュニティに所属する研究者に対し、再度来日して日
本人研究者との研究協力関係を形成・維持・強化する機会を提供することを目的として、外国人研究者再招へい
事業（BRIDGE Fellowship Program）を実施した。
　招へいした外国人研究者が、高等学校等において、研究活動や母国について英語で講義を行うサイエンス・ダ
イアログを延べ105回実施し、次世代を担う生徒の科学や国際社会への関心を深めることに貢献した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(5)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）評価資料

平成22年度分募集要頄（「日本学術振興会外国人特別研究員」「日本学術振興会外国人特別研究員（欧米短
期）」「日本学術振興会外国人招へい研究者（短期）」「日本学術振興会外国人招へい研究者（長期）」）
「Japan Society for the Promotion of Science BRIDGE Fellowship Program FY2010 Application
Guidelines」
「若手研究者交流支援事業―東アジア首脳会議参加国からの招へい―　平成21年度第2回　募集要頄」
「Life in Japan for Foreign Researchers 2010-2011 来日外国人研究者のための生活ガイドブック」
「サイエンス・ダイアログプログラム'10-'11」

答申・提言等
による

指摘事頄

１）『勧告の方向性を踏まえた見直し案　第１－３　学術に関する国際交流の促進のための事
業の重点化』
「①日本人の若手研究者に海外での研鑽機会を付与する事業に重点をおくこととし、外国人特
別研究員事業の規模を縮小する（平成19年度）。」

『整理合理化計画　別表【学術の国際交流事業の促進事業】』
「○日本人の若手研究者に海外での研さん機会を付与する事業に重点を置くため、外国人特別
研究員事業の規模を縮小し、効果的に研究者養成が実施できるよう見直しを行う。」

２）「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」
　研究者の招致事業は概ね項調に成果を挙げていると評価できるが、今後は若手研究者の育成
への貢献を重視する方向とし、我が国の若手研究者の海外派遣に繋げるなど、より適切に運用
すべきである。招へいする場合には、将来性のある若手研究者を招へいすることも必要であ
る。

見直し状況

１）　外国人特別研究員における予算の減額（平成21年度4,874百万円→平成22年度4,531百万
円　△343百万円）により、規模を縮小した。

２）　予算の状況が厳しい中、大学院生及び博士課程取得前後の研究者を対象とした外国人特
別研究員（欧米短期）及びサマー・プログラムについては、前年度に準じた予算規模を維持
し、将来性のある若手研究者の招へいに尽力した。

高校生に対する、科学や国際社
会への関心の啓発

　延べ105件（前年度比10件増）のサイエンス・ダイアログを
実施し、最先端の研究現場にいる外国人若手研究者が高校で英
語で授業を行う機会を設けることにより、高校生に対し、科学や
国際社会への関心を深めさせるだけでなく、将来の進路設計の一助
となるまたとない機会を提供した。さらに外国人研究者の地域社会と
の交流促進に寄与した。

評価の観点 達成度

多様なニーズに合わせた研究者
招致による研究環境整備

　大学院修士課程学生や博士号取得前後の若手研究者から、教
授級、さらにはノーベル賞級の研究者まで、幅広いキャリアス
テージの研究者に対し、計7つの事業枠組みを設けて実施し、欧
米諸国31ヶ国を含む計88ヶ国・地域から各事業の目的に合致した優
秀な研究者を招へいすることができた。その結果、200を超える国内
の大学・研究機関に対し、著名研究者による講演・助言等を受ける機
会や、若手研究者を組織的に受け入れる機会を提供し、国内研究者
の国際性の涵養に寄与した。
　さらに上記の個人型招へい事業に加え、国際機関（ASEAN事務局）
より「若手研究者交流支援事業」を受託し、組織的な招へい事
業を実施したことで多様な招へい形態が可能となり、大学等の
ニーズに応えることができた。
　また審査に関しては、公平・公正性を確保するため、8領域の審査
区分によるきめ細かい審査を実施した。

研究者コミュニティが行う活動
への積極的支援

　事業経験者によるコミュニティ（同窓会）の設立を促進し、
平成22年度中に、既存の12ヶ国に加え、新たに中国において同
窓会が設立され、振興会事業経験者のネットワークが世界規模
で充実した。それにより、諸外国において振興会の事業の広
報・普及が図られただけでなく、新たに優秀な若手研究者の振
興会事業への参加を促進することができた。

研究活動面と日常生活面からの
支援

　来日後約3ヶ月以内の研究者を対象にオリエンテーションを
年6回開催し、日本における研究や生活について情報を提供し
た。また、来日前に生活ガイドブックを配布し、来日当初か
ら、スムーズな生活が可能となるよう支援した。

Ｓ

115
119



自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(6)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

(６)　大学等における研究環境の国際化支援

　日本の大学の国際化を促進させるため、大学の職員養成のための取組等を支援する。我が国の大学等の研究者
が、国内で開催する国際的な研究集会への支援を行うとともに、国外で開催される国際的な研究集会への派遣支
援を行う。
　また、海外研究連絡センターにおいては、各大学が主催するシンポジウムなどの実施や各大学の海外拠点の活
動を支援する。

　学術の国際協力を推進するため、我が国の研究者が国内で開催する国際的な研究集会の開催に対して、平成22
年度は41件の支援を行った。
　併せて、外国開催国際研究集会への研究者派遣支援を実施し、158人に対して支援を行った。
　海外研究連絡センターにおいては、我が国の１３大学等が６研究連絡センター（サンフランシスコ、ロンド
ン、ストックホルム、バンコク、北京及びカイロ）を海外事務所として活用し、海外拠点活動を展開した。
　また、国立大学の若手事務職員に対して「国際協力員」として海外研究連絡センターにおいて、１年間の実務
研修を実施した。国際協力員には１年間の海外実務研修期間にテーマを設定し、調査報告を行う研修を実施して
いる。調査報告は、国際学術交流研修海外実務研修報告集として作成し、学術の国際動向の把握に役立ってい
る。

評価の観点 達成度

　振興会内の大学国際化支援海外連携本部にて、海外研究連絡センターの必要性や見直しの方
向性についての検討を行い、センターの役割を改めて見直した。その結果を受け、海外研究連
絡センターの事業実施要頄を改定した。
　外国開催国際研究集会派遣については、一定の役割を果たし終えたため平成22年度をもって
廃止した。

大学等の研究環境国際化

　国際研究集会において、全体で80ヵ国以上の国の外国人研究
者が参加する等、国際的な意義が認められた。
　また、国外で開催される国際的な研究集会への派遣支援にお
いては、32ヶ国で開催された研究集会に158人を派遣した。

Ａ

海外研究連絡センターにおける
大学等の国際化促進のための活
動支援

　日本の大学は海外研究連絡センターを活用することにより、
大学独自で活動するのに比べてより迅速で効率的な海外活動が
可能となっている。また、日本の大学の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。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」別表03
　国際交流事業の廃止・縮減を含めた整理合理化など見直しを行う。特に、外国開催国際研究
集会派遣、拠点大学交流事業については平成22年度で廃止する。アジア研究教育拠点事業等の
アジア関係事業の統合・メニュー化、及び、論文博士号取得希望者への援助の在り方について
は平成23年度中に検討し、結論を得て、平成24年度から実施する。
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（5）評価資料

国際研究集会平成22年度分募集要頄
国際学会等派遣事業平成22年度分募集要頄
海外研究連絡センター事業実施要頄
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(7)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価
評定

Ｓ

(７)　事業の評価と改善

　学術システム研究センター等の機能を活用しつつ、学術国際交流事業の基本的な方向性についての検討を行
う。また、事業開始から長期間経過した事業や応募件数の尐ない小規模事業について、研究者へのサービス向上
を図る観点から検討を行う。併せて、海外の学術振興機関との間で事業の有効性・適切性の相互評価など、事業
の成果及び効果を把握するための手法の検討を行う。
　また、カイロ、ナイロビの両研究連絡センターについては、効率的な業務運営に努めつつ、増大するアフリカ
地域研究などの重要性・学術研究の特殊性に鑑み、当該地域における拠点性など質的な要素についても留意した
運営へと転換を図り、学術動向の収集・発信機能の充実に努める。

　事業の実施に当たっては、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
価を行い、また、国際交流事業の評価のあり方についての議論をおこなった。さらに、学術システム研究セン
ターを活用することにより、審査・評価体制の公正性・透明性の向上を一層図るべく、新規事業の募集・審査等
の在り方について詳細に議論するとともに、書面審査結果の分析・検証を行った。また、海外の学術振興機関と
の二国間の会談、各種のシンポジウム等の機会を通じてのお互いの事業の実施方法やその効果等についての意見
交換を踏まえ、各種事業の在り方の検討や改善等を行った。諸外国の学術振興機関との協定に基づいて実施して
いる二国間交流事業においては、交流形態の変更等、相手国学術振興機関との間で事業の検討・見直しを行っ
た。さらに、学術システム研究センター主任研究員から構成される「国際事業のあり方に関する検討タスク
フォース」において、研究者としての立場から見た国際交流事業の在り方や個別事業の改善案等の議論を重ね
た。
　また、平成22年12月7日に閣議決定された独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針で指摘を受けた、ア
ジア関係事業等の統合・メニュー化や論文博士号取得希望者への援助の在り方についても、同タスクフォースで
検討を行い、平成24年度の概算要求に反映するための議論を行った。外国開催国際研究集会派遣、拠点大学交流
事業は平成22年度中に廃止し、事業の重点化を図っている。
　上記の基本方針で示された海外研究連絡センターの見直しについては、大学国際化支援海外連携本部にて海外
センターの必要性や見直しの方向性について検討を行った。その結果、北京研究連絡センターについては、引き
続き大学等の海外事務所としてのスペースを提供し、共同利用を推進すること、バンコク研究連絡センターにつ
いては、日本学生支援機構の事務所と23年度中の共用化に向けた調整を進めるとともに、宇宙航空研究開発機構
のバンコク事務所の会議室を共用することとした。
　カイロ、ナイロビの研究連絡センターについては、引き続き、効率的かつ効果的な運営に努め、賃貸借契約の
更新時期等において、事務所運営の見直しを行うとともに、我が国の大学等が現地で地域研究を行うために必要
な当該地域における拠点としての機能の強化に努めることとし、現地学術機関との連携強化、学術動向の収集・
発信を行うとともに、アフリカ地域研究などの重要性・学術研究の特殊性に鑑み、研究者のフィールドワーク支
援を実施するなど当該地域における拠点性を生かした効率的な業務運営を行った。

評価の観点 達成度

事業の評価・改善についての検
討状況

　国際事業委員会、学術システム研究センターを活用し、事業
の審査・評価体制の公正性・透明性をより一層向上させた。ま
た、海外の学術振興機関との連携により、国際交流事業の改善
に向けての検討を行うことができた。さらに、国際事業のあり
方に関する検討タスクフォースチームでは、国際事業の必要性
を改めて確認するとともに、二国間交流事業の採択方法や「独
立行政法人の事務・事業の見直し」で指摘を受けたアジア関係
事業の統合・メニュー化や論文博士号取得希望者への援助の在
り方についての検討など、多岐にわたる国際事業の整理と見直
しについて研究者としての見地からの議論を行った。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-4-(7)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

カイロ、ナイロビ研究連絡セン
ターの活動状況の検証

　海外研究連絡センターについては、大学国際化支援海外連携
本部(平成22年12月20日)にて、海外研究連絡センターの必要性
や見直しの方向性についての検討を行った結果、カイロ、ナイ
ロビ両研究連絡センターについては、引き続き、効率的かつ効
果的な運営に努め、賃貸借契約の更新時期等において、事務所
運営の見直しを行うとともに、我が国の大学等が現地で地域研
究を行うために必要な当該地域における拠点としての機能の強
化に努めることとした。
　ナイロビ研究連絡センターではケニアにおける研究許可証を
取得するため、申請受付窓口ケニア国家科学技術会議（NCST）
宛に推薦状を発行（平成22年度実績：21通）。

海外事務所の共用化の検討

　「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成22
年12月7日　閣議決定）の指摘を踏まえ、大学国際化支援海外
連携本部(平成22年12月20日)にて、海外研究連絡センターの必
要性や見直しの方向性についての検討を行った結果、北京研究
連絡センターについては、引き続き大学等の海外事務所として
のスペースを提供し、共同利用を推進すること、バンコク研究
連絡センターについては、日本学生支援機構の事務所と23年度
中の共用化に向けた調整を進めるとともに、宇宙航空研究開発
機構バンコク事務所の会議室を共用する（23年4月から）こと
とした。

１）「整理合理化計画　別表【学術の国際交流事業の促進事業】」
　また、効率的かつ効果的な業務運営の観点から、事業開始から長期間経過した事業や応募件
数の尐ない小規模事業については、費用対効果の検証を行うなど、不断の見直しを行う。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（学術に関
する国際交流の促進　（7）事業の評価と改善）」
・学術システム研究センター等の機能を活用しつつ、事業の審査・評価体制の公正性・透明性
をより一層向上させるとともに、海外の学術振興機関との連携により、国際交流事業の改善に
向けての検討を行っているが、引き続き、国際交流事業全般についての効果の検証をし、基本
的方向性についての検討を進めることが重要である。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　国際交流事業全般に関する見直しを現時点で行うことは適切な判断であると評価できる。
何事も時間が経つにつれて、関係者や経験者だけの狭い範囲でしか機能しなくなるなど、 制度
として不本意な方向に進んでしまうことがある。したがって、適切にスクラップ＆ビルドする
ことが重要である。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　大型競争的資金が、他方で国際交流を易しくしている現状では、学術振興会の国際交流のあ
り方について、新しい試み、例えば、優れた研究を行った融合分野や、新分野の若手にウエイ
トを置くなどを、提案することなども望みたい。
「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平成21年度に係る業務
に関する評価」
②評価結果を通じて得られた法人の今後の課題
（ロ）学術に関する国際交流事業については、従来の実績を尊重しつつも、種々の観点から大
胆に見直しを進めるとともに、相手国の状況を考慮しつつ、より効果的なプログラムへとリ
フォームすることが望まれる。
③評価結果を踏まえ今後の法人が進むべき方向性
（ロ）学術システム研究センターに設置された「国際事業のあり方に関する検討タスクフォー
ス」における検討などを通じて、学術に関する国際交流事業が、より効果的なプログラムとな
るよう見直すべき。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」別表03
　国際交流事業の廃止・縮減を含めた整理合理化など見直しを行う。特に、外国開催国際研究
集会派遣、拠点大学交流事業については平成22年度で廃止する。アジア研究教育拠点事業等の
アジア関係事業の統合・メニュー化、及び、論文博士号取得希望者への援助の在り方について
は平成23年度中に検討し、結論を得て、平成24年度から実施する。

答申・提言等
による

指摘事頄
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見直し状況

１）諸外国の学術振興機関との協定に基づいて実施している二国間交流事業においては、交流
形態の変更等、相手国学術振興機関との間で事業の検討・見直しを行っている。
また、平成21年度から、学術システム研究センターの主任研究員で構成される国際事業のあり
方に関するタスクフォースチームにおいて、研究者としての立場から見た国際交流事業のあり
方や個別事業の改善案等の議論を重ねた。また、平成22年12月7日に閣議決定された独立行政法
人の事務・事業の見直しの基本方針で指摘を受けた、アジア関係事業等の統合・メニュー化や
論文博士号取得希望者への援助の在り方についても、同タスクフォースで検討を行い、平成24
年度の概算要求に反映するための議論を行った。外国開催国際研究集会派遣、拠点大学交流事
業は平成22年度をもって廃止し、事業の重点化を図っている。

２）海外研究連絡センターについては、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」
（平成22年12月7日　閣議決定）の指摘を踏まえ、大学国際化支援海外連携本部(平成22年12月
20日)にて、海外研究連絡センターの必要性や見直しの方向性についての検討を行った。その結
果を受け、海外研究連絡センターの事業実施要頄を改定した。
　北京研究連絡センターについては、引き続き、大学等の海外事務所としてのスペースを提供
し、共同利用を推進することとした。
　また、バンコク研究連絡センターについては、日本学生支援機構の事務所と23年度中の共用
化に向けた調整を進めるとともに、平成23年4月から宇宙航空研究開発機構バンコク事務所の会
議室を共用することとした。
　その他のセンターについては、引き続き、効率的かつ効果的な運営に努め、賃貸借契約の更
新時期等において、事務所運営の見直しを行うとともに、それぞれのセンターが果たすべき役
割を踏まえ、当該地域における拠点としての機能の強化に努めることとした。

２）「整理合理化計画　別表【支部・事業所等の見直し】」
○海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、効率的な業務運営の観点から、独
立行政法人評価委員会による評価等を踏まえながら、活動状況の検証に努め、廃止等見直しを
検討する。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　我が国の
大学等の活動支援」
　増大するアフリカ地域研究などの重要性・学術研究の特殊性に鑑み、欧米諸国等のセンター
と同じように活動量を重視した運営ではなく、当該地域における拠点性など質的な要素につい
ても留意した運営へと転換を図った上で、学術動向や海外情報収集に努め、機能の充実を図っ
ていく必要がある。
「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
②（ハ）学術国際交流事業については、海外の学術振興機関との連携を図るなど、事業改善に
向けての検討が行われているが、事業実施による成果及び効果等について検証することが課
題。（頄目別－P10参照）
③（ハ）学術国際交流事業については、海外の学術動向の把握など海外連絡研究センター等の
機能を活用しつつ、事業全般についての成果の把握や効果の検証に努めるべき。（頄目別－P10
参照）

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成21年度に係る業務に関する評価」
　事業の評価と改善について、カイロ、ナイロビ研究連絡センターの見直しと体制整備、およ
び、ワシントン事務所の共同運用については、適切に改善していると評価できる。また、昨年
指摘した国際交流事業全体の整理と見直しについてはタスクフォースを立ち上げて検討中であ
ることは評価できる。今後の抜本的な事業見直しと体系化を進めて頂きたい。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅲ－２　事務所等の見直し
○　海外事務所については、個々の必要性をゼロベースで検証し、整理・統廃合を行うととも
に、経費削減、ユーザーへの利便性の観点から、同一都市にあり、政策連携効果が見込まれる
もの等については、情報管理の必要性等にも配慮しつつ、施設の共用化を図る。このため、海
外事務所を有する各独立行政法人や主務府省は、相互の情報共有や共同の検討を行うこと等に
より連携を強化する。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」別表05
北京、バンコクの海外事務所を他の研究開発法人等と共用化するなど、海外事務所の廃止又は
他機関事務所との共用化を更に進めるための検討を行い、具体的な結論を得る。
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（5）評価資料

海外研究連絡センター事業実施要頄
大学国際化支援海外連携本部議事次第
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自己点検・外部評価全体シート（第1-5）

掲載箇所 中期計画 １０頁 年度計画 １１頁 事業報告書 １０４頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

　異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業は、年次報告書の提出を受け、フォロー
アップを行い、着実に実施している。また、研究実施にあたって、複数年契約の形態を取ることにより、研究費
の年度間繰越を認め、弾力的な経費執行を可能にしている。

事業・業務の名称：第一　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
　　　　　　　　　５　学術の応用に関する研究の実施

５　学術の応用に関する研究の実施
　様々な学術的・社会的要請に応えるとともに、我が国の学術及び社会の発展や社会問題の解決につながるよう
な学術研究を行う。

①　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「人文・社会科学振興プロジェクト研究」を推進する。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。また、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、公開シンポジウム、共同研
究セミナーなどを行う。
　なお、本事業については、平成２０年度に終了する。

②　異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業
　異なる分野の研究者との共同研究を推進し、異なる分野の研究手法等を導入することにより、確立された従来
の研究手法から脱却して、方法論的な観点から既存の知の体系の根源的な変革や飛躍的な進化（方法的革新）を
目指す、人文・社会科学研究の振興を図る。

　文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会「人文学および社会科学の振興について（報告）－「対話」と
「実証」を通じた文明基盤形成への道－」（平成21年1月20日）において、我が国の人文・社会科学の課題の一
つである「研究の細分化」を克服し、人文・社会科学研究の飛躍的な発展を促進するためには、学際的・学融合
的な共同研究を推進することが必要であるという点を踏まえ、平成21年度から「異分野融合による方法的革新を
目指した人文・社会科学研究推進事業」を実施している。
　同事業では、既存の学問・研究分野にとらわれずに、異なる分野の知見や方法論を取り入れた人文・社会科学
における「異分野融合型共同研究」を推進することで、人文・社会科学研究の新たな展開と発展に資することを
目指す。

５　学術の応用に関する研究の実施（p.124）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-5）

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：その他の事業（学術の応用に関する研究の実施）】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

100,581 65,485 60,686
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ｓ Ａ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

　異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業の実施にあたっては、
有識者の意見を得て設定する「課題設定型研究領域」と研究者からの提案に基づき設定する
「公募型研究領域」による構成とすることで、本事業の趣旨に合った成果が期待できる研究領
域（テーマ）を効果的に設定した。また、各研究領域（テーマ）の研究概要を振興会のホーム
ページ等を通じて積極的に社会へ情報提供を行うなど、透明性の確保にも配慮した。さらに、
研究費の年度間繰越を可能にすることで、経費の無駄の排除や効果的・効率的な執行を促進し
た。これらにより、新しい人文・社会科学の振興に寄与するための事業を実施することができ
ている。

Ａ

　異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業については、効率的にテーマを選定し、
業務を適切に推進している。

　異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業は、有識者の意見を得
て設定する「課題設定型研究領域」と研究者からの提案に基づき設定する「公募型研究領域」
による構成とすることで、本事業の趣旨に合った成果が期待できる研究領域（テーマ）を効果
的に設定することができた。　さらに振興会のホームページ等を通じて積極的に社会へ情報提
供を行うなど、透明性の確保にも配慮している。また、研究費の年度間繰越により、経費の無
駄の排除や効果的・効率的な執行が確保された。これらにより、新しい人文・社会科学の振興
に寄与すると考えられる。人文・社会科学推進事業は、方法的革新だけでなく地道な集大成
（コルプス）編纂などもきわめて重要であり、将来の課題として検討を望む。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-5）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

　

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

５　学術の応用に関する研究の実施

○異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業
　既存の学問・研究分野にとらわれずに、異なる分野の知見や方法論を取り入れた人文・社会科学における「異
分野融合型共同研究」を推進する。
　平成２２年度は、平成２１年度に採択された研究テーマ（領域）のフォローアップを行う。
その際、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。

　平成22年度における本事業は、平成21年度に選定した13件の研究領域（テーマ）について、年次報告書の提出
を受け、フォローアップを行った。
　また、複数年契約の形態を継続し、研究費の年度間繰越を認め、弾力的な経費執行の促進に努めた。

評価の観点 達成度

「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度に係る業務に関する評価」
　人文・社会科学推進事業は、方法的革新だけでなく地道な集大成（コルプス）編纂などもき
わめて重要であり、将来の課題として検討を望む。

　「人文・社会科学の国際化に関する研究会」等の場において、今後、更に人文・社会科学を
強化するための推進方策を検討することとしている。

効率性
　研究実施にあたって、複数年契約の形態を取ることにより研
究費の年度間繰越を認め、弾力的な経費執行を可能としてい
る。

有効性

　本事業の実施にあたっては、有識者の意見を得て設定する
「課題設定型研究領域」と研究者からの提案に基づき設定する
「公募型研究領域」による構成とすることで、本事業の趣旨に
合った成果が期待できる研究領域（テーマ）を効果的に設定し
ている。

公正性・透明性
　振興会のホームページにおいて各研究領域（テーマ）の研究
概要を積極的に公表しており、事業の透明性にも配慮してい
る。

Ａ

124
128



自己点検・外部評価個別シート（第1-5）

（5）評価資料

異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業実施要頄
異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業事業委員会名簿
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自己点検・外部評価全体シート（第1-6）

掲載箇所 中期計画 １０頁 年度計画 １１頁 事業報告書 １０４頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：その他の事業（学術の社会的連携・協力の推進）】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

280,150 282,860 297,180
 （単位：千円）

事業・業務の名称：第一　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
　　　　　　　　　６　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議を開催する。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究者の人材育成の場としての
産学協力研究委員会等の設定、連携・協力支援のための事業を実施する。
　国内外の研究者を集めてのセミナー、シンポジウムを開催するとともに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。

　学術の中核的機関である振興会は、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。

６　学術の社会的連携・協力の推進（p.128）

○支援対象における研究の発展
　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出版物の刊行やシンポジウムを実施するなど、成果が着実に現れている。

○社会的ニーズへの対応
　産業界委員と学界委員が構成する62の産学協力研究委員会（平成22年度1委員会を新設）及び3つの研究開発専
門委員会を実施し、各委員会において産業界・学界のそれぞれの要請や研究動向について情報提供や意見交換を
行い、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。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-6）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ａ Ａ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

　「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、委員会の設置継続に関する審査や中間・終了報告を行い、委員会の活動内容につ
いて適切に検証している。
　また、産学協力研究委員会及び研究開発専門委員会では、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。
　なお、5年毎に行う設置継続の審査については、これまで昭和42年以降に設置された産学協力
研究委員会(39委員会)を対象に実施してきたが、平成22年度以降は全ての委員会(62委員会)を
対象にすることとしている。

Ａ

　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、「産学協力研究委員会」を設置しており、平成22
年度新たに1委員会が新設され、平成23年3月末現在、62委員会が活動している。
　産学協力研究委員会等の諸事業を拡充・強化するとともに、産学連携を長期的展望のもとにより総合的、組織
的に推進する趣旨で設置している「産学協力総合研究連絡会議」においては、産学協力研究委員会の設置継続等
に関する審議を行った。
　特に、5年毎に行う設置継続の審査については、これまで昭和42年以降に設置された産学協力研究委員会（39
委員会）を対象に実施してきたが、平成22年度以降は全ての委員会（62委員会）を対象にすることとし、平成22
年度は、9件の設置継続審査を行い、9件の設置継続が認められた。
　また、産学協力総合研究連絡会議の運営については、より産業界のニーズに応える形で委員会の設置継続審査
を行うため、学界と産業界の委員構成を見直し、現在カバーできていない分野を中心に産業界委員を増員するこ
ととした。平成22年度は、分野のバランス等を考慮し委員候補者の具体的な検討を行った。
　さらに、産学協力研究委員会で蓄積された成果発信として、出版物の刊行や産学協力によるシンポジウムを開
催した。
　「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として設置しており、平成23年3月末現在では3委員会が活動
している。

　産学協力委員会については、設置継続審査の方法の見直しや審査を行う産学協力総合連絡会
議の産業界委員の増員のための検討など、より良くするための改善がなされている。
　しかしながら、戦前から継続している委員会もあり、学問の発展が時宜を得て適切に産業界
に反映される仕組みになっているか検討が必要と思われる。学問上、保守的に継続していくこ
とも必要ではあるものの、陳腐化は防がなければならない。そのためには、５年ごとの設置継
続審査にあたって、見直しの基準を明文化するなどの対応をすべきである。厳格に見直しを
図って頂きたい。
　一方で、流動的な社会情勢に対応すべく、今後の発展を促すべき適切な研究課題やニーズの
高まりが予想される先導的な研究課題を担うと謳われている研究開発専門委員会や先導的研究
開発委員会（設置期間3年以内）の充実を図るべきと思われる。
　学術の社会的連携・協力の推進をより強化するため、各種委員会への小額補助金支給などの
支援策も検討して頂きたい。

Ａ
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（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

効率性

　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年ごとの継続の必要性等について
の審議を行っている。同会議の審議は、継続する委員会の活動
方針及び内容に反映させている。

有効性

　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充実・強化するため、産学協力
諸事業に対し、適切かつ有効な支援を行っている。
　また、上記の点により、平成23年3月現在、3つの研究開発専
門委員会と、平成22年度1委員会を新設し、62の産学協力研究
委員会が設置されており、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。

６　学術の社会的連携・協力の推進

　学界と産業界の第一線の研究者等からのボトムアップによる発意に基づき、自由な研究発表、情報交換を行う
場を提供し、産学協力の橋渡しを行う。また、産学協力研究委員会の活動についての情報発信に努める。

・産学協力総合研究連絡会議
　産学協力研究委員会等諸事業の充実強化を図るとともに、学界と産業界との学術の社会的協力によって発展が
期待される分野やその推進方策を検討する。

・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・意見交換を行うとともに、蓄積された成果
発信の場として国際シンポジウム等の開催、活動成果の刊行を行う。

・研究開発専門委員会
　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、専門的な調査審議を行う。

　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、「産学協力研究委員会」を設置しており、平成22
年度新たに1委員会が新設され、平成23年3月末現在、62委員会が活動している。
　産学協力研究委員会等の諸事業を拡充・強化するとともに、産学連携を長期的展望のもとにより総合的、組織
的に推進する趣旨で設置している「産学協力総合研究連絡会議」においては、産学協力研究委員会の設置継続等
に関する審議を行った。
　特に、5年毎に行う設置継続の審査については、これまで昭和42年以降に設置された産学協力研究委員会（39
委員会）を対象に実施してきたが、平成22年度以降は全ての委員会（62委員会）を対象にすることとし、平成22
年度は、9件の設置継続審査を行い、9件の設置継続が認められた。
　また、産学協力総合研究連絡会議の運営については、より産業界のニーズに応える形で委員会の設置継続審査
を行うため、学界と産業界の委員構成を見直し、現在カバーできていない分野を中心に産業界委員を増員するこ
ととした。平成22年度は、分野のバランス等を考慮し委員候補者の具体的な検討を行った。
　さらに、産学協力研究委員会で蓄積された成果発信として、出版物の刊行や産学協力によるシンポジウムを開
催した。
　「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として設置しており、平成23年3月末現在では3委員会が活動
している。

評価の観点 達成度
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（4）指摘事頄に対する見直し状況

　 

（5）評価資料

１）「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（頄
目別－11）」
　我が国の産業競争力の強化を進める上で重要な役割を果たしており、着実な実施を望む。

３）産学協力総合研究連絡会議の運営については、より産業界のニーズに応える形で委員会の
設置継続審査を行うため、学界と産業界の委員構成を見直し、現在カバーできていない分野を
中心に産業界委員を増員することとした。

産学協力　学術の社会的連携・協力の推進　パンフレット

公正性・透明性

　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。
　各委員会の設置や設置期限については、規程及び振興会の
ホームページにおいて明示している。

２）「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度に係る業務に関する評価」
　また、産学協力総合研究連絡会議において、各委員会の活動報告ならびに5年毎の継続必要性
などのヒアリング・審議が行われ、委員会活動の改善が図られている。特に、古くから設置さ
れている委員会については、活性化の度合いが不透明になることもあるので、今後、設置継続
の審査において適切に審査されることを期待する。

３）「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」別表03
　また、産学協力総合研究連絡会議等の運営の在り方については平成22年度中に検討する。

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況

１）上記の指摘も踏まえ、研究開発専門委員会及び産学協力研究委員会に対して支援を行い、
事業の着実な実施に努めている。

２）5年毎に行う設置継続の審査については、これまで昭和42年以降に設置された産学協力研究
委員会（39委員会）を対象に実施してきたが、平成22年度以降は全ての委員会（62委員会）を
対象にすることとしている。
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掲載箇所 中期計画 １１頁 年度計画 １１頁 事業報告書 １０８頁

1．中期計画

事業・業務の名称：第一　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
　　　　　　　　　７　国の助成事業に関する審査・評価の実施

７　国の助成事業に関する審査・評価の実施
　国の助成事業の審査・評価については、国の定めた制度・方針に従って、審査・評価における公正さ、透明
性、信頼性、継続性を確保しつつ、実効性のある評価を実施する。

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（研究拠点形成費））」につい
て、世界最高水準の研究教育拠点を学問分野毎に形成するとともに、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するため
の構想・計画を評価する。
　各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。
　なお、本事業に係る業務は、平成２１年度に終了する。

②　グローバルＣＯＥプログラム
　国の助成事業である「グローバルＣＯＥプログラム（研究拠点形成費等補助金（研究拠点形成費））」につい
て、我が国の大学院の教育研究機能を一層充実・強化し、国際的に卓越した研究基盤の下で世界をリードする創
造的な人材育成を図るため、国際的に卓越した教育研究拠点の形成を重点的に支援し、もって、国際競争力のあ
る大学づくりを推進することを目的として、教育研究拠点を形成するための構想・計画を審査・評価する。
　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ともに、期間終了後に事後評価を
実施する。

③　「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の養成に関連する構想・計画の評価を行う。
　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。
　なお、本事業に係る業務は、平成２０年度に終了する。

④　組織的な大学院教育改革推進プログラム
　国の助成事業である「組織的な大学院教育改革推進プログラム（研究拠点形成費等補助金（若手研究者養成
費））」について、社会の様々な分野で幅広く活躍する高度な人材を養成するための大学院における国際的水準
のコースワークの充実等の優れた組織的・体系的な教育の取組に関連する構想・計画の審査・評価を行う。
　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。

⑤　質の高い大学教育推進プログラム
　国の助成事業である「質の高い大学教育推進プログラム（大学改革推進等補助金（大学改革推進事業））」に
ついて、大学教育改革を一層推進し、知識基盤社会を担う優れた人材を養成するための大学等における教育の質
向上に向けた優れた取組に関連する構想・計画を審査する。
　また、採択された取組については期間終了後に状況調査等を実施する。

⑥　大学教育推進プログラム
　国の助成事業である「大学教育推進プログラム（大学改革推進等補助金（大学改革推進事業））」について、
社会の発展を支える優れた資質能力を備えた人材を養成するため、学士力の確保や教育力向上のための各大学等
の実践を促し、達成目標を明確にした効果が見込まれる取組に関連する構想・計画を審査する。
　また、採択された取組については期間終了後に状況調査等を実施する。

⑦　世界トップレベル研究拠点プログラム
　国の助成事業である「世界トップレベル研究拠点プログラム（国際研究拠点形成促進事業費補助金）」につい
て、高いレベルの研究者を中核とした研究拠点構想を集中的に支援し、世界中の第一線の研究者が、是非そこで
研究をしたいとして集まってくるような、優れた研究環境と高い研究水準を誇る「目に見える拠点」の形成を目
的として、国際的視点から、その審査業務・評価業務・管理業務を行う。その際、プログラムを担当するＰＤ・
ＰＯを配置し、専門的な観点からプログラムの進捗状況を管理する。
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2．意義・必要性

3．年度計画

　国の助成事業の審査・評価について、国の定めた制度・方針に従い、審査・評価における公正性、透明性、信
頼性、継続性を確保しつつ、実効性のある評価を第3者機関として実施。

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（p.134）
（２）グローバルＣＯＥプログラム（p.136）
（３）組織的な大学院教育改革推進プログラム（p.138）
（４）質の高い大学教育推進プログラム（p.140）
（５）大学教育推進プログラム（p.141）
（６）世界トップレベル研究拠点プログラム（p.143）
（７）政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進（p.145）
（８）国際化拠点整備事業（グローバル３０）（p.147）

⑧　政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進
　国の委託事業である政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究推進事業（科学技術試験研究委託事業）
について、政策や社会の要請に応じた人文・社会科学分野のプロジェクト研究を大学等の研究ポテンシャルを積
極的に活用して実施し、研究成果を社会へと発信することを目的として、この事業の実施に必要な審査業務・評
価業務・プロジェクト管理業務等を行う。

⑨　大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業
　国の助成事業である「大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業（国際化拠点整備事業費補助金）」に
ついて、国際化の拠点としての総合的な体制整備を図るとともに、産業界との連携、拠点大学間のネットワーク
化を通じて、資源や成果の共有化を図り、我が国の大学の国際化を推進する取組に関連する構想・計画の審査・
評価を行う。
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ともに、期間終了後に事後評価を実
施する。

⑩　博士課程教育リーディングプログラム
　国の助成事業である「博士課程教育リーディングプログラム（大学改革推進等補助金）」について、広く産学
官にわたって活躍できる、成長分野等で世界を牽引するリーダーとなる能力を備えた人材を養成する大学院教育
の構想・計画を審査・評価する。

⑪　大学の世界展開力強化事業
　国の助成事業である「大学の世界展開力強化事業（国際化拠点整備事業費補助金）」について、「キャンパ
ス・アジア」構想の牽引役となる交流拠点の形成や米国等の大学との協働教育プログラムの開発等の構想・計画
を審査・評価する。
　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ともに、期間終了後に事後評価を
実施する。
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4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：審査・評価】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

521,273 420,954 278,127
 （単位：千円）

6．自己点検評価
評定

（１）21世紀COEプログラムについては、選定された取組を広く社会に公表することにより、他の大学等に対し
て我が国の高等教育の質の向上に関する取組を周知することができた。

（２）グローバルCOEプログラムについては、21世紀COEプログラムの審査・評価の経験を生かし、中間評価によ
り拠点形成の目的が十分達成されるよう適切な助言を行うことができた。また、補助金の適正配分に資するた
め、中間評価結果を文部科学省に報告し、文部科学省においては、中間評価結果を考慮した補助金の配分がなさ
れた。

（３）組織的な大学院教育改革推進プログラムについては、事後評価を行い、その結果を各大学にフィードバッ
クし、今後の自主的・恒常的展開に寄与するとともに、その活動の成果を広く社会に公表し、我が国の大学院教
育の実質化の推進に資することができた。

（４）質の高い大学教育推進プログラムについては、選定された取組を広く社会に公表することにより、他の大
学等に対して我が国の高等教育の質の向上に関する取組を周知するとともに、平成23年度に実施する終了後の状
況調査のための準備ができた。

（５）大学教育推進プログラムについては、質の高い大学教育推進プログラムの審査・評価の経験を生かし、我
が国の高等教育の質保証の強化に資する、より優れた取組を選定することができた。

（６）世界トップレベル研究拠点プログラムについては、プログラム・ディレクター及びプログラム・オフィ
サーによる適切な指導・助言等を行うとともに、海外の研究者を含むプログラム委員会において適切なフォロー
アップを行うことができた。

（７）政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進については、事業を効率的・効果的に推進するた
め、各種事業の審査・評価の経験を生かし、審査・評価・管理業務を行うことができた。

（８）国際化拠点整備事業（グローバル３０）については、平成23年度に実施する中間評価に関して、各種事業
の審査・評価の経験を生かし、適切な評価を行うため、検討を進めた。

　各種事業の公募・審査においては、各事業ごとの目的を達成できるよう、適切に審査要頄等
を定めるとともに、バランスに配慮した審査委員を選考し、公平・公正な審査を行うことがで
きた。
　また、審査をできる限り効率的に行うために、電子審査システムの構築や、ヒアリング審査
においてはパソコンに直接入力する電子審査・集計システムの導入等を行い、効率的な審査業
務ができた。
　中間評価・事後評価においては、中立・公正な評価に努めたほか、改善すべき点や今後の適
切な方向性を示すことにより、各事業のさらなる充実に寄与することができた。
　各事業における審査結果の公表等の情報については、振興会のホームページ等を通じて積極
的に社会へ情報提供を行い、今後の研究・教育体制の構築に活用された。
　以上のように、各事業の目的に即して適切な審査・評価を実施することができただけでな
く、各事業の成果をより高めることに寄与できたと評価している。

Ｓ
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7．自己点検評価結果の推移
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ｓ Ｓ Ｓ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価
評定

　中期計画に定められている各事業の業務を適切かつ十分に達成している。

　国によって実施される各種の助成事業については、国の定めた制度・方針に沿ったうえで、
審査・評価における公平さ、透明性、信頼性、継続性を確保しつつ、実効性のある評価を実施
することが重要である。
　２１世紀ＣＯＥプログラムについては、教育研究拠点としての取り組み内容を広く社会へ公
表・周知を行った。
　またグローバルＣＯＥについては十分な評価期間を設け、適切な審査体制のもと、公正で透
明性のある中間審査を実施したと認められる。また、２１世紀ＣＯＥプログラムとともに、教
育研究拠点としての取り組み内容を広く社会へ情報発信し、高等教育の向上に努めている。
　組織的な大学院教育改革推進プログラムについて、事後評価に当たっては、セキュリテイに
配慮しながら、電子評価システムを使用して、効率化を図り、審査にあっては公平・公正で透
明性の高い評価を実施したと認められる。
　質の高い大学教育推進プログラムについても、実施期間終了後の状況調査にあたり、調査に
係る書類の提出期限の延長など、東日本大震災を考慮したスケジュールを組むこととした。ま
た、ホームページに掲載し、広く公表を図るなどに努めた。大学教育推進プログラムについて
は、大学教育推進事業委員会を開催し、各部会で第３者評価による審査を実施し、組織的に学
士力の確保・教育力の向上を図り、高等教育の質保証の強化に資する３０件の教育プログラム
を選定した。
　世界トップレベル研究拠点プログラムについては、実施中プログラムのフォローアップを国
際的な視点を加えながら行い、新規１拠点については、システム改革および研究内容の観点か
ら審査のうえ決定した。総合科学技術会議の「「国民との科学・技術対話」の推進について」
（平成２２年６月１９日）に基づき、今年度から新たなアウトリーチ担当者会議を設置して、
情報の共有を図るとともに、アウトリーチ活動の強化をはかった。
　政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進については、５件のプロジェクト研
究の最終評価、および４件の中間評価を適切に実施した。
　国際化拠点整備事業についても、平成２１年度採択１３大学の中間評価にあたり、実地視察
の分析による課題の抽出を行うとともに平成２３年度の中間評価について国際化に資する観点
を付加するなど適切な評価のための検討を進めた。
　以上多岐にわたる助成事業に関する審査・評価を適切に実施し、各事業内容の成果を高める
ことに寄与している。効率よく、有効に進めるために電子審査・集計システムを導入すると共
に、振興会のホームページも活用した。ただし、各種プログラムの成果が、政策目的に応じて
適切な水準で達成できたかの評価が必要である。振興会が全ての評価を行うことが必ずしも制
度的に適当でないにしても、事業実施主体である振興会が行うべきこととして、政策評価のた
めに必要なデータならびに評価指標の整備が必要ではないか。今後鋭意検討いただきたい。加
えて、終了後の追跡評価を新たに実施するための検討およびより一層のアウトリーチ活動の推
進などに着手することにより、国民が助成事業の重要性の理解を深めていくものと思われるこ
とから、今後の制度の見直しと併せてこれらの検討が進展することを期待する。

Ｓ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(1))

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

　

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（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」について、採択されたプログラム終了後の状況について情
報公開に努める。

　平成22年度における本事業は、平成14年度から平成16年度に採択され、平成19年度から平成21年度に事後評価
を終了した研究教育拠点について、現在までの取組の概要や評価結果等を振興会ホームページにて公表してお
り、情報公開に努めている。

評価の観点 達成度

効率性・有効性

　大学改革の推進及び活性化を目的として、研究教育拠点の取
組の概要や評価結果等を振興会ホームページに掲載し、広く社
会に情報発信することにより、優れた取組を周知することがで
きた。

「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」
　制度上の問題として、プログラム数が多岐にわたっているために分かりにくい状況になって
いる。振興会だけでは解決できないが、今後の制度見直しに期待したい。

　本事業については、平成20年度をもって終了しているが、これまで実施した委員会における
提言等を今後の制度設計等に活用する。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(1))

（5）評価資料

採択拠点へのリンク集
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(2))

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

効率性

　評価を効率的に行うため、セキュリティに十分な配慮をしつ
つ、｢計画調書｣等をCD-Rを主とした電子媒体による提出方法と
し、評価の効率化を図り、中間評価実施機関の事務的負担の軽
減に努めた。

有効性

　平成20年度採択拠点に対する中間評価にあたっては、専門家
や有識者による事業の進捗状況等の確認や事業目的達成のため
の助言に加え、国際的に卓越した教育研究拠点として真に将来
の発展が見込まれるかについて評価した。
　中間評価結果は各拠点に開示するとともに、文部科学省に報
告し、文部科学省において中間評価結果を考慮した補助金の配
分が実施された。
　また、評価終了後、各拠点の中間評価結果及び進捗状況等を
取りまとめ、ホームページにて広く社会に公開した。

公正性・透明性

　平成20年度採択拠点の中間評価にあたっては、平成22年4月
～9月にわたる十分な評価期間を確保し、107名の評価部会委員
による書面評価・ヒアリング評価を行い、必要に応じて現地調
査を実施した。
　評価における委員の遵守事頄等については、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。
　なお、評価終了後には、文部科学省及び振興会ホームページ
等を通じて、中間評価結果の公表、各大学への評価結果の開示
とともに、評価要頄、中間評価結果の概要及び評価委員の氏名
等関係情報のホームページへの掲載についても積極的に行って
おり、評価の透明性にも配慮している。
　また、振興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

（２）グローバルCOEプログラム

　国の助成事業である「グローバルＣＯＥプログラム」について、委員会を開催し、評価を行う。
　平成２２年度は、平成２０年度に採択されたプログラムの中間評価を行う。
　その際、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
りつつ、情報公開に努める。

　平成22年度における本事業は、平成20年度に採択された68件の教育研究拠点について、事業開始から2年経過
後に、本事業の進捗状況等を確認した上で、事業の効果的な実施が図られるよう適切な助言を行うとともに、国
際的に卓越した教育研究拠点として真に将来の発展が見込まれるかを評価し、その結果を補助金の適正配分に反
映させるための中間評価を実施した。さらに、平成21年度に採択された9件の教育研究拠点についての中間評価
に係る評価要頄等をグローバルCOEプログラム委員会において決定した。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(2))

　

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料 　

該当なし

該当なし

グローバルCOEプログラム評価要頄
グローバルCOEプログラム委員会委員名簿
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(3))

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

効率性

　平成22年度においては、平成18年度「｢魅力ある大学院教育｣
イニシアティブ」の実施における事後評価の実績を踏まえ、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評価
する観点から、書面評価に際して、申請内容の分野の専門性に
過度に偏らないよう書面評価委員を適正に配置し、より効率的
な事後評価を実施した。
　また、書面評価においては紙媒体による評価表ではなく、セ
キュリティに十分な配慮をしつつ、インターネット上で評価結
果を入力できる電子評価システムを使用し、評価委員の作業負
担やミスの軽減を図るとともに、事務局における評価結果の集
計作業の効率化・迅速化を図ることができた。

有効性

　事後評価は、本事業の目的等を踏まえ、各教育プログラムの
計画の実施（達成）状況等を評価し、①評価結果をフィード
バックすることにより、補助事業終了後の教育研究活動の持続
的展開及びそ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、②各大学院における大学院教育の実質化（教育の課
程の組織的展開の強化）のための取組の成果等を明らかにし、
社会に示すことにより、今後の大学院教育の改善・充実を図
り、その活動について、広く国民の理解と支持が得られるよ
う、支援・促進していくという観点から適切に実施した。

公正性・透明性

　平成22年度の事後評価にあたっては、プログラム委員会委員
及び事後評価部会専門委員による具体的な事後評価体制を整備
するとともに、事後評価の方針の明確化を図り、事後評価要頄
として取りまとめたものを事前に公開している。
　また、公平・公正な事後評価の徹底を図るため、事後評価委
員の選考にあたっては、国公私大学や地域性等のバランスにも
考慮し、評価の公正性に努め、さらに、評価委員を対象とした
事後評価の手引きを作成し、事後評価の方針等についての共通
理解の徹底に努めた。
　なお、事後評価終了後には、文部科学省及び振興会ホーム
ページ等を通じて、事後評価結果の公表、各大学への評価結果
の開示について積極的に行うとともに、事後評価結果及び事後
評価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、評価の透明性にも配慮している。
　また、振興会のホームページから選定取組のホームページへ
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

（３）組織的な大学院教育改革推進プログラム

　国の助成事業である「組織的な大学院教育改革推進プログラム」について、委員会を開催し、事後評価を行
う。
平成２２年度は、平成１９年度に採択されたプログラムの評価を行う。
　その際、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
りつつ、情報公開に努める。

　平成22年度における本事業は、平成19年度採択教育プログラム（126件）の事業結果報告書を受け付け、組織
的な大学院教育改革推進プログラム委員会に設置した専門分野別の事後評価部会（｢人社系事後評価部会｣｢理工
農系事後評価部会｣｢医療系事後評価部会｣）において、本事業の目的等を踏まえ、補助事業期間終了後の各教育
プログラムの計画の実施（達成）状況等について、客観的で公平・公正な事後評価を実施した。また、事後評価
結果については、総合評価部会において対象大学に事前開示し、大学からの意見申し立てを受け付けた上、その
内容を踏まえて審議を行い、さらに組織的な大学院教育改革推進プログラム委員会において決定した。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(3))
　

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

組織的な大学院教育改革推進プログラム（平成１９年度採択教育プログラム)事後評価結果報告
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(4))

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

　

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

選定取組リンク集

（４）質の高い大学教育推進プログラム

　平成２０年度に審査を実施した、国の助成事業である「質の高い大学教育推進プログラム」については、採択
されたプログラムの情報公開に努める。

　平成22年度における本事業は、平成23年3月に事業委員会を開催し、選定プログラムの実施期間終了後の状況
調査に関する審議を行い、実施方法を決定するとともに、実施にあたっては、実施状況報告書の提出期限を遅ら
せる等、平成23年3月に発生した東北地方太平洋沖地震を考慮したスケジュールで行うこととした。
また、平成20年度に選定したプログラムについて、振興会ホームページにて審査結果・選定取組の概要等を公表
しており、情報公開に努めている。

評価の観点 達成度

効率性・有効性

　大学教育改革の推進及び活性化を目的として、選定取組の概
要等を振興会ホームページに掲載し、特に優れた大学教育改革
の取組を広く社会に情報提供することにより、我が国の高等教
育の質の向上に資する取組を周知することができた。

該当なし

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(5))

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

効率性

　大学教育推進プログラムの審査にあたっては、大学、短期大学、高
等専門学校から様々な教育の質向上を図る取組が申請されることか
ら、有識者による委員会の下に審査部会を設け、それぞれの学校種
の教育目標や課題に対する知識・経験のある委員を適正に配置し、
効率的な審査を実施した。
　また、書面審査においては紙媒体による審査表ではなく、セキュリ
ティに十分な配慮をしつつ、インターネット上で審査結果を入力できる
電子審査システムを使用し、ヒアリング審査においても、パソコンに
審査結果を直接入力する電子審査・集計システムを使用することに
より、審査委員の作業負担やミスの軽減を図るとともに、事務局にお
ける審査結果の集計作業の効率化・迅速化を図ることができた。

Ｓ有効性

　大学教育推進プログラムについては、大学、短期大学、高等専門
学校のそれぞれの目的や役割、機能の違い等を考慮の上、中央教
育審議会答申「学士課程教育の構築に向けて」（平成20年12月24
日）も踏まえ、達成目標を明確にした確実な計画のもとに、組織的に
大学等の学士力の確保・教育力の向上を図ろうとするもので、我が
国の高等教育の質保証の強化に資する取組を選定した。

公正性・透明性

　平成22年度の選定にあたっては、大学、短期大学、高等専門学校
の果たす目的や役割、機能の違い等を考慮しつつ、それぞれの人材
養成目的に沿い、達成目標を明確にした確実な計画のもとに教育の
質の向上を図り大学等の教育改革に資する取組を選定するために
適切な審査項目を策定し、審査要項、審査基準としてとりまとめたも
のを事前に公開することにより、公平かつ公正な審査を実施した。
　なお、審査終了後は、文部科学省及び振興会ホームページを通じ
て選定結果、選定取組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。
　また、振興会のホームページから選定取組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。

（５）大学教育推進プログラム

　国の助成事業である「大学教育推進プログラム」について、委員会を開催し、審査を行う。
　平成２２年度においては、新たに公募するプログラムの審査・選定を行う。
　その際、専門家による公正な審査体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、適切かつ円滑な運営を図りつつ、
情報公開に努める。

　平成22年度における本事業は、平成22年4月に大学教育等推進事業委員会を開催し、審査要項等を決定の上、平成22
年5月に国公私立大学、短期大学、高等専門学校から298件の申請を受け付け、部会による審査を開始した。部会におい
ては、客観的で公平・公正な第三者評価による審査を実施し、平成22年8月に開催した大学教育等推進事業委員会にお
いて選定候補を決定し、文部科学省で30件の教育プログラムが選定された。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(5))

　

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

大学教育推進プログラム審査結果報告
（公募要領、同審査要頄、同審査基準、同書面審査基準、同ヒアリング実施要領、委員会委員名簿等含む）
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(6))

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

効率性

　PD及びPOを設置し、適切な指導・助言が行えるよう配慮しつ
つ、効率的にフォローアップを行っていくためにプログラム委
員会の下に、POを主査とする作業部会を拠点ごとに設置した。
　また、審査委員会及びフォローアップ会合を連続した日程で
開催し、会議運営の効率化を図った。

Ｓ

有効性

　「目に見える拠点」の構築を確実に図るため、委員の半数が
外国人で構成される作業部会による現地視察の結果、及び拠点
長等との意見交換の内容等から、拠点構想を十分に勘案しつ
つ、国際的な視点も含めながらフォローアップにあたった。
　また、現地視察の他に、PD及びPOのみで拠点を訪問する機会
を設けることで、効果的な指導・助言体制を構築し、適切な拠
点管理の実施に努めた。
　平成22年度の新規拠点採択にあたり、システム改革及び研究
内容の二つの観点から複数名体制でメールレビューを実施する
ことで、拠点構想の趣旨を踏まえた審査を行った。

（６）世界トップレベル研究拠点プログラム

　国の助成事業である「世界トップレベル研究拠点プログラム」について、委員会を開催し、審査・評価・管理
業務を行う。
　平成２２年度は、新たに公募するプログラムの審査・選定を行うとともに、平成１９年度に採択された５拠点
のフォローアップ・管理業務を行う。
　その際、専門家による公正な審査・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
を図りつつ、情報公開に努める。
　また、既存の５拠点についてはプログラムを担当するＰＤ・ＰＯを配置し、専門的な観点からプログラムの進
捗状況を管理する。

　平成22年度は、平成19年度より設置しているプログラム・ディレクター(PD)及び各拠点担当のプログラム・オ
フィサー(PO)を中心としたフォローアップ業務・管理業務を実施し、さらに新規１拠点について審査委員会を2
回開催し、採択拠点を決定した。
　平成19年度採択５拠点のフォローアップ業務・管理業務については、プログラム委員会等により各拠点の平成
21年度の進捗状況を確認し、フォローアップ結果として改善点等をとりまとめた。また、拠点構想の進捗状況の
把握や適切な管理のため、PD・PO会議を3回開催した。
　このほか、平成23年度実施の中間評価に向けて、評価基準等の策定のため、日本人プログラム委員による作業
部会を開催し、評価方法、評価頄目等を決定した。
　その他、中間評価に向けて、各拠点の認知度等を把握する第２回アンケート調査を行うため、アンケートの検
討と対象者の抽出を行った。
　このほか、総合科学技術会議の『「国民との科学・技術対話」の推進について（基本的取組方針）』に基づ
き、平成22年度から新たに拠点の広報戦略を作成・実施する担当者によるアウトリーチ担当者会議を設置した。
平成22年度は3回の会合を開催して情報を共有するとともに、共同でサイエンスアゴラに参加するなど、アウト
リーチ活動の強化に努めた。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(6))

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

○研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等
に関する法律（平成20年6月11日法律第六十三号）（国際的に卓越した研究開発等の拠点の整
備、充実等）
　第十九条　国は、国際的視点に立った研究開発力の強化を図るため、国の資金により行われ
る研究開発等の実施における卓越した外国人の研究者等の招へい、国際的に卓越した研究開発
等に係る環境の整備、一の研究開発等における多数の研究開発機関の研究者等の能力の活用そ
の他の国際的に卓越した研究開発等を行う拠点の整備、充実等に必要な施策を講ずるものとす
る。

　指摘事頄を踏まえつつ、事業を推進している。

世界トップレベル研究拠点（WPI）プログラムフォローアップ基本方針
世界トップレベル研究拠点（WPI）プログラム委員会委員名簿
「世界トップレベル研究拠点（WPI）プログラム」プログラム・ディレクター(PD)及びプログラム・オフィサー
(PO)一覧
世界トップレベル研究拠点（WPI）プログラム作業部会主査及び作業部会委員一覧
世界トップレベル研究拠点（WPI）プログラム公募要領
世界トップレベル研究拠点（WPI）プログラム審査要領

公正性・透明性

　公平・公正なフォローアップの徹底を図るため、作業部会委
員の選定にあたっては、利害関係者の排除に加え、機関等から
の貴重な情報資料の管理・保護等の遵守について配慮してい
る。
　なお、作業部会が行う現地視察の結果については、そのプロ
セスの公正性、透明性を確保する観点から、事前に各拠点に報
告し、意見申立ての機会を設けている。
　また、振興会のホームページにおいて、プログラム委員名
簿、各拠点から提出された報告書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ほか、PRパンフ
レットを作成する等、事業の積極的な発信も図っている。
　この他、平成22年度の新規公募の審査にあたっては、利害関
係に配慮しつつ、第一線の研究者が複数体制でレビュアの選定
を行った。また審査結果については、速やかに文部科学省に報
告し、かつ振興会ホームページにおいて公表した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(7))

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ｓ

（７）政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進

　国の「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」及び「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学
研究推進事業」について、評価・管理業務を実施する。
　平成２２年度は、平成１８年度に採択されたプロジェクト研究の最終評価、平成２０年度に採択されたプロ
ジェクト研究の中間評価を行う。
　その際、専門家による公正な審査・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
営を図りつつ、情報公開に努める。

　平成22年度は「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」、「近未来の課題解決を目指した実証的社
会科学研究推進事業」及び「国際共同に基づく日本研究推進事業」について、審査・評価・管理業務を行った。
　「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」では、本事業の評価及び管理に関する事頄の調査審議を
行うための事業委員会に加えて評価委員会を設置し、平成23年3月に平成18年度採択のプロジェクト研究5件につ
いて最終評価を実施した。
　また、プロジェクト研究の進捗状況を把握し、指導・助言などの支援を行うために研究コーディネーターを設
置し、事業としての統一性を図るとともに、研究推進上の課題等について情報交換を行うため、研究代表者等を
交えた研究連絡会を実施した。
　さらに、これまでの事業の成果を広く周知させるため、一般向け研究報告会を開催した。
　「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学研究推進事業」では、本事業の評価及び管理に関する事頄の調
査審議を行うための事業委員会に加えて評価委員会を設置し、平成23年3月にプロジェクト研究4件について中間
評価を実施した。
　また、プロジェクト研究の進捗状況を把握し、技術的助言等を行うためにプログラム・ディレクター(PD)とプ
ログラム・オフィサー(PO)を設置し、プロジェクト研究の管理を行った。
　「国際共同に基づく日本研究推進事業」では、本事業の審査、評価及び管理に関する事頄の調査審議を行うた
めの事業委員会を設置し、平成22年9月に採択候補研究課題の決定を行った。
　このほか、人文・社会科学の国際化に関する研究会において人文・社会科学の国際化の現状や問題点について
分析を進めた。

評価の観点 達成度

効率性

　「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」の最終
評価について、事業委員会の下に、評価対象分野における有識
者5名からなる各プロジェクト研究の評価チームにより構成さ
れる評価委員会を置くことにより、専門性の高い評価を効率的
に実施した。
　「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学研究推進事
業」の中間評価について、事業委員会の下に、評価対象領域に
おける有識者4名からなる各プロジェクト研究の評価チームに
より構成される評価委員会を置くことにより、専門性の高い評
価を効率的に実施した。
　「国際共同に基づく日本研究推進事業」の課題選考につい
て、幅広く多面的な視点により、日本研究の進展等に資する研
究課題を総合的に審査する観点から、書面審査に際しては日本
研究に対する知見を有する審査委員を適正に配置し、より効率
的な審査を実施した。また、書面審査においては紙媒体による
審査表ではなく、セキュリティに十分な配慮をしつつ、効率的
に審査結果を入力できるフォーマットを使用し、審査委員の作
業負担やミスの軽減を図るとともに、事務局における審査結果
の集計作業の効率化・迅速化を図ることができた。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(7))

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

○「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」
　評価要領、面接評価実施要領、事業委員会名簿、評価委員会名簿、研究コーディネーター名簿、成果発表会資
料

○「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学研究推進事業」
　評価要領、面接評価実施要領、事業委員会名簿、評価委員会名簿、プログラム・ディレクター(PD）、プログ
ラム・オフィサー（PO）名簿

○「国際共同に基づく日本研究推進事業」
　公募要領、審査要領、事業委員会名簿

有効性

　「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」につい
ては、プロジェクト研究ごとに研究コーディネーターを配置
し、フォローアップを行うとともに、研究コーディネーターの
主宰するプロジェクト全体の研究連絡会において、各研究プロ
ジェクトの進捗状況の確認や意見交換を行うことにより、事業
としての統一性を図ることに努めた。
　「近未来の課題解決を目指した実証的社会科学研究推進事
業」については、プロジェクト研究ごとにプログラム・ディレ
クター(PD)、プログラム・オフィサー(PO)を配置することで、
効果的な指導・助言体制を構築し、適切なプロジェクト管理の
実施に努めた。
　「国際共同に基づく日本研究推進事業」については、事業委
員会による統一的な指導・助言体制を構築し、適切なプロジェ
クト管理の実施に努めた。

公正性・透明性

　公平・公正な審査・評価を実施するため、委員の選定にあ
たっては、利害関係者の排除に加え、機関等からの貴重な情報
資料の管理・保護等の遵守について配慮している。
　審査・評価に係る審議は非公開とし、その経過についても委
員への守秘義務が課せられているが、審査・評価終了後は、各
機関・研究者への審査・評価結果の開示を行っている。
　また、振興会のホームページにおいて審査・評価結果に加え
て、各種要領、各委員会委員名簿等関係情報の提供についても
積極的に行っており、審査・評価の透明性にも配慮している。
　さらに、振興会のホームページから研究プロジェクトのホー
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。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-7-(8))

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

効率性

　プログラム委員会において、平成23年度に実施する中間評価
について、大学の国際化や留学生支援に対して知見を有する評
価委員について検討を進めるとともに、評価作業については、
評価にかかる作業が軽減されるよう検討した。

Ａ有効性

　プログラム委員会において、我が国を代表する国際化拠点を
支援するという事業目的を踏まえ、平成21年度に実施した採択
拠点の実地視察を分析し、現状における課題を抽出するととも
に、平成23年度に実施する中間評価を大学の国際化に資するも
のとするため、評価の観点となる内容について検討した。

公正性・透明性

　プログラム委員会において、平成23年度に実施する中間評価
については、振興会で実施している各事業の中間評価、事後評
価を参考とし、評価要頄等を事前に公開するとともに、評価結
果や評価委員氏名等を情報提供する等、公正で透明性の高い体
制の下で実施するよう評価にかかるスケジュールについて検討
した。

（８）国際化拠点整備事業（グローバル３０）

　国の助成事業である「国際化拠点整備事業（グローバル３０）」について、中間評価の内容・方法について検
討を行うための委員会を開催する。
　その際、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
りつつ、情報公開に努める。

　平成22年度における本事業は、平成21年度に採択された13大学の中間評価の体制を整備するため、平成22年9
月に開催した国際化拠点整備事業プログラム委員会において検討を行った。
　また、平成21年度に選定されたプログラムについて、振興会ホームページにて審査結果・選定取組の概要等を
公表しており、情報公開に努めている。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価全体シート（第1-8）

掲載箇所 中期計画 １３頁 年度計画 １３頁 事業報告書 １１３頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

― ― ―
 （単位：千円）

　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委託研究契約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。
　特に、科研費及び特別研究員などの諸事業における審査委員等の選考は、学術システム研究センターの研究員
が、前年度の審査結果を検証した上で実施したが、その際、研究員の調査・研究成果を生かすことにより、公正
かつ適切に行うことができた。
　なお、海外での調査にあたっては、必要に応じ海外研究連絡センターの協力を得て実施している。
　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、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。

事業・業務の名称：第一　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
　　　　　　　　　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・研究を実施する。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、国際交流の戦略等につ
いて、関係機関のホームページや文献、現地調査、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、事業の企画・立案に反映させる。これらの成果については、
必要に応じ報告書等にとりまとめホームページ等において公表する。

　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学術システム
研究センター研究員（任期3年）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いる。本調査・研究は、今後の振興会の事業展開を図る上
で必要不可欠である。

８　調査・研究の実施（p.150）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-8）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ａ Ａ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

　学術システム研究センターでは、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ているが、個々の研究員の発意に基づく調査・研究を行
うことにより、全ての学問領域にわたって機動的・効率的に研究活動を実施している。
　また、研究員の所属機関と委託研究の契約を締結することにより、研究費の経理管理を適切
に行っている。
　なお、報告書の内容には未発表の研究情報や個人情報が含まれていることもあり、公開に対
しては個別に慎重な検討が必要である。そのため、平成22年度は試験的に一部を公開したが、
平成22年度の委託研究契約分の報告書からは、可能な限り公開できるように措置した。
　また、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、文部科学省などからの依頼により、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。

Ａ

　116課題について委託研究契約に基づく研究を依頼し、その結果について報告書の提出を受けた。今後、これ
らの報告書を整理したうえ、学術システム研究センターの構成員や関係部局等で供閲し、これからの事業実施に
活用していく予定である。また、調査・研究による成果は、ホームページにおいて公開するなど成果の普及・活
用にも努めており、学術システム研究センターを活用した調査・研究を適切に実施できた。

　学術システム研究センターの重要な役割は、諸外国の学術振興施策の状況、国内外の学術研
究の動向について、研究・調査を行い振興会の事業展開に反映させることである。この趣旨に
沿って、本センターは効率的・効果的に研究・調査を推進し、研究員はその成果を基に広い分
野に及ぶ科研費の審査員の選考、審査会の運営に参加して、審査の適正化・透明性の確保に寄
与している。なお、研究員の研究・調査報告書の公開については、未発表の研究情報や個人情
報が含まれていることもあって、全面的な公開には個別に慎重な検討が必要となるために、そ
の公開は一部に留まっている。
　海外を拠点として諸外国における学術動向に関する情報収集については、文部科学省などか
らの依頼により、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も行った。
　学術システム研究センターに求められる研究・調査は学術の全分野に及ぶものである。しか
し、センターの研究員がカバーできる分野には自ずと限りがあることへの留意と適切な対応が
大切であり、この観点から特に異分野の融合、境界領域や揺籃期にある学術研究の動向に留意
することが重要である。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-8）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

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として、海外研究連絡セン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
の振興会事業に反映させることとする。
　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分野にかかる最新の学術の動向を
調査し、その成果をより適切な審査員の選考や評価システムの整備等に反映させ、振興会が行う審査・評価業務
等の向上に役立てる。
　また、これらの成果については、必要に応じ報告書等にとりまとめホームページ等において公表する。

　学術システム研究センターにおいては、研究員が所属する研究機関との委託研究（平成22年度は、45機関
（116課題））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・分析を行うことにより、現状の課題や今後の方向性を把握し、振興会
事業に反映させた。
　特に、科研費及び特別研究員などの諸事業における審査委員等の選考は、学術システム研究センターの研究員
が、前年度の審査結果を検証した上で実施したが、その際、研究員の調査・研究成果を生かすことにより、公正
かつ適切に行われている。さらに、審査委員候補の選定には、自らの専門知識やデータベース上の情報だけでな
く、周辺分野の学術動向や候補者のバックグラウンドや適性等を把握する必要があるが、本委託研究の一環とし
てシンポジウム参加、フィールドワーク視察などの業務を行い、審査員候補として相応しい研究者と交流するな
ど、そのための調査活動としても活用されている。
　なお、海外での調査にあたっては、必要に応じ海外研究連絡センターの協力を得て実施した。
平成22年度に、海外研究連絡センターと協力して実施した海外での調査等の例としては以下のようなものがあ
る。
・平成22年7月8日～9日　相澤啓一専門研究員が、ボン研究連絡センターの小平センター長とともに、ドイツ学
術交流会の研究者ネットワーク作りの催事にて、日本のプレゼンテーションを行い、研究交流の促進を図った。
・平成22年10月26日　蟻川謙太郎専門研究員が、ルンド大学で開かれた第2回KVA-JSPSセミナー（スウェーデン
王立科学アカデミーとストックホルム研究連絡センターの共催）にて、講演を行うとともに、研究情報の交換を
行った。
・平成23年2月21日　武田洋幸専門研究員が、AAAS Annual Meetingがワシントンで開催された際に、ワシントン
研究連絡センターを訪問し、日本の研究の海外での広報について意見交換を行った。
・平成23年3月23日　山極壽一専門研究員が、ナイロビ研究連絡センターを訪問し、駒澤センター長と面会し、
アフリカの学術動向について情報を収集し、意見交換を行った。
　さらに、海外研究連絡センターが取りまとめた海外の学術動向等については、本部や各海外研究連絡センター
のホームページなどに掲載され、広く公表された。

評価の観点 達成度

学術動向調査等の効果的実施

　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
き、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
据えつつ、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に
わたって振興会業務の向上に役立てることができた。
　なお、調査・研究の実施にあたっては、研究員の所属機関と
「委託研究」の契約を締結することにより、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えるようにしている。
　また、海外での調査にあたっては、必要に応じ海外研究連絡
センターと連携して実施した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-8）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）評価資料

見直し状況

２）海外研究連絡センターは、情報収集を主要なミッションの一つとして掲げている。
　海外学術情報の収集の方法については、センター長のイニシアティブの下、新聞、科学雑
誌、インターネット、政府機関や大学等の報道発表を日常的にチェックするとともに、学術関
係機関からの情報提供を受けることによって、諸外国の最先端の学術研究の動向とともに、我
が国の大学等にとって有益であると思われる学術、高等教育に関する情報を迅速に、かつ、幅
広く収集する体制を整えている。更に、振興会本部に集められた情報を掲載しているホーム
ページをより見やすくリニューアルし、振興会の公募案内や活動報告などを月1回配信するJSPS
メールマガジンにおいて、その掲載を周知している。

１）平成21年度の受託研究契約に基づく学術研究動向調査等研究については、年度終了後に各
研究員から『調査研究実績報告書』として成果を提出してもらっている。それらは直近の学術
動向や情報が記載されており本会事業の推進に際し重要な情報源であるため、センター研究員
等が適宜参照できるよう、取りまとめのうえ整理した。なお、報告書の内容には未発表の研究
情報や個人情報が含まれていることもあり、公開に対しては個別に慎重な検討が必要である。
そのため、平成22年度は試験的に一部を公開したが、平成22年度の委託研究契約分の報告書か
らは、可能な限り公開できるように措置した。

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

答申・提言等
による
指摘事頄

１）「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（頄
目別－12）」
　今後は、調査・研究の拡充、成果の公開等に一層努めることが必要である。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　振興会の調査・研究成果の公表については、平成20年8月創刊の学振メールマガジンなどを更
に活用して、一層促進する必要がある。

２）「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　今後、海外学術情報の重要性はますます増大することから、海外研究連絡センターはより質
の高い情報を迅速に収集できる体制へと整備を急ぐ必要がある。

「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」
　今後、海外学術情報の重要性はますます増大することから、海外研究連絡センターはより質
の高い情報を迅速に収集できる体制へと整備を急ぐ必要がある。なお、学術の動向に関する調
査分析等に関しては、日本学術会議等も進めており、効率性・効果性の観点から、そうした機
関との連携強化を期待する。
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自己点検・外部評価全体シート（第1-9）

掲載箇所 中期計画 １３頁 年度計画 １３頁 事業報告書 １１７頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

（１）事業の実施状況や学術研究に関わる情報について、ホームページへの掲載を積極的に進めるとともに、事
業内容を紹介するパンフレット、ニューズレターやポスターを作成・配布し、広く情報発信を行った。また、利
用者のアクセシビリティを考慮した、見やすく分かりやすいページデザインの統一基準を作成し、これに則って
約20事業のホームページの再デザインを行った。平成20年度から開始しているメールマガジンの配信について
は、その有効性を研究者、研究機関を中心に広く周知し、平成22年度中に3,300名以上の登録者増となった。
　
（２）学術システム研究センターにおいて学術振興方策及び学術研究動向に関する調査・研究を実施することに
より、科研費及び特別研究員などの諸事業における審査委員等の候補者案の作成及び審査結果の検証、日本学術
振興会賞及び日本学術振興会 育志賞の予備的審査、そして振興会の事業全般に対して提案・助言等を行った。
　また、海外での調査にあたっては、海外研究連絡センターと連携して実施した。これらの調査・研究による成
果は、ホームページにおいて公開するなど成果の普及・活用にも努めており、学術システムセンターを活用した
調査・研究を適切に実施できた。

事業・業務の名称：第一　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
　　　　　　　　　９　広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用

９　広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用
（１）広報と情報発信の強化
　振興会の活動内容や調査研究の成果を、より広く内外の研究者、関係機関や国民に理解してもらうため、魅力
ある広報誌等出版物やホームページの内容充実に努めるなど、効果的な情報提供が実施できるよう、広報体制を
整備し、その充実を図る。

（２）成果の普及・活用
①　学術システム研究センターの調査・研究の成果、各事業において支援対象者から提出された実績報告書等に
ついては、知的所有権等に配慮した上で、事業の企画立案等に活用するとともに、ホームページへの掲載や出版
等により、研究者をはじめ社会に積極的に提供し、広く普及させる。
②　学術研究の推進により生じた卓越した研究成果を広く一般に公開することにより、学術研究の成果・普及及
びその重要性についての理解促進に努めるため、「卓越研究成果公開事業」を実施する。

　第3期科学技術基本計画にも謳われているとおり、科学技術・学術は、国民の理解と支持を得てはじめてその
発展が可能といっても過言ではなく、国民と社会にその成果を還元することが求められている。研究成果の情報
発信、成果の普及活動により、国民が、科学に対する夢と感動を実感できるだけでなく、学術振興の重要性につ
いて、その理解を深化させることが可能となる。振興会の活動内容や調査研究の成果を各種媒体を活用して、広
く広報・普及することは、研究者のみならず、国民の理解・意識の醸成に向けて大変重要である。

９　広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用
（１）広報と情報発信の強化（p.154）
（２）成果の普及・活用（p.156）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-9）

5．決算額（支出額）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

― ― ―
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ａ Ａ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

　様々な広報媒体を活用した広報活動を実施した。振興会からの情報発信は、研究者或いは大
学等研究機関が中心となっているが、必要十分な情報量が発信できた。
　一方で、国民に対する研究成果発信、理解増進活動については、充実・強化させる余地があ
ると言え、中・長期的な視点のもとに、広報体制を強化していくことが課題である。

Ａ

　情報発信力の強化、理解増進活動については、国民・社会への還元という点からも、年々充実させる必要があ
り、情報発信力の強化とともに、その体制の強化が不可欠である。
　学術システム研究センターでの調査・研究の成果の普及については、ホームページを活用して広く一般に公開
している。引き続き、調査研究を進めることにより、その普及・活用に努めることが必要である。
　情報発信力強化のための体制強化については、喫緊に解決することは難しいが、年度計画に定められた情報発
信、成果普及活動は十分に実施できており、中期目標・計画を達成できるものと分析している。

　パンフレット、ニューズレター、メールマガジン等の配布や配信は振興会の活動の内容や調
査研究の成果を広く内外の研究者、関係機関に理解して貰うために役立っていると思われる。
その一方で学術振興活動の持続性を保つには、より広く国民一般の学術への理解増進やサイエ
ンス教育の振興にも資するように努めることが大切である。特に、社会一般的にサイエンス離
れの傾向が顕著である中、国民の理解増進のためにどのようにサポートしていくべきか検討す
べきである。
　学術システム研究センターの調査・研究の成果の公開について、部分的にせよ公開を試みた
ことは評価できるが、公開できる部分を拡大することや発表の方法を工夫することが望まれ
る。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-9-(1)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ
振興会事業への理解増進及び情
報発信の強化

　パンフレット等各種印刷物は振興会全体を説明するものや各
事業を紹介するものなど、用途に合わせて様々な種類のものを
作成し、振興会事業の利用者や研究機関宛てに送付したことに
加えて、文科省主催の広報に関する会議への参加や説明会の実
施等の際に配布し、情報発信を行った。
　振興会ホームページでは事業の紹介や、学術情報等のお知ら
せを掲載し、最新の情報を迅速に提供するとともに、より解り
やすい掲載方法の検討を行った。
　また、毎月メールマガジンを発信し、公募予定や会議開催な
どについて、振興会事業の最新の情報提供を積極的に実施する
とともに、読者の獲得も積極的に行った結果、年度当初8,969
名だった登録者数が年度末には12,338人となった。

（１）広報と情報発信の強化

　国民及び研究者等に向けた広報の在り方、実施方法についての協議を行い、その検討結果を踏まえた適切な広
報に努める。
　また、各事業の実施状況等、学術研究に関わる情報について、以下の方法により公開し、普及に努める。
①ホームページへの掲載
　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。
②パンフレット等の配布
　振興会の事業内容について分かり易く編集された和文・英文のパンフレットを作成し、学術機関、行政機関、
海外の諸機関に対して送付するほか、必要に応じて事業毎にパンフレットを作成・配布する。
③メールマガジンの発信
　インターネットを活用したメルマガ方式により、公募案内や行事予定等の情報提供を行う。
④英文ニューズレター
　英文ニューズレターを年4回（各回17,000部）発行し、振興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する。

  事業の実施状況や学術研究に関わる情報について、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
容を紹介するパンフレット、ニューズレターやポスターを作成し、内外の研究者及び研究機関への送付や会議の
場での配布により、広く情報発信を行った。また、毎月メールマガジン”JSPS Monthly”を発信し、公募情報や
各種事業、行事予定の紹介等、事業内容の周知に努め、情報発信の強化を行った。
　そのほか、内閣府が主催する「科学・技術フェスタ in 京都（平成22年度産学官連携推進会議）」（平成22年
6月5日：京都）に主催機関として参画し、振興会事業についての広報活動を行なったほか、平成23年12月に開催
予定の「科学・技術フェスタ in 京都2011」の企画調整会議に出席し、本イベントの企画に立ち上げから参画す
るなど開催準備に着手した。
　広報活動を通じて、研究者や国民から広く理解が得られるよう、様々な手段により広報活動を実施し、振興会
の組織や事業の情報の周知を図り、普及に努めた。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-9-(1)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）評価資料

見直し状況

　ホームページを活用しながら、各種事業の紹介や迅速な公募の告知、パンフレット等配付資
料の充実化を図り、研究者や一般への事業の周知を推進した。また、ホームページの充実につ
いては、和文、英文共再構築の検討を行い、研究者や研究機関担当者及び一般の方々にも分か
り易く、魅力的になるようホームページ再構築の作業に着手した。

　メールマガジンについては、英文化の準備に着手した。

日本学術振興会パンフレット（和文・英文）、「JSPS Quarterly(No.32,33,34,35)」

和文・英文パンフレット作成お
よび各17,000部のニューズレ
ター作成

　パンフレットについては、和文10,000部、英文8,000部を作
成し、説明会や会議等で配布したほか、大学等研究機関に送付
した。
　英文ニューズレターについては、「JSPS Quarterly」を平成
22年6月、9月、12月及び平成23年3月に17,000部発行し、振興
会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。

答申・提言等
による

指摘事頄

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
（ニ）ホームページ等の充実を図り、法人の事業内容や研究成果について、研究者だけでなく
一般国民にも分かりやすいような魅力ある広報活動を行う必要がある。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　広報」
　一般国民や研究者を目指す若者に対する研究成果の発信や事業の理解増進については、わか
りやすく魅力あるという観点から更なる努力が必要である。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　調査・研
究の実施」
　今後、各事業より得られた成果について、社会への発信に努力し、学術振興に対する研究者
の意識向上を図ることも重要である。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　学術情報
の広報・周知」
　情報の収集・発信は非常に重要であり、今後、他大学、関係機関とより一層の連携をはかり
つつ、振興会が学術情報発信拠点として中核的な役割を果たしていくことが望まれる。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　中期目標期間に係る業務の実績に関する評価（全
体）」
（ホ）広報活動については、法人の活動状況や調査・研究の成果について、研究者さらには国
民への理解増進の観点から、一層の努力が必要である。

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
②（ニ）新たにメールマガジンを配信したことや、ホームページの充実を図るなど、振興会の
事業内容の周知に努めたことは評価できるが、引き続き、研究者や国民から広く理解が得られ
るよう、広報活動を一層推進することが課題。（頄目別－P13参照）

「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（全体）」
③（ニ）振興会が有する様々な媒体を活用し、魅力ある広報活動を行うとともに、メールマガ
ジンの英文化の取組を進めるべき。また、科学研究費補助金の研究成果をわかりやすく説明す
るなど、事業の成果等を広く国民に伝えるための更なる努力が必要である。（頄目別－P13参
照）

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　今後、振興会が有する様々な媒体を活用して、メールマガジンの発信先の増大やその英文
化、広報体制の強化等が図られることを期待する。

「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」
　今後、メールマガジンの配信先の更なる増大やその英文化、広報体制の強化が図られること
を期待する。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-9-(2)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況

（２）成果の普及・活用

　学術システム研究センターの調査・研究の成果については、事業の企画・立案に反映させるとともに、必要に
応じ報告書等にとりまとめホームページ等において公表する。

　学術システム研究センターにおいて学術振興方策及び学術研究動向に関する調査・研究を実施することによ
り、科研費及び特別研究員などの諸事業における審査委員等の候補者案の作成及び審査結果の検証、日本学術振
興会賞及び日本学術振興会 育志賞の予備的審査、そして振興会の事業全般に対して提案・助言等を行ってい
る。
　平成22年度に、調査研究成果を活用した例としては平成21年度の委託研究契約に基づく学術研究動向調査等研
究について、年度終了後に各研究員から『調査研究実績報告書』の提出を受けて、平成22年度当初にそれらを取
りまとめ、審査システム、評定基準・評価方法などの業務の改善等に役立てたことがあげられる。なお、報告書
の内容には未発表の研究情報や個人情報が含まれていることもあり、公開に対しては個別に慎重な検討が必要で
ある。そのため、平成22年度は試験的に一部を公開したが、平成22年度の委託研究契約分の報告書からは、可能
な限り公開できるように措置した。
　また、海外での調査にあたっては、必要に応じ海外研究連絡センターと連携して実施した。海外研究連絡セン
ターは、研究員のために情報の提供、訪問のアレンジ・随行など、海外の現地拠点として種々の協力や便宜の供
与を行った。さらに、海外研究連絡センターが取りまとめた海外の学術動向等については、本部や各海外研究連
絡センターのホームページなどに掲載され、広く公表された。

評価の観点 達成度

調査研究成果の公表

　学術研究動向調査等研究を行う研究員氏名と所属先は、名簿
としてホームページに公表している。また、『調査研究実績報
告書』の内容には未発表の研究情報や個人情報が含まれている
こともあり、公開に対しては個別に慎重な検討が必要である。
そのため、平成22年度は試験的に一部を公開したが、平成22年
度の委託研究契約分の報告書からは、可能な限り公開できるよ
うに措置した。

該当なし

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第1-9-(2)）

（5）評価資料

学術システム研究センター研究員名簿（平成22年5月1日現在）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-10）

掲載箇所 中期計画 １３頁 年度計画 １４頁 事業報告書 １２１頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

　国際生物学賞にかかる事務では、第26回国際生物学賞審査委員会を平成22年6月4日（第3回会議）及び7月8日（第4回
会議）に開催した後、平成22年10月7日の第52回国際生物学賞委員会において平成22年度の第26回国際生物学賞は、
イェール大学　生態・進化生物学部門　教授　ナンシー・アン・モラーン博士を第26回国際生物学賞受賞者に決定し、平成
22年12月6日に日本学士院にて天皇皇后両陛下の行幸啓を仰ぎ、第26回国際生物学賞授賞式を挙行した。
　また、国際生物学賞基金の募集趣意書を作成し、理事長及び理事により、積極的に企業や公益財団法人を訪問するな
ど募金活動を実施し、寄付金の拡大に務めた。その結果、3,780千円（14件）の寄付を集めた。
   学術関係国際会議開催にかかる募金事務では、振興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。また振興会のPRにもつながっている。
　寄付金事業の形態は、学術会合の開催、研究助成、国際交流等多様であるが、それぞれ寄付者の意向に沿った事業が
適切に実施されている。

事業・業務の名称：第一　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
　　　　　　　　　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年度着実に実施する。

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究者を顕彰する国際生物学賞にかかる
事務を担当する。

②　野口英世博士記念アフリカの医学研究・医療活動分野における卓越した業績に対する賞（野口英世アフリカ賞）に係
る医学研究分野の審査業務を担当する。

③　学術関係国際会議の開催のため、免税措置を受けられない主催者に代わり、特定公益増進法人としての募金の事務
を行う。

④　寄付金を受入れ、寄付者の意向に基づき特定分野の助成を行う個別寄付金事業、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。

　国際生物学賞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。
　学術の国際会議開催にかかる募金事務は、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、振興会事業の目的にかなっている上、振興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、寄付金にある程度
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。
　個別寄付金及び学術振興特別基金については、特定公益増進法人に対する寄付金として、寄付者が個人の場合は、
「寄付金控除」の適用を受けることにより、また、法人の場合、「寄付金損金算入」の特例が適用されることにより免税措置
が取られる。このことにより、寄付者において財政面でのメリットがある。また、振興会の寄付金事業は、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。

１０　前各号に附帯する業務
（１）国際生物学賞にかかる事務（p.160）
（２）学術関係国際会議開催にかかる募金事務（p.162）
（３）個別寄付金及び学術振興特別基金の事業（p.164）
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自己点検・外部評価全体シート（第1-10）

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：法人共通、その他の事業（前各号に附帯する業務）】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

50,892 51,549 54,995
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ａ Ａ

8．中期計画の進捗状況

10．外部評価

評定

　国際生物学賞は、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、授賞式には天皇皇后両陛下のご臨席をいただいた。このような活動
を通じ、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。また、募金
活動や基金の運用の工夫により、自己収入の増を図った。
　寄付金事業の形態は、学術会合の開催、研究助成、国際交流等多様であるが、それぞれ寄付
者の意向に沿った事業が適切に実施されている。また、基金の取り崩しが行われている事業に
ついては、引き続き寄付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。今後は積
極的に広報を行い、事業について広く周知し、寄付の増額を目指して事業の活性化を図ること
が課題である。

Ａ

　平成22年度の第26回国際生物学賞は、イェール大学　生態・進化生物学部門　教授　ナンシー・アン・モラー
ン博士を第26回国際生物学賞受賞者に決定し、平成22年12月6日に日本学士院にて天皇皇后両陛下の行幸啓を仰
ぎ、第26回国際生物学賞授賞式を挙行した。
　また、国際生物学賞基金の募集趣意書を作成し、理事長及び理事により、積極的に企業や公益財団法人を訪問
するなど募金活動を実施し、寄付金の拡大に務めた。その結果、3,780千円（14件）の寄付を集めた。
　各寄付金事業については、個人や企業からの広く寄付金を受け入れ、特定公益増進法人としての募金事務を実
施したほか、特定分野の助成を行う個別寄付金事業を実施した。

　第２６回国際生物学賞については、国際生物学賞委員会による受賞者の選考、および、天皇
皇后両陛下のご臨席のもとに日本学士院で挙行された授賞式において、振興会はその事務機能
を着実に果たすとともに、同賞基金のための募金活動も行った。
　学術関係国際会議開催にかかわる募金事務や個別寄付金及び学術振興特別基金の事業につい
ては適切に実施されたが、昨今の経済状況は寄付集めを難しくしている。このような状況下に
あっても、基金の取り崩しが行われている事業については、積極的に広報や理解増進の活動を
行い、事業の活性化を図ることが望まれる。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-10-(1)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（１）国際生物学賞にかかる事務

　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２６回顕彰にかかる事務を行うとともに、第２７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。

　国際生物学賞は、昭和天皇の御在位60年と長年にわたる生物学の御研究を記念するとともに生物学の奨励を図
るため昭和60年に創設された。
　事業の運営にあたる組織として国際生物学賞委員会が設けられ、また、事務を担当する振興会に経済団体及び
学術団体等からの寄付による国際生物学賞基金が設置されており、昭和60年11月に第1回授賞式が行われて以
来、毎年、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が受
賞しており、今や生物学における世界で最も権威ある賞としての評価を得ている。
平成22年度の第26回国際生物学賞は、イェール大学　生態・進化生物学部門　教授　ナンシー・アン・モラーン
博士が受賞し、授賞式は、平成22年12月6日に日本学士院で、天皇皇后両陛下の行幸啓を仰ぎ、盛会のうちにと
り行われた。
　授賞式では、モラーン博士に、賞状と賞金1,000万円及び賞牌が授与され、天皇陛下からの賜品が伝達され
た。
また、国際生物学賞基金の募集趣意書を作成し、理事長及び理事により、積極的に企業や公益財団法人を訪問す
るなど募金活動を実施し、寄付金の拡大に務めた。その結果、3,780千円（14件）の寄付を集めた。基金の管
理・運用については、銀行預金のほか、利付国債（2億円）により適切に運用している。
　第27回国際生物学賞の審議については平成23年1月17日に基本方針が決定され、同日、第１回の審査委員会が
開催され、審議が開始された。なお、授賞式は、平成23年11月末頃に実施する予定である。

評価の観点 達成度

Ａ

権威ある賞としての認知度向上
に向けた対応

　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、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。

公正な審査の実施

　審査委員会は20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
授賞理由を明記している。
　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。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-10-(1)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）評価資料

国際生物学賞委員会（第52回会議）議事次第
国際生物学賞委員会（第53回会議）議事次第
第26回国際生物学賞審査委員会（第３回会議）議事次第
第26回国際生物学賞審査委員会（第４回会議）議事次第
第27回国際生物学賞審査委員会（第１回会議）議事次第
第27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26回国際生物学賞授賞式について（お知らせ）」

１）「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成19年度に係る業務の実績に関する評価　国際
生物学賞にかかる事務」
　本事業を社会に対して積極的にアピールし、社会的認知度を上げていくことも重要である。

２）理事長及び理事により、積極的に企業や公益財団法人を訪問するなど募金活動を実施し、
寄付金の拡大に務めた。その結果、3,780千円（14件）の寄付を集めた。

２）「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」
　学術関係国際会議開催にかかる募金事務や、個別寄付金及び学術振興特別基金の事業につい
ては、適切に実施されている。しかしながら、寄付金額や取り扱い件数は多いとは言いがた
い。昨今の経済情勢のために寄付を集めることが難しい社会的な背景はあるが、今後、広報活
動を強めるなどして、寄付の増額を目指して事業の活性化を図ることを期待する。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅲ－５　自己収入の拡大
○また、協賛、寄附等が見込める事業については、その拡大に努めることにより、国費の削減
を図る。
○出版物の版権、研究開発成果等に係る特許等による知的財産の活用等を通じて自己収入の拡
大を図る。

「独立行政法人等が行う事業の横断的見直しについて」２．事業実施の主体・手法等に関する
見直し
（４）自己収入の拡大
　国民生活への負担が生じない範囲において、事業の受益者に対して適正な負担を求めること
により国費の縮減を図る、民間からの寄付・協賛等を拡大する、などの措置を講じる。

答申・提言等
による
指摘事頄

１）受賞者決定時及び授賞式には、報道発表を行っている。授賞式は報道陣の取材を許可して
おり、本年度においても多数の報道陣が取材に来たところである。

見直し状況
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自己点検・外部評価個別シート（第1-10-(2)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

円滑な国際会議の実施

　振興会を通じて募金を行うことで、税制上の優遇措置をうけ
ることができ、主催者が募金活動を行いやすくなる。また振興
会のＰＲにもつながっている。
　この取組を通じて、寄付の円滑な受入が図られ、我が国にお
ける国際会議開催による学術の進展、及び国際交流の促進に寄
与している。

（２）学術関係国際会議開催にかかる募金事務

　学術関係国際会議の開催のため、指定寄付金による募金、並びに特定公益増進法人としての募金の事務を行
う。

　振興会が特定公益増進法人として募金事務を行い、下記の国際会議の円滑な開催に寄与した。
　平成22年度において振興会が学術関係国際会議開催のために募金事務を受託した件数は国際微生物学連合2011
会議の1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２５回国際糖質シンポジウム」（平成22年8月1日～6日
開催）の1件である。

評価の観点 達成度

募金事務の実施

　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。受託基準や手続きについて
は、様式の見本を載せた事務手引きを用意し、申請の問い合わ
せを受けた際に配布しており、円滑に手続きができるよう便宜
を図っている。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第1-10-(2)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

学術関係国際会議開催のための寄付金―募金を計画される研究者の方々へ―

「整理合理化計画　Ⅲ－２－(2)　国から独立行政法人への財政支出」
　国から独立行政法人への財政支出は、3.5兆円（平成19年度当初予算ベース）であるが、事
務・事業の見直し、随意契約の見直し等による費用削減を図ることはもとより、寄付金募集の
拡大に向けた取組の強化など、自己収入の増大に向けた取組を推進することを通じて、中期的
には国への財政依存度を下げることを目指す。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　各寄付金事業活動は学術振興への賛同者の輪を広げる上でも重要な取り組みである。また、
特定公益増進法人への寄付のメリットについても、企業、個人に対して広く周知されることが
望まれる。

「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」
　学術関係国際会議開催にかかる募金事務や、個別寄付金及び学術振興特別基金の事業につい
ては、適切に実施されている。しかしながら、寄付金額や取り扱い件数は多いとは言いがた
い。昨今の経済情勢のために寄付を集めることが難しい社会的な背景はあるが、今後、広報活
動を強めるなどして、寄付の増額を目指して事業の活性化を図ることを期待する。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅲ－５　自己収入の拡大
○また、協賛、寄附等が見込める事業については、その拡大に努めることにより、国費の削減
を図る。

「独立行政法人等が行う事業の横断的見直しについて」２．事業実施の主体・手法等に関する
見直し
（４）自己収入の拡大
　国民生活への負担が生じない範囲において、事業の受益者に対して適正な負担を求めること
により国費の縮減を図る、民間からの寄付・協賛等を拡大する、などの措置を講じる。

　ホームページのトップページから寄付金事業の案内のページにアクセスできる等により周知
を図っている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-10-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（３）個別寄付金及び学術振興特別基金の事業

　寄付金を受入れ、寄付者の意向に基づき特定分野の助成を行う個別寄付金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。

　民間企業、団体、個人等から広く寄付金を受け入れて、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、寄付者の意向に基づき、以下の事業を実施した。
・日中医学交流事業（大日本住友製薬株式会社及び第一三共株式会社からの支援による）
・藤田記念医学研究振興基金研究助成事業
　
　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：
　光エレクトロニクス第130委員会｢創立50周年記念出版｣
  将来加工技術第136委員会「研究成果」
  情報科学用有機材料第142委員会｢有機半導体デバイス-基礎から最先端材料・デバイスまで-｣
  結晶加工と評価技術第145委員会｢第6回シリコン材料の科学と技術フォーラム　プロシーディングス｣
  未踏・ナノデバイステクノロジー第151委員会｢基礎からわかるナノデバイス｣
  分子ナノテクノロジー第174委員会「平成22年度産学協力国際シンポジウム「分子ナノテクノロジーの展開」
　研究成果」

評価の観点 達成度

適切な寄付金事業の実施

　支援対象の設定、審査及び評価は、個々の寄付者の意向に基
づき行われている。また、当該寄付事業の趣旨や目的は、趣意
書、募集要頄等に明記されており、寄付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。
　審査・評価を行う委員会名等については公表されている。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-10-(3)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）評価資料

個別寄付金事業概要一覧、藤田記念医学研究振興基金規程、運営委員会委員名簿、募集要頄、平成21年度採択課
題一覧、日中医学交流事業実施要頄、日中医学交流事業委員一覧、平成22年度分募集要頄、平成22年度実施課題
一覧

１）
「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
　各寄付金事業活動は学術振興への賛同者の輪を広げる上でも重要な取り組みである。また、
特定公益増進法人への寄付のメリットについても、企業、個人に対して広く周知されることが
望まれる。
　国から独立行政法人への財政支出は、3.5兆円（平成19年度当初予算ベース）であるが、事
務・事業の見直し、随意契約の見直し等による費用削減を図ることはもとより、寄付金募集の
拡大に向けた取組の強化など、自己収入の増大に向けた取組を推進することを通じて、中期的
には国への財政依存度を下げることを目指す。

「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」
　学術関係国際会議開催にかかる募金事務や、個別寄付金及び学術振興特別基金の事業につい
ては、適切に実施されている。しかしながら、寄付金額や取り扱い件数は多いとは言いがた
い。昨今の経済情勢のために寄付を集めることが難しい社会的な背景はあるが、今後、広報活
動を強めるなどして、寄付の増額を目指して事業の活性化を図ることを期待する。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅲ－５　自己収入の拡大
○また、協賛、寄附等が見込める事業については、その拡大に努めることにより、国費の削減
を図る。
○出版物の版権、研究開発成果等に係る特許等による知的財産の活用等を通じて自己収入の拡
大を図る。

「独立行政法人等が行う事業の横断的見直しについて」２．事業実施の主体・手法等に関する
見直し
（４）自己収入の拡大
　国民生活への負担が生じない範囲において、事業の受益者に対して適正な負担を求めること
により国費の縮減を図る、民間からの寄付・協賛等を拡大する、などの措置を講じる。

２）寄付金増を目指した取り組みに関しては、振興会が主催する行事において、寄付金をお願
いする活動を理事長及び理事が率先して行っているのはもちろんであるが、振興会外の者が主
催する行事に理事長、理事が出席した場合にも、振興会の事業の重要性を、なるべく多くの方
に説明し、寄付金をお願いする取り組みを行っている。
　また、日本経済団体連合会や日本工業倶楽部等、産業界を代表する組織にも振興会の事業を
説明に訪問し、寄付金のお願いを積極的に行っているところである。

２）「平成21年度監事監査結果報告書」Ⅲ　今後、改善又は検討を希望する事頄
４　その他
　振興会には、特定公益増進法人としての寄付金受入制度があり、これまでも種々寄付金を受
け入れてきたが、今後、振興会の活動の更なる発展をはかるうえからも、寄付金増を目指した
取り組みが望まれる。

答申・提言等
による
指摘事頄

１）寄付金額の増加を目指し、ホームページのトップページから寄付金事業の案内のページに
アクセスできる等により周知を図っている。

見直し状況
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自己点検・外部評価全体シート（第1-11）

掲載箇所 中期計画 １４頁 年度計画 １４頁 事業報告書 １２２頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

(1)先端研究助成業務
　平成21年度補正予算(第１号)により交付された補助金により設けられた先端研究助成基金を、前年度に引き続
き特別の勘定により区分経理するとともに、安全性、流動性及び収益性に配慮した運用を行った。また、我が国
の先端的な研究の総合的かつ計画的な振興のために必要な助成として、先端研究助成基金を財源に「最先端研究
開発支援プログラム」と「最先端・次世代研究開発支援プログラム」に係る業務を行った。

事業・業務の名称：第一　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
　　　　　　　　　１１　平成２１年度補正予算（第１号）等に係る業務

１１　平成２１年度補正予算（第１号）等に係る業務
（１）先端研究助成業務
　将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究を集中的に推進するため、平成２１年度補正予算
（第１号）により交付される補助金により、先端研究助成基金を設け、我が国の先端的な研究の総合的かつ計画的な振興
のために必要な助成を行う。
  その際、研究資金の多年度にわたる柔軟な使用を可能とするなど、研究計画等の進捗状況に即応して、機動的・弾力的
な経費の支出を行う。

（２）研究者海外派遣業務
　将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる有為な研究者の海外への派遣を集中的に推進するため、平成２１
年度補正予算（第１号）により交付される補助金により、研究者海外派遣基金を設け、我が国の大学等研究機関の国際化
を図るとともに、我が国の競争力強化の源となる人材の育成を行うため、若手研究者を海外に派遣する。
①　優秀若手研究者海外派遣事業
　我が国の大学等研究機関に所属する助教等常勤研究者及び日本学術振興会特別研究員を対象として、海外の優れた
大学等研究機関において研究を行い、海外の研究者と切磋琢磨する機会を提供するため、滞在費等を支援する。
②　組織的な若手研究者等海外派遣プログラム
　海外の学術研究機関と協力関係を有する我が国の大学等研究機関が、将来研究者を志す大学生の研さん、大学院生
等若手研究者の研究活動のための海外派遣を計画し、組織的に派遣することを支援する。

（３）先端学術研究人材養成事業
　我が国が世界をリードし得る先端的研究拠点に、海外の著名研究者及び若手研究者を組織的に招へいする取組を支援
するため、平成２１年度補正予算（第１号）により追加的に措置された交付金により、先端学術研究人材養成事業を実施
する。本交付金については、「経済危機対策」（平成21年4月10日）の「底力発揮・21世紀型インフラ整備」のために措置さ
れたことを認識し、海外の研究者の招へいを通じた我が国の経済成長の鍵を握る人材力を強化するために活用する。

（４）先端研究助成基金による研究の加速・強化
　上記（１）の先端的な研究を一層加速・強化するために必要な助成を行う。

（５）若手・女性等研究者への支援の強化
　若手・女性等研究者が活躍しうる研究基盤・研究環境を充実・強化するために必要な助成を行うとともに、海外の大学等
研究機関との共同研究等を推進し、若手研究者等の海外派遣を促進するための機会を提供する。

　(1)先端研究助成業務及び（2）研究者海外派遣業務は、独立行政法人日本学術振興会法の改正(平成二十一年法律第
六十号)に基づいて振興会に国からの補助金が交付され、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な
研究及び有為な研究者の海外への派遣を集中的に推進するための基金が設置されたことに伴い実施する事業である。
いずれも国の要請に基づいて行う事業であり、高い意義と必要性を持つものである。
　また、(3)先端学術研究人材養成事業については、海外の第一線で活躍する著名研究者と優れた若手研究者を我が国
の先端的研究拠点に集中的に招へいすることにより、当該研究機関の研究開発能力を強化し、国際競争力のある研究人
材を養成することに、高い意義があると言える。
　(4)先端研究助成基金による研究の加速・強化及び(5)若手・女性等研究者への支援の強化は、国から交付された最先
端研究開発戦略的強化費補助金を活用して実施するものである。(1)及び(2)と同様、国の要請に基づいて行う事業であ
り、いずれも必要性が高い。

１１　平成２１年度補正予算（第１号）に係る業務
（１）先端研究助成業務（p.170）
（２）研究者海外派遣業務（p.174）
（３）先端研究助成基金による研究の加速・強化（p.176）
（４）若手・女性等研究者への支援の強化（p.178）
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5．決算額（支出額）
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

18,678,664 57,455,433
 （単位：千円）

6．自己点検評価
評定

①最先端研究開発支援プログラム
　前年度に総合科学技術会議が採択を決定し、振興会が助成金の交付決定を行った30件の研究課題に対し、補助
事業者からの交付請求に基づいて速やかに助成金を交付した。半年毎の定期的な交付請求に加えて、研究の進捗
に応じて補助事業者が助成金の追加交付請求を行った場合にも、補助事業者が希望する期日までに助成金の交付
を完了させ、研究の円滑な推進に貢献した。
②最先端・次世代研究開発支援プログラム
　総合科学技術会議及び文部科学大臣による方針に基づき公募後、当初の予定どおり平成22年10月に審査を終え
た。取扱要領等を整備したうえで、総合科学技術会議が採択決定した平成23年2月10日の同日に助成金の交付内
定を行い、速やかな研究開始を可能にした。助成金の交付は平成22年度中に完了した。

(2)研究者海外派遣業務
　平成21年度補正予算(第1号)により交付された補助金により設けられた研究者海外派遣基金により、我が国の
大学等研究機関の国際化を図るとともに、我が国の競争力強化の源となる人材の育成を行うため、若手研究者を
海外に派遣した。
①優秀若手研究者海外派遣事業
　平成21年度に本会特別研究員等審査会における選考結果に基づき採択され、平成21年度中に渡航した大学等研
究機関に所属する常勤研究者及び本会特別研究員に加えて、平成22年度に新たに渡航した本会特別研究員120人
に対して、各自の渡航計画に基づき滞在費等を適正に交付した。
②組織的な若手研究者等海外派遣プログラム
　平成21年度に本会国際事業委員会において採択された96件の助成事業を行う大学等研究機関に対して、若手研
究者の海外派遣のための滞在費等を支援した。

(3)先端研究助成基金による研究の加速・強化
　最先端研究開発戦略的強化費補助金の一部を活用して、「最先端研究開発支援プログラム加速・強化事業」と
「最先端研究開発支援プログラム公開活動」の二事業を実施した。
①最先端研究開発支援プログラム加速・強化事業
　最先端研究開発支援プログラムに採択された研究課題のうち26件の課題に対して、研究を加速・強化するため
に必要な研究開発経費を交付した。総合科学技術会議における採択課題の決定後、文部科学省からの通知を受
け、同日付で交付内定を行い、速やかな補助事業着手を可能とした。
②最先端研究開発支援プログラム公開活動
　最先端研究開発支援プログラム全般及び同プログラムの中心研究者が実施する研究内容を広く公開することを
目的とした17件のシンポジウム等に対して必要な経費を交付した。総合科学技術会議における採択事業の決定
後、文部科学省からの通知を受け、同日付で交付内定を行い、速やかな補助事業着手を可能とした。

(4)若手・女性等研究者への支援の強化
　最先端研究開発戦略的強化費補助金の一部を活用して、若手・女性等研究者への支援の強化のため、「最先端
研究基盤事業」と「頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム」の二事業を実施した。
①最先端研究基盤事業
　最先端研究基盤事業は、グリーン・イノベーション及びライフ・イノベーションを中心に、基礎研究から出口
を見据えた研究開発を行う最先端の研究設備の整備・運用に必要な支援を行うことにより、我が国の研究開発力
の強化を図ることを目的とする事業である。平成22年度は、文部科学省において選定した事業を行う34件の大学
等研究機関に対し、事業に必要な経費を交付した。
②頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム
  頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラムは、若手研究者が世界水準の研究に触れ、世界の様々な
課題に挑戦するための機会を拡大するとともに、海外の大学等研究機関との研究ネットワークを強化するため、
国際共同研究に携わる若手研究者の海外派遣を支援し、国際的な頭脳循環の活性化を通じた我が国の学術の振興
を図ることを目的とする事業である。平成22年度は、振興会会国際事業委員会において書面審査、面接審査を行
い、申請のあった212件の中から68件の事業の採択を決定し、事業を行う大学等研究機関に対し、滞在費等を交
付した。

(1)先端研究助成業務
①最先端研究開発支援プログラム
　先端研究助成基金を財源とする本プログラムの助成金は、年度途中における助成金の追加交
付請求が可能であることなど、研究の進捗に応じた柔軟な使用が可能であることを最大の特徴
としている。平成２２年度においては、補助事業者から追加的な交付請求が行われた例が2件
あったが、いずれの場合においても補助事業者が希望する期日までに速やかに助成金の交付を
完了した。これにより、中期計画に記載された「研究計画等の進捗状況に即応して、機動的・
弾力的な経費の支出を行う」ことを実践することができた。
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7．自己点検評価結果の推移
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

S S

8．中期計画の進捗状況

(1)先端研究助成業務
①最先端研究開発支援プログラム
　取扱要領等関係規程の定めに基づき、平成21年度に交付した助成金は平成22年度においても振興会に返還する
ことなく継続して使用可能としており、補助事業者から助成金の追加交付請求があった場合にも迅速かつ適正に
交付を行っている。これにより、中期計画に定められた業務を適切に実施している。

②最先端・次世代研究開発支援プログラム
　総合科学技術会議及び文部科学大臣の定める方針に基づき公募を行い、当初の予定どおり平成22年10月に審査
を終え、研究資金の柔軟な使用が可能となるように助成金の交付条件等を定めたうえで、同会議が決定した研究
課題に対して助成金の交付内定及び交付決定並びに交付を迅速に行う等により、中期計画に定められた業務を適
切に実施している。

(4)若手・女性等研究者への支援の強化
①最先端研究基盤事業
　文部科学省において選定した最先端研究基盤事業を行う34件の大学等研究機関に対し、事業
に必要な経費を交付し、若手・女性等研究者が活躍し得る研究基盤・研究環境の充実・強化に
貢献した。
②頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム
  振興会国際事業委員会において書面審査、面接審査を行い、申請のあった212件の中から68件
の事業の採択を決定し、事業を行う大学等研究機関に対し、滞在費等を交付し、若手研究者等
の海外派遣を促進するための機会の提供に貢献した。

　また、補助事業者から提出された前年度の補助事業に関する実施状況報告書の内容を踏まえ、補助
事業者を代表する機関である研究支援担当機関（全16機関）に対して現地調査を行い、取扱要領等関
係規程に沿った適正な助成金の執行が行われているかを確認した。適正でない執行が発見された場合
には、取扱要領の定めに基づき助成金の返還を求めた。これにより、平成21年度事業に係る外部評価
における「今後、被補助事業者から提出される報告書や、現地調査を通じて助成金が適正に執行されて
いることを確認するなどのフォローアップにも的確に対応してほしい」とのコメントにも十分な対応ができ
たと考えている。
②最先端・次世代研究開発支援プログラム
　総合科学技術会議及び文部科学大臣の定める方針に基づき公募を行い、審査要領等を定め、有識者
で構成する審査体制により当初の予定どおり平成22年10月に審査を終え、総合科学技術会議次世代プ
ログラム運営会議に対して審査結果を報告した。同運営会議による検討を経て、平成23年2月10日に総
合科学技術会議が採択を決定した329件の研究課題（補助事業者）に対して、同日、先端研究助成基金
からの助成金の交付内定を行うことで、速やかな研究開始を可能にした。また、補助事業者からの交付
請求を同月28日に締め切り、10日後の3月10日に交付決定を行った後、同月18日に助成金を交付する
ことで、平成22年度中に交付業務を完了することができた。
　基金を財源とする助成金の特性を活かすとともに、適正な執行を図るため、助成金の取扱要領や交付
条件、各研究機関が行うべき事務等を詳細に定めただけでなく、補助事業者及びその所属研究機関事
務担当者向けの説明会を通じて周知徹底を図った。

(2)研究者海外派遣業務
①優秀若手研究者海外派遣事業
　平成21年度に振興会特別研究員等審査会における選考結果に基づき採択され、平成21年度中に渡
航した大学等研究機関に所属する常勤研究者及び本会特別研究員に加えて、平成22年度に新たに渡
航した振興会特別研究員120人に対して、各自の渡航計画に基づき滞在費等を適正に交付し、若手研
究者の育成に貢献した。
②組織的な若手研究者等海外派遣プログラム
  平成21年度に振興会国際事業委員会において採択された96件の助成事業を行う大学等研究機関に
対して、若手研究者の海外派遣のための滞在費等を支援し、大学等研究機関の国際化や若手研究者
の育成に貢献した。

(3)先端研究助成基金による研究の加速・強化
  最先端研究開発支援プログラムが平成25年度までの時限的なプログラムであることから、その加速・
強化のための措置には迅速性が求められる。「最先端研究開発支援プログラム加速・強化事業」と「最
先端研究開発支援プログラム公開活動」のいずれにおいても、振興会は文部科学省から補助金の交付
対象課題等を通知されると同日付で交付内定を行い、補助事業開始を可能としたことで、この要請に応
えることができたと考える。

Ｓ

168
172



自己点検・外部評価全体シート（第1-11）

9．外部評価
評定

先端研究助成業務のうち「最先端研究開発支援プログラム」については、前年度に引き続き、
助成金を交付した。また研究の進捗に応じ補助事業者からの追加交付請求に対し、速やかに対
応したことは評価できる。一方、助成金の執行状況について現地調査を行い確認するととも
に、不適切な執行に関しては助成金の返還を求めるなど、適切に管理していると認められる。
「最先端・次世代研究開発支援プログラム」については、公募・審査業務を含め、助成業務を
適切に遂行した。さらに前者に対しては、「最先端研究開発支援プログラム加速・強化事業」
として、文部科学省の決定に基づき速やかに補助金を交付し、該当する研究を効果的に加速強
化することに貢献した。また、総合科学技術会議が決定した方針に基づき、プログラム全体な
らびに個々の研究内容の公開活動を支援するための「最先端研究開発支援プログラム公開活
動」として補助金を交付した。
　いずれも多年度にわたる規模の大きな助成事業であり、効果的、効率的な事業運用が望まれ
る。今後も補助事業者から提出される報告書や、現地調査を通じて助成金が適正に執行されて
いることを確認するなどのフォローアップにも的確に対応して頂きたい。さらに、世界トップ
レベルの研究成果を目指して事業推進を行うものであることから、研究の進捗度を明らかにす
る仕組みを提案し、実施すべきである。
　若手研究者を海外に派遣する事業では、優秀若手研究者海外派遣事業、組織的な若手研究者
等海外派遣プログラムや、頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラムを通して、若
手研究者の海外派遣を積極的に進めており、若手人材の育成に貢献している。ただし、事業評
価のための指標またはそれに準じる尺度、留意点を明確にすることが望まれる。また、「頭脳
循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム」については、振興会国際事業委員会におい
て審査・採択を行い、国際共同研究に携わる若手研究者の海外派遣を支援した。今回の施策は
短期集中的な取組みが要請され、それらに的確に対応したことは評価できるが、人材の育成や
国際化は本来的に中長期的な継続した取組みが必要であり、今回の施策を継続化する取組みが
望まれる。
　若手・女性等研究者への支援の強化を推進する事業のうち、「最先端研究基盤事業」につい
ても、政府のイノベーション創出推進政策に資することを目的として、最先端の研究設備の整
備・運用に必要な支援を行った。この事業については、支援事業としての評価基準を明らかに
する必要があり、今後の作業が必要ではないか。

Ｓ

(2)研究者海外派遣業務
①優秀若手研究者海外派遣事業
　平成21年度に振興会特別研究員等審査会における選考結果に基づき採択され、平成21年度中に渡航した大学等
研究機関に所属する常勤研究者及び振興会特別研究員に加えて、平成22年度に新たに渡航した振興会特別研究員
120人に対して、各自の渡航計画に基づき滞在費等を適正に交付し、若手研究者の育成に貢献しており、中期計
画に定められた業務を適切に実施している。

②組織的な若手研究者等海外派遣プログラム
　平成21年度に振興会国際事業委員会において採択された96件の助成事業を行う大学等研究機関に対して、若手
研究者の海外派遣のための滞在費等を支援し、大学等研究機関の国際化や若手研究者の育成に貢献しており、中
期計画に定められた業務を適切に実施している。

(3)先端研究助成基金による研究の加速・強化
　最先端研究開発支援プログラムに採択された研究を加速・強化するための事業を円滑に実施することにより、
中期計画に定められた業務を適切に実施している。

(4)若手・女性等研究者への支援の強化
①最先端研究基盤事業
　文部科学省において選定した最先端研究基盤事業を行う34件の大学等研究機関に対し、事業に必要な経費を交
付し、若手・女性等研究者が活躍し得る研究基盤・研究環境の充実・強化に貢献しており、中期計画に定められ
た業務を適切に実施している。

②頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム
  振興会国際事業委員会において書面審査、面接審査を行い、申請のあった212件の中から68件の事業の採択を
決定し、事業を行う大学等研究機関に対し、滞在費等を交付し、若手研究者等の海外派遣を促進するための機会
の提供に貢献しており、中期計画に定められた業務を適切に実施している。
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（1）年度計画

（2）業務実績

（１）先端研究助成業務

　先端研究助成基金の適切な管理・運用に努めるとともに、前年度に先端研究助成基金助成金を交付した補助事
業について、助成金の執行状況調査を行う。また、「最先端・次世代研究開発支援プログラム」について、プロ
グラムの公募を行い、円滑な審査を実施するとともに、補助事業者決定後には速やかに助成金を交付する。

①最先端研究開発支援プログラム
（ⅰ）助成業務
　補助事業者からの交付請求に応じ、取扱要領等関係規程を踏まえて助成金を迅速に交付する。
（ⅱ）執行管理
　補助事業者から提出される実施状況報告書の確認や、現地調査等を行い、助成金の執行状況を適切に把握・管
理することに努める。

②最先端・次世代研究開発支援プログラム
（ⅰ）公募・審査業務
　プログラムの適切な公募に努めるとともに、適切な審査方針のもと専門家による公正かつ透明性の高い審査を
実施する。
（ⅱ）助成業務
　取扱要領等関係規程を踏まえ、補助事業者に対して適切かつ迅速に助成金を交付する。

①最先端研究開発支援プログラム
（ⅰ）助成業務
　前年度に最先端研究開発支援プログラムに採択された研究課題に対して、補助事業者からの交付請求に基づき
継続して助成金を交付した。平成22年度は、半年毎の定期的な交付請求に加えて、研究の進捗に応じて補助事業
者が行う助成金の追加交付請求にも速やかに対応した。

（ⅱ）執行管理
　補助事業者から前年度の補助事業に関する実施状況報告書の提出を受け、助成金の執行状況等を把握するとと
もに、独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の七第1項に基づく平成21年度先端研究助成業務の報告書と先
端研究助成基金補助金交付要綱第5条第１項第9号に基づく先端研究助成業務の収支状況報告書を文部科学大臣に
提出した。
　また、事業の実施状況や助成金の執行状況を確認するための現地調査を行うことにより、適切な執行管理に努
めた。

②最先端・次世代研究開発支援プログラム
（ⅰ）公募・審査業務
　本プログラムの公募にあたっては、総合科学技術会議及び文部科学大臣が定める最先端・次世代研究開発支援
プログラム運用基本方針等に基づく最先端研究開発にふさわしい提案を採択する等の趣旨を踏まえた公募要領を
適切に整備した。また、公募の通知から公募締切りまでに約1月半の期間を確保するとともに、東京大学及び大
阪大学にて公募説明会を開催し、公募内容の周知を図った。
　審査においても、総合科学技術会議及び文部科学大臣が定める最先端・次世代研究開発支援プログラム運用基
本方針等に基づき、趣旨が適切に反映されるよう審査要領や審査基準、ヒアリング実施要領を整備するととも
に、振興会に「最先端・次世代研究開発支援プログラム」審査委員会を組織し、その下にグリーン・イノベー
ション部会及びライフ・イノベーション部会の2部会を設置し、それぞれの部会には理工系、生物系／生物・医
学系、人文社会系の各系別委員会を設置することで、自然科学から人文社会科学まで全ての公募課題を適正に審
査することが可能な有識者281名による審査体制を確立した。
　審査委員会委員に対しては、審査実施前に説明会を開催し、審査方針や審査手順等について周知し、より公正
性を高めたうえで書面審査及びヒアリング審査を実施した。審査結果については、各系別委員会での審査結果に
基づき、グリーン・イノベーション部会及びライフ・イノベーション部会において、それぞれ応募された全ての
研究課題に順位を付したうえで、総合科学技術会議次世代プログラム運営会議に報告した。
　なお、審査の透明性に配慮するため、審査要領や審査基準、ヒアリング実施要領については整備後速やかに、
また、助成金交付決定額や審査委員会委員名簿については研究課題決定後速やかに振興会のホームページ上に公
開した。
（参考URL）
・審査要領等　http://www.jsps.go.jp/j-jisedai/shinsa.html
・審査委員会委員名簿　http://www.jsps.go.jp/j-jisedai/shinsameibo.html
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

（ⅱ）助成業務
　総合科学技術会議次世代プログラム運営会議による振興会からの審査結果に係る報告内容の検討を経て、平成
23年2月10日に総合科学技術会議において329件の研究課題を決定した。振興会では総合科学技術会議及び文部科
学大臣が定める最先端・次世代研究開発支援プログラム運用基本方針及び「補助金等に係る予算の執行の適正化
に関する法律」等関係法令に則して助成金の取扱要領や交付条件等を整備し、同日付で助成金の交付内定を行
い、速やかな研究開始を可能にした。
　さらに、採択研究者及び所属研究機関事務担当者向けに研究遂行上の留意点や助成金の適切な執行管理につい
て周知するため、東京工業大学及び京都大学において助成金の執行等に関する説明会を開催した。
　また、採択研究者からの交付請求書の提出までに約1ヶ月を確保し、3月10日に交付決定を行い、同月18日に助
成金の送金を完了した。

効率性

①最先端研究開発支援プログラム
　助成業務と執行管理業務を効率的に行うため、補助事業者か
らの提出頻度が多い「事業実施者・補助事業者情報変更届」は
押印を不要とし、電子メールによる電子媒体のみでの提出方法
とするなど、事務手続の簡素化を行った。押印が必要な書類に
ついても事前に電子媒体での提出を求めて内容の確認を行い、
書類不備による再提出等の事務負担を最小化するように配慮し
た。
　なお、電子媒体により提出を受けた書類は必要に応じてデー
タベースに収録し、各研究課題に関する情報の管理を効率的に
行えるようにした。

②最先端・次世代研究開発支援プログラム
　応募のあった5,618件の審査を行うにあたり、最先端・次世
代研究開発支援プログラム審査委員会のグリーン・イノベー
ション部会及びライフ・イノベーション部会の下に理工系、生
物系／生物・医学系、人文社会系の各系別委員会を設置し、自
然科学から人文社会科学まで全ての公募課題を適正に審査する
ことが可能な体制を確立するとともに、281名の審査委員会委
員により、きめ細かい書面審査を実施した。また、書面審査に
より絞り込まれた対象課題のヒアリング審査については、1日
に3つの系別委員会を同時に開催し審査を行う等により、公募
締切り後から審査委員の選考、書面審査、ヒアリング審査、総
合科学技術会議への審査結果の報告まで、およそ4ヶ月間の限
られた期間で効率よく審査を実施した。
　助成金の交付にあたっては、文部科学省を通じて内閣府との
連絡を密にし、総合科学技術会議にて329件の研究者・研究課
題が決定された平成23年2月10日当日に、振興会においても研
究が速やかに開始できるよう助成金の交付内定通知を発出し
た。

有効性

①最先端研究開発支援プログラム
　平成22年度においては、半年毎の定期的な交付請求に加え
て、補助事業者から追加的な交付請求が行われた例が2件あっ
たが、いずれの場合においても補助事業者が希望する期日まで
に速やかに助成金の交付を完了した。これにより、中期計画に
おいて記載した「研究計画等の進捗状況に即応して、機動的・
弾力的な経費の支出を行う」ことを実践できた。
　また、実施状況報告書の内容を踏まえた上で、全ての研究支
援担当機関（16機関）に対する現地調査を行い、助成金の執行
に係る証憑書類等を確認し、取扱要領等関係規程に沿った執行
が行われているかを確認した。適正でない執行が発見された場
合には、取扱要領の定めに基づき助成金の返還を求め、助成金
の適正な執行が保たれるようにした。

Ｓ
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②最先端・次世代研究開発支援プログラム
　基金を財源とする助成金の特性を活かし、助成金の柔軟な使
用が可能となるよう、総合科学技術会議及び文部科学大臣が定
める最先端・次世代研究開発支援プログラム運用基本方針等
や、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」等関
係法令を踏まえ、取扱要領や交付条件等を定めた。具体的な例
としては、交付を受けた助成金は最終年度を除き返還すること
なく多年度にわたり使用可能としたことや、年度途中における
助成金の追加交付請求を可能としたこと等が挙げられる。
　また、総合科学技術会議及び文部科学大臣が定める最先端・
次世代研究開発支援プログラム運用基本方針等に基づき定めた
審査要領や審査基準、ヒアリング実施要領により、自然科学か
ら人文社会科学までの幅広い分野から、将来世界をリードする
ことが期待される潜在的可能性を持った若手等研究者によるグ
リーン・イノベーション又はライフ・イノベーションの推進に
貢献し得る提案を選定するための適切な審査方針等に基づき審
査を実施し、全応募課題に項位を付したうえで、総合科学技術
会議次世代プログラム運営会議に報告した。

公正性・透明性

①最先端研究開発支援プログラム
　前年度に引き続き、振興会ホームページにおいて本プログラ
ムに関する情報発信の充実に努め、透明性の向上を図った。具
体的には「採択課題紹介」のコーナーから研究支援担当機関が
作成した各研究課題のホームページへのリンクを設定して情報
集約性を高めると共に、twitterの利用を開始して各研究課題
の研究成果やイベント情報等を一元的かつ迅速に発信すること
を可能にした。また、補助事業者からの質問を取りまとめた
「よくあるご質問」のコーナーについても随時更新し、最新の
情報を全ての補助事業者が閲覧できるように努め、公正性の維
持と向上に努めた。
（参考URL）
・振興会ホームページ(最先端研究開発支援プログラムのコー
ナー)　http://www.jsps.go.jp/j-first/index.html
・最先端研究開発支援プログラムtwitter
http://twitter.com/FIRST_Program
  なお、Twitterで配信する最新の情報(ツイート)は、振興会
ホームページでも閲覧できるようにしている。

②最先端・次世代研究開発支援プログラム
　振興会ホームページにおいて、審査要領や審査基準、ヒアリ
ング実施要領については整備後審査開始より前に公開すること
で審査の公平性と透明性に配慮するとともに、助成金交付決定
額や審査委員会委員名簿については研究課題決定後速やかに公
開することで、業務の透明性に配慮した。また、審査にあたっ
ては、事前に審査委員会委員を対象に審査基準や手項等につい
て説明会を通じて周知することで、公正な審査に努めた。
　審査委員会委員の選考に際しては、本プログラムへの応募者
を選定対象から排除するとともに、委員が審査の過程において
応募者と利害関係にある場合には、当該審査に加わらないよう
措置を講じた。また、総合科学技術会議及び文部科学大臣が定
める最先端・次世代研究開発支援プログラム運用基本方針等に
基づき、民間の有識者を含めた審査体制を構築することとされ
たことを受け、大学関係団体等の研究者のみならず民間企業の
研究者を選考し、バランス等に配慮した。
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（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

②最先端・次世代研究開発支援プログラム
最先端・次世代研究開発支援プログラム運用基本方針（平成22年2月3日 総合科学技術会議）
最先端・次世代研究開発支援プログラム公募・選定等の方針（平成22年3月15日、平成23年1月25日改定 総合科
学技術会議次世代プログラム運営会議）
最先端・次世代研究開発支援プログラムに係る先端研究助成基金の運用基本方針（平成22年3月15日 文部科学大
臣決定）
先端研究助成基金助成金（最先端・次世代研究開発支援プログラム）取扱要領
先端研究助成基金助成金（最先端・次世代研究開発支援プログラム）における交付条件
最先端・次世代研究開発支援プログラム公募要領
最先端・次世代研究開発支援プログラム審査要領
最先端・次世代研究開発支援プログラム審査基準
最先端・次世代研究開発支援プログラムヒアリング実施要領

　補助事業者から提出された前年度の補助事業に関する実施状況報告書の内容を踏まえ、各研
究課題の補助事業者を代表する機関である研究支援担当機関（全16機関）に対して現地調査を
行い、取扱要領等関係規程に沿った適正な助成金の執行が行われているかを確認した。適正で
ない執行が発見された場合には、取扱要領の定めに基づき当該執行を行った補助事業者に対し
て助成金の返還を求めた。

①最先端研究開発支援プログラム
先端研究助成基金助成金(最先端研究開発支援プログラム)取扱要領
先端研究助成基金助成金における交付条件
平成21年度先端研究助成業務及び研究者海外派遣業務に関する報告書
平成21年度補正予算において設けられた基金の執行状況等について(平成21年度通年)

「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」
　今後、補助事業者から提出される報告書や、現地調査を通じて助成金が適正に執行されてい
ることを確認するなどのフォローアップにも的確に対応して頂きたい。

「独立行政法人日本学術振興会　平成21年度事業に係る外部評価結果」
　今回の施策は短期集中的な取組みが要請され、それらに的確に対応したことは評価できる
が、人材の育成や国際化は本来的に中長期的な継続した取組みが必要であり、今回の施策を継
続化する取組みが望まれる。
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（1）年度計画

（2）業務実績

②組織的な若手研究者等海外派遣プログラム
（ⅰ）助成業務
　平成21年度に本会国際事業委員会において採択された96件の助成事業を行う大学等研究機関に対して、若手研
究者の海外派遣のための滞在費等を支援した。

（ⅱ）執行管理
　平成21年度の助成事業に関する実施状況報告書の提出を受け、助成事業の実施状況や助成金の執行状況を把握
するとともに、独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の７第１頄に基づく研究者海外派遣業務の報告書と研
究者海外派遣基金補助金交付要綱第5条第１頄第9号に基づく研究者海外派遣業務の収支状況等の関する状況報告
書を文部科学大臣に提出した。
　また、平成21年度の助成事業に関する実施状況報告書の内容を踏まえ、必要に応じて大学等研究機関への現地
調査や担当研究者等との面談を行い、取扱要領等関係規程に沿った助成事業の実施状況や助成金の執行状況の把
握に努めた。

（２）研究者海外派遣業務

　研究者海外派遣基金助成金を交付した助成事業の執行状況を適切に把握・管理するとともに、基金の適切な管
理・運用に努める。

①　優秀若手研究者海外派遣事業
（ⅰ）助成業務
　助成事業者からの交付請求に基づき、助成金の取扱要領等関係規程を踏まえ、滞在費等を適正に交付する。
（ⅱ）執行管理
　助成事業者から提出される実施状況報告書等の確認を行い、助成金の執行状況を適切に把握・管理することに
努める。

②組織的な若手研究者等海外派遣プログラム
（ⅰ）助成業務
　助成事業者からの交付請求に基づき、助成金の取扱要領等関係規程を踏まえ、滞在費等を適正に交付する。
（ⅱ）執行管理
　助成事業者から提出される実施状況報告書等の確認を行い、助成金の執行状況を適切に把握・管理することに
努める。

  平成２１年度補正予算（第１号）により交付された補助金により設けられた研究者海外派遣基金により、研究
者海外派遣事業を実施した。また、事業の実施にあたっては、特別の勘定を設け区分経理を行うとともに、基金
管理委員会により基金の適切な管理・運用体制を構築している。
　また、助成業務を適切に行うため、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定に則り、研究者海
外派遣基金助成金の取扱要領等関係規程に基づいて「優秀若手研究者海外派遣事業」及び「組織的な若手研究者
等海外派遣プログラム」の事業により、若手研究者を海外の大学等研究機関へ派遣した。

①優秀若手研究者海外派遣事業
（ⅰ）助成業務
　平成21年度に本会特別研究員等審査会における選考結果に基づき採択され、平成21年度中に渡航した大学等研
究機関に所属する常勤研究者及び本会特別研究員に加えて、平成22年度に新たに渡航した本会特別研究員120人
に対して、各自の渡航計画に基づき滞在費等を適正に交付した。

（ⅱ）執行管理
　平成21年度の助成事業に関する実施状況報告書の提出を受け、助成事業の実施状況や助成金の執行状況を把握
するとともに、独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の７第１頄に基づく研究者海外派遣業務の報告書と研
究者海外派遣基金補助金交付要綱第5条第１頄第9号に基づく研究者海外派遣業務の収支状況等の関する状況報告
書を文部科学大臣に提出した。
　また、助成事業が終了した場合に提出される実績報告書の確認を行い、項次、額の確定を実施し、助成金の執
行状況を適切に把握・管理することに努めた。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-11-(2)）

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

研究者海外派遣基金助成金（優秀若手研究者海外派遣事業）取扱要領
優秀若手研究者海外派遣事業（常勤研究者）遵守事頄および諸手続の手引
優秀若手研究者海外派遣事業（特別研究員）遵守事頄および諸手続の手引
研究者海外派遣事業助成金（組織的な若手研究者等海外派遣プログラム）取扱要領
研究者海外派遣事業助成金（組織的な若手研究者等海外派遣プログラム）事務要領
平成21年度先端研究助成業務及び研究者海外派遣業務に関する報告書
平成21年度補正予算において設けられた基金の執行状況等について(平成21年度通年)

評価の観点 達成度

補助金の適切な管理・運用体制
の構築

　将来における我が国の経済社会の基盤となる有為な研究者の
海外への派遣を集中的に推進するため、平成21年度補正予算
（第１号）により交付された補助金により造成した研究者海外
派遣基金により実施している。特別の勘定を設け区分経理を行
うなど、基金の適切な管理・運用体制を構築している。
　本基金により研究者海外派遣業務を適切に実施するため、補
助金等に係る予算執行の適正化に関する法律の規定に則り、
「研究者海外派遣基金助成金（優秀若手研究者海外派遣事業）
取扱要領」及び「研究者海外派遣基金助成金（組織的な若手研
究者等海外派遣プログラム）取扱要領」等関係規程を整備し
た。

Ｓ

若手研究者の国際研鑽機会の提
供

①優秀若手研究者海外派遣事業については、平成21年度に振興
会特別研究員等審査会における選考結果に基づき採択され、平
成21年度中に渡航した大学等研究機関に所属する常勤研究者及
び振興会特別研究員に加えて、平成22年度に新たに渡航した振
興会特別研究員120人に対して、各自の渡航計画に基づき滞在
費等を適正に交付し、若手研究者の育成に貢献した。

②組織的な若手研究者等海外派遣プログラムについては、平成
21年度に振興会国際事業委員会において採択された96件の助成
事業を行う大学等研究機関に対して、若手研究者の海外派遣の
ための滞在費等を支援し、大学等研究機関の国際化や若手研究
者の育成に貢献した。
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自己点検・外部評価個別シート（第1-11-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

有効性

　最先端研究開発支援プログラムの加速・強化という事業の趣
旨を踏まえ、取扱要領や交付条件など、補助金の使用に関する
ルールは可能な限り最先端研究開発支援プログラムの助成金と
一致させ、補助事業者にとっての利便性に配慮した。
　その一方、補助事業者は毎年度、補助事業に関する内部監査
を実施しなければならないことや、助成金の経理に関して振興
会が行う調査等への協力義務についても、最先端研究開発支援
プログラムの助成金と同様に交付条件において定め、補助金の
適正な執行が確保されるように配慮している。

効率性

　内閣府や文科省と連絡を密にとりつつ、取扱要領等関係規程
の整備を進めることにより、総合科学技術会議における研究課
題等の決定から補助金の交付内定までを短期間で行い、補助事
業の迅速な開始を可能とした。
　また、補助金の交付申請書様式を、内閣府が研究課題等の選
定時に徴取した事業計画書とほぼ同一とすることにより、補助
事業者の事務負担を軽減し、交付申請から交付決定までを円滑
に進められるよう配慮した。

Ａ

（３）先端研究助成基金による研究の加速・強化

　上記（１）①の先端研究助成基金により助成する先端的な研究の加速・強化に必要な助成事業を行う。
　事業の実施に当たっては、取扱要領等関係規程を整備し、補助事業者に対して補助金の交付を行う。

　「最先端研究開発戦略的強化費補助金」の一部を活用して、「最先端研究開発支援プログラム加速・強化事
業」と「最先端研究開発支援プログラム公開活動」の二事業を実施した。実施に当たっては、補助金等に係る予
算の執行の適正化に関する法律等に則して補助金の取扱要領や交付条件を整備し、総合科学技術会議が各事業の
採択課題等を決定した後、補助金の交付対象となる機関に対して速やかに交付内定通知を発出し、補助事業の開
始を可能にした。
　なお、「最先端研究開発支援プログラム加速・強化事業」及び「最先端研究開発支援プログラム公開活動」の
特徴と具体的な業務実績は、それぞれ以下のとおりである。

①最先端研究開発支援プログラム加速・強化事業
　最先端研究開発支援プログラムにより助成する研究を加速・強化するために必要な研究開発経費を交付する事
業である。平成22年7月16日に総合科学技術会議が最先端研究開発支援プログラムの研究課題の中から26の研究
課題を交付対象に決定した後、7月21日に文部科学省からの通知を受け、同日付で補助金の交付内定通知を発出
した。これによって速やかな補助事業の開始を可能とした。その後、交付申請に基づいて8月27日には交付決定
を行い、補助金を交付した。

②最先端研究開発支援プログラム公開活動
　最先端研究開発支援プログラム公開活動は、最先端研究開発支援プログラム全般及び同プログラムの中心研究
者が実施する研究内容を国際シンポジウム等により広く公開するための活動に対し、必要な経費を交付する事業
である。
　平成22年9月2日に総合科学技術会議が11の機関を公開活動の実施機関に決定した後、9月3日に文部科学省から
の通知を受け、同日付で補助金の交付内定通知を発出した。これによって速やかな補助事業の開始を可能とし
た。その後、交付申請に基づいて10月15日には交付決定を行い、補助金を交付した。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-11-(3)）

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

最先端研究開発戦略的強化費補助金(最先端研究開発支援プログラム加速・強化事業)取扱要領
平成22年度最先端研究開発戦略的強化費補助金(最先端研究開発支援プログラム加速・強化事業)における交付条
件
最先端研究開発戦略的強化費補助金(最先端研究開発支援プログラム公開活動)取扱要領
平成22年度最先端研究開発戦略的強化費補助金(最先端研究開発支援プログラム公開活動)における交付条件

公正性・透明性

　振興会ホームページにおいて「最先端研究開発支援プログラ
ム加速・強化事業」と「最先端研究開発支援プログラム公開活
動」の事業概要、採択課題等への交付決定額、補助金の取扱要
領や交付条件等を公開して、事業の透明性確保に努めている。
また、補助事業者から電話や電子メール等で寄せられた質問を
取りまとめてホームページ上に掲載することで、補助事業者の
間で情報格差が生じないよう公正性の維持に配慮している。

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第1-11-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況 該当なし

補助金の適切な管理の構築
　補助金等に係る予算執行の適正化に関する法律の規定に則
り、取扱要領等関係規程を適切に整備した。

Ａ

若手・女性等研究者への支援の
強化

①最先端研究基盤事業
　平成22年度に文部科学省において選定した補助事業を行う34
件の大学等研究機関に対して、最先端の研究設備の整備・運用
のための経費を支援し、研究開発力の強化に貢献した。

②頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム
　平成22年度に振興会国際事業委員会において採択された68件
の補助事業を行う大学等研究機関に対して、若手研究者の海外
派遣のための滞在費等を支援し、若手研究者の育成に貢献し
た。

該当なし

（４）若手・女性等研究者への支援の強化

　若手・女性等研究者が活躍しうる研究基盤・研究環境を充実・強化するために必要な助成を行うとともに、海
外の大学等研究機関との共同研究等を推進し、若手研究者等の海外派遣を促進するための機会を提供する事業を
行う。事業の実施に当たっては、取扱要領等関係規程を整備し、補助事業者に対して補助金の交付を行う。

  最先端研究開発戦略的強化費補助金の一部を活用して、若手・女性等研究者への支援の強化のため、「最先端
研究基盤事業」と「頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム」の二事業を実施した。
①最先端研究基盤事業
　最先端研究基盤事業は、グリーン・イノベーション及びライフ・イノベーションを中心に、基礎研究から出口
を見据えた研究開発を行う最先端の研究設備の整備・運用に必要な支援を行うことにより、我が国の研究開発力
の強化を図ることを目的とする事業である。平成22年度は、取扱要領等関係規程を整備し、文部科学省において
選定した事業を行う34件の大学等研究機関に対し、29,128,579千円を交付した。

②頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム
  頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラムは、若手研究者が世界水準の研究に触れ、世界の様々な
課題に挑戦するための機会を拡大するとともに、海外の大学等研究機関との研究ネットワークを強化するため、
国際共同研究に携わる若手研究者の海外派遣を支援し、国際的な頭脳循環の活性化を通じた我が国の学術の振興
を図ることを目的とする事業である。平成22年度は、本会国際事業委員会において書面審査、面接審査を行い、
申請のあった212件の中から68件の事業の採択を決定した。また、取扱要領等関係規程を整備し、事業を行う大
学等研究機関に対し、851,698千円を交付した。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第1-11-(3)）

（5）評価資料

①最先端研究基盤事業
最先端研究開発戦略的強化費補助金（最先端研究基盤事業）補助対象事業一覧
最先端研究開発戦略的強化費補助金（最先端研究基盤事業）取扱要領
最先端研究開発戦略的強化費補助金（最先端研究基盤事業）における交付条件

②頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム
頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム平成22年度公募要領
頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム平成22年度分公募審査結果
最先端研究開発戦略的強化費補助金（頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム）取扱要領
最先端研究開発戦略的強化費補助金（頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム）事務要領
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自己点検・外部評価全体シート（第2）

掲載箇所 中期計画 １５頁 年度計画 １６頁 事業報告書 １２８頁

1．中期計画

2．意義・必要性

事業・業務の名称：第二　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

１　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。
（１）一般管理費等の効率化
　一般管理費（人件費を含む。）に関しては、中期目標期間中の初年度と比して年率３％以上の効率化を達成す
るほか、その他の事業費（競争的資金等を除く。）については、中期目標期間中、毎事業年度、対前年度比１％
以上の業務の効率化を図る。

（２）人件費の効率化
　人件費については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律
第４７号）を踏まえ、平成１８年度以降の５年間で、平成１７年度を基準として５％以上を基本とする削減を引
き続き着実に実施する。
　さらに、経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６（平成１８年７月７日閣議決定）に基づき、国家
公務員の取組を踏まえ、人件費改革を平成２３年度まで継続する。
ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分、競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用
される任期付職員については削減対象から除く。
　具体的には、国家公務員の給与構造改革を踏まえた勤務評定に基づく昇給等の見直しを行う。また、給与水準
の適正化を図るため、職務内容、経歴、勤務状況等を勘案した管理職員手当の見直しを行うとともに職員給与の
昇級号数の抑制を行うなどにより、総人件費の縮減を図る。
　さらに、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成２２年１１月１日閣議決定）を踏まえ、役職員
の給与改定に当たっては、国家公務員の給与水準を考慮し、給与水準の適正化を図ることとする。

（３）業務運営の配慮事頄
　業務の効率化、人件費の効率化、事務所の集約化等の可能性を検討する際、研究者等へのサービス低下を招か
ないように配慮する。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。

２　複数の評定者による客観的な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め、職員の
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・効果的な遂行を可能にする。

３　中期的な計画の下に、情報インフラの整備を図る。
（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を与えることから、必要に応じ、開
発及び改善を行う。

（２）情報管理システムの構築
　法人文書の作成、決裁、保存まで、業務上作成された文書を適切に管理するとともに、業務に必要な振興会内
の諸手続については、情報共有ソフト（グループウェア）を活用し、効率的な業務運営が実施できるよう引き続
き整備を行う。

４　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。

５　「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、その取組状況を公表する。また、随意契
約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施については、監事による監査及び契約監視委員会によ
るフォローアップを受けるとともに、その結果を公表する。

６　財務内容等の一層の透明性を確保するため、決算情報・セグメント情報の公表の充実等を図る。

　振興会が、研究者コミュニティから信頼される、学術研究の振興を担う我が国唯一の資金配分機関として、効
率的・効果的に事業を運営していく上で必要な要素である。
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3．年度計画

4．得られた成果に関する評価

第二　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
１　業務運営の効率化（p.184）
２　職員の能力に応じた人員配置（p.189）
３　情報インフラの整備（p.190）
４　外部委託の促進（p.191）
５　随意契約の見直し及び監査の適正化（p.192）
６　決算情報・セグメント情報の公表（p.196）
７　基金の管理及び運用（p.197）

１　業務運営の効率化
　平成22年度においては、一般管理費について平成21年度予算に対して3.1％の削減を図ったほか、その他の事業費に
ついて、平成21年度予算に対して1.6％の削減を図った。
　また、業務の実施にあたり外部委託等を実施する場合には、国における見直しの取組（「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。財務大臣から各省各庁の長あて。））等を踏まえ、一般競争入札の範囲拡大や随
意契約の見直し等を通じた業務運営の一層の効率化を図ることとしている。業務委託については、業務運営の効率化の
観点から、平成21年度に引き続き実施した業務に加え、新たにホームページ再構築にかかる業務等を外部委託し、業務
の合理化・効率化を図った。
　人件費については、ラスパイレス指数を引き下げるため、給与体系の見直し、給与格付の引き下げ、職員の昇給号俸数
の抑制、人事院勧告を踏まえた給与改訂の実施により、平成22年度総人件費については、平成17年度決算に対して
8.6％の削減を行い、5％の削減を達成した。

２　職員の能力に応じた人員配置
　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、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、昇給については、勤務成績をより適正に昇給に反映させるた
め、平成19年1月から号俸の細分化を実施しており、平成22年度も引き続き適正な昇給を実施した。
　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。
　職員が自発的に業務に有益な知識を得るために、大学院修学等をすることができる休職制度を平成20年度に創設し、
平成22年度は、本制度を活用し、2名が大学院修学のため休職をしている。

３　情報インフラの整備
　会計システムについて、特別勘定の追加に係る各種マスタデータ追加設定、振込通知書出力の改善及び振込通知書作
成条件の追加等の機能追加を実施したほか、情報共有ソフト（グループウェア）を活用している振興会ホームページの更
新作業依頼について、システム改修を行った。これらの整備により、より効率的な業務運営が実施できるようになった。

４　外部委託の促進
　新規事業の増加などに対応するため、各事業の業務を精査し、合理的かつ効率的に事業が実施できるよう検討を進め、
業務の一部について外部委託を推進した。
○平成２２年度に実施した外部委託業務（継続分）
・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
・情報システム運用管理支援業務
・ＩＴコンサルタント会社による電子申請システム調達見積の評価
・世界トップレベル研究拠点プログラムアンケート調査
・特別研究員年末調整に伴う書類不備確認、照会・回答、書類提出催促及びデータ作成業務

○平成２２年度　新規外部委託業務
・特別研究員就職状況調査に伴う就職状況調査票の発送・回収及びデータ入力業務
・ホームページ再構築にかかる業務
・ニューズレター（JSPS Quarterly）作成業務
・科学研究費補助金交付申請書データベースデータ入力及びデータ登録等業務

５　随意契約の見直し及び監査の適正化
　随意契約の見直しについては、平成21年12月4日に立ち上げた契約監視委員会における随意契約と一者応札について
の点検を踏まえ一般競争入札への移行を図ったことにより平成20年度にあった83件の随意契約を、平成22年度は38件に
まで減尐させた。
　また、監査の適正化については、法定監査になる以前の監査法人との契約に「契約締結に関する内部統制」に関する事
項を設け、適切に内部統制が行われているかについてチェックを受けた。平成22年度より、独立行政法人通則法第40条に
より文部科学大臣から選任された会計監査人による法定監査を受けている。そのほか、契約監視委員会の随意契約の点
検を受け、一般競争入札への移行に取り組んでいる。
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5．決算額（支出額）

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

一般管理費 513,730 503,623 488,310

その他の事業費 27,791,274 28,156,488 27,397,823

人件費（総人件
費改革相当額）

699,214 700,140 671,150
 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定

７　基金の安全な管理及び運用
　平成21年度に定めた「独立行政法人日本学術振興会における先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金の運用に関
する取扱要項」に基づき、安全性の確保を最優先しつつ、流動性の確保や収益性の向上にも配慮した基金の運用を行っ
た。
　運用に当たっては、助成金の交付時期を考慮しつつ、安全な金融機関と効率的な金融商品を選択した。複数の金融機
関からの引き合いを行い、競争性の確保に努めた。

６　決算情報・セグメント情報の公表
　中期計画に基づく業務内容等に応じた適切な区分によるセグメントを設定し、平成20年度決算より、その情報について
は、ホームページにおいて公表している。

１　業務運営の効率化
　一般管理費、その他の事業費、人件費について、削減目標を達成した。

２　職員の能力に応じた人員配置
　文部科学省及び国立大学法人等との計画的な人事交流により、各個人の能力に応じた人員配
置を実施し、業務を効率的・効果的かつ機動的に遂行した。勤務評定については、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複数の評定者により
客観的かつ公平に実施した。

３　情報インフラの整備
　会計システムおよび振興会ホームページの更新作業依頼に使用するグループウェアの改善を
図ったことで、作業・管理の簡素化を図り、効率的な業務運営に寄与した。

４　外部委託の促進
　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、尐数の職員で振興会全体の
業務を遂行した。

５　随意契約の見直し及び監査の適正化
　複数年契約について、契約規則、取扱い要領を整備したことで、恣意的な運用を避けること
が出来た。また、総務省行政管理局から入札・契約について監事及び会計監査人による徹底的
なチェックを行うよう要請があり、監事には前年度に引き続き、監査法人には新たに契約につ
いての内部統制等についてチェックを受けたことにより、合規性、公正性の向上が図れた。

６　決算情報・セグメント情報の公表
　事業及び業務内容に基づき適切なセグメントの設定をし、執行の結果を決算の確定と共にセ
グメント毎に公開した。

７　基金の管理及び運用
　「運用に関する取扱要頄」において管理運用の手段を定期預金や譲渡性預金など、安全性の
高い金融商品に限定するとともに、取引相手については「金融庁が指定する格付け機関のう
ち、２社以上において長期債務の評価がA以上」であること等を条件とし、安全性に配慮した資
金運用を行った。
　一方で、管理運用の相手方を選定するに当たっては、引き合いを行い複数の金融機関を比較
し、運用利回りが最も高い相手方を選定することで、収益性の向上に努めた。

Ａ
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7．自己点検評価結果の推移
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ａ Ａ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

　平成22年度は、第2期中期目標を達成するため、中期計画に沿って業務を適切かつ十分に達成している。

　業務運営の効率化では削減目標を達成している。職員の能力に応じた人員配置ではインセン
ティブを尊重しつつ客観的・公平に実施を図っているが、国立大学法人等との人事交流につい
ては、将来を見据え、計画的に実施する事が大切である。情報インフラ整備に関しては会計シ
ステムの改善などによって効率的な業務運営に寄与した。また、外部委託の促進で不足がちな
職員のマンパワーを補い、随時契約の見直しを徹底すると同時に、監査の適正化をさらに進
め、決算情報・セグメント情報の公開にも努めている。したがって、中期計画を十分に達成し
たと評価できる。

Ａ
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（1）年度計画

（2）業務実績

１　業務運営の効率化

　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、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。）については、中期目標期間中の初年度と比して年率３％以上の効率化を達成するための取組を行
う。その他の事業費（競争的資金を除く。）について、平成２１年度予算に対して１％以上の削減を図る。また
寄付金事業等についても業務の効率化を図るなど、中期計画に従い業務の効率化を図る。
　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年度の人件費と比較し、５％以上削減し、「経済財政運営と構造改革に関す
る基本方針２００６」（平成１８年７月７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平
成２３年度まで継続する。そのため、平成２２年度の人件費については、平成１７年度の人件費と比較し、5％
以上の削減を実施する。ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分、競争的研究資金並びに国からの委託
費及び補助金により雇用される任期付職員については削減対象から除く。
　具体的には、職員の給与格付けを見直すことなどにより、総人件費の縮減を図る。
　業務の実施に当たり委託等を行う場合には、国における見直しの取組（「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。財務大臣から各省各庁の長あて。））等を踏まえ、一般競争入札の範囲の
拡大や随意契約の見直し等を通じた業務運営の一層の効率化を図ることとする。
　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する。

　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。一般管理費（人件費を
含む。）に関しては、中期目標期間中の初年度と比して年率3％以上の効率化を達成するほか、その他の事業費
（競争的資金を除く。）については、中期目標期間中、毎事業年度、対前年度比1％以上の業務の効率化を図
る。」を実現するため、各課への予算配分にあたって効果的な執行を指示するほか、随時状況を周知し、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22年度においては、一般管理費について平成21年度予算に対して3.1％の削減を図ったほか、
その他の事業費について、平成21年度予算に対して1.6％の削減を図った。

　人件費についても、「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に
ついては、平成22年度までに平成17年度の人件費と比較し、5％以上削減する。そのため、平成２２年度の人件
費については、平成１７年度の人件費と比較し、5％以上の削減を実施する。ただし、今後の人事院勧告を踏ま
えた給与改定分、競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員については削減
対象から除く。」を実現するため、次の取組を実施するとともに、ラスパイレス指数を引き下げるため、給与体
系の見直しを行った。
　・給与格付の引き下げとして、〔平成16年7月△7%　平成18年4月△3%　平成20年4月△4%　平成22年4月△1%〕
　　を実施しており、平成17年度決算と比較し△2.52％となっている。
　・職員の昇給号俸数の抑制を平成20年1月から実施しており、平成17年度と比較して、△0.4％となっている。
　・人事院勧告を踏まえた給与改定等を実施しており、平成17年度と比較して△5.68％となっている。
　その結果、平成22年度総人件費については、平成17年度決算に対して8.6％の削減を行い、5％の削減を達成し
た。なお、平成21年度決算に対しては4.1％の削減となっている。

　業務の実施にあたり外部委託等を実施する場合には、国における見直しの取組（「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。財務大臣から各省各庁の長あて。））等を踏まえ、一般競争入札の
範囲拡大や随意契約の見直し等を通じた業務運営の一層の効率化を図ることとしている。業務委託については、
業務運営の効率化の観点から、平成21年度に引き続き実施した業務に加え、新たにホームページ再構築にかかる
業務等を外部委託し、業務の合理化・効率化を図った。
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（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定評価の観点 達成度

対前年度3％以上の一般管理費
削減

　平成22年度においては、一般管理費に関し、平成21年度予算
に対して3％以上の削減を計画したところであるが、実績では
3.1％削減を達成した。

（前年度予算額－決算額）÷前年度執行予算額＝効率化率
　※前年度執行予算額＝前年度予算額に平成22年度予算に
　　おける消費者物価指数による伸び率の影響額を含む
　※予算額、執行額は退職手当を除く。

【運営費交付金事業（一般管理費）】
（503,702,000－488,309,521）÷503,702,000＝3.1％削減

Ａ
対前年度1％以上のその他の事
業費の削減

　平成22年度においては、その他の事業費に関し、平成21年度
予算に対して１％以上の削減を計画したところであるが、実績
では1.6％削減を達成した。

（前年度執行予算額－決算額）÷前年度執行予算額＝効率化率
　※前年度執行予算額＝前年度予算額に平成22年度予算に
　　おける消費者物価指数及び業務政策係数による伸び率
　　の影響額を含む。
　※予算額、執行額は退職手当を除く。
  ※平成21年度予算額は、平成21年度補正予算（第1号）
    で措置された先端学術研究人材養成事業分を除く

【運営費交付金事業（業務費）】
(27,842,455,000－27,397,822,504)÷27,842,455,000＝1.6％削
減

対前年度1％以上の人件費削減

　平成22年度の人件費については、平成21年度の人件費と比較
すると4.1％の削減を達成した。なお、平成17年度の人件費と比
較すると8.6％の削減を行った。
（人件費の範囲は常勤の役職員に対し支給した報酬（給与）、
賞与、その他の手当の合計額、退職金、福利厚生費（法定福利
費及び法定外福利費）は含まない。）
（22年度人件費－21年度人件費）÷21年度人件費×100＝削減率
（671,150千円－700,140千円）÷700,140千円×100≒△4.1％
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（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

１）「整理合理化計画　Ⅱ－１－(1)　事務・事業の見直し等」
　国民にとって真に不可欠な事務・事業以外は廃止すべきであり、引き続き独立行政法人が行
うこととされる事務・事業についても規模の適正化・効率化等を推進する。

２）「整理合理化計画　Ⅲ－１－(4)　給与水準の適正化等」
③給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の観点から、監事に
よる監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチェックする。

「総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による評価結果」
　本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数（年齢勘案）で119.0（事務・技
術職員）と国家公務員の水準を上回っている。（中略）今後の評価に当たっては、別紙２（1-
(1)-ｱ-　(ｲ)、(ｴ)）を踏まえ、法人の説明が国民の納得の得られるものとなっているかという
観点から検証し、その結果を評価結果において明らかにすべきである。

「総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による評価結果　表１」
　平成19年度の給与水準の対国家指数については、職員の昇給号数の抑制、管理職手当の見直
し、管理職ポストの削減等により、119（平成18年：121）と着実に低下が図られている。高学
歴者の割合、勤務地、職務の困難性など、日本学術振興会の給与水準が高くなっている要因は
あるが、引き続き適切な給与水準への改善を望む。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅲ－４－①　人件費の適正化
○　国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、国民の理解と納得が得られるよう、その水準
が国家公務員と同等のものとなるよう努める。
ア）国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、給与水準の適正化に係る具体的な方策と数値
目標を内容とする取組を着実に実施する。
イ）主務大臣は、上記取組の実施状況を的確に把握するとともに、人件費削減の進ちょく状
況、給与水準の在り方等を検証した上で、その結果を、国家公務員と比べて給与水準が高い理
由、講ずる措置等と併せ、総務大臣に報告する。
ウ）総務大臣は、上記の報告を取りまとめ、公表する。
○　給与水準については、監事による監査、評価委員会による事後評価においても、引き続き
厳格なチェックを行う。

４）「政策評価・独立行政法人評価委員会による二次評価結果」
１）給与水準に影響する諸手当の適切性
「国と異なる諸手当として、①俸給の特別調整額（管理職手当が定率性）、②勤勉手当（対象
者の割合、最優秀者の設定なし）がある。」

３）「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第３－２　効率化目標の設定及び総人件費改革」
　総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
（平成18年法律第47号）等に基づき、5年間で5％以上を基本とする削減を着実に実施すること
とし、役職員の給与に関し国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しを促進する。

「整理合理化計画　Ⅲ－１－(4)　給与水準の適正化等」
ア　各独立行政法人は、人件費総額について、行政改革推進法の規程に沿って着実に削減に取
り組むこと。

「整理合理化計画　別表【業務運営体制の整備】」
○「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に
ついては、平成22年度までに平成17年度予算の人件費と比較し、5％以上削減する。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅲ－４－①　人件費の適正化
○　独立行政法人の総人件費については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平
成22年11月１日閣議決定）に基づき、今後進める独立行政法人制度の抜本的な見直しの一環と
して厳しく見直す。
○　各独立行政法人の長、理事及び監事等の報酬については、個人情報保護にも留意しつつ、
引き続き個別の額を公表する。

５）「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅲ－４－②　管理運営の適正化
○　業務運営の在り方を、組織、業務実施方法、人員等の観点から抜本的に見直し、簡素な管
理部門、効率的な運営体制を確保することにより、業務運営コストを削減する。このため、一
般管理費及び事業費に係る効率化目標について、過去の効率化の実績を踏まえ、これまで以上
の努力を行うとの観点から具体的な目標を設定する。
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１）外国との研究交流を目的とする拠点大学交流事業については、相手国にマッチングファン
ドを求める事業へ移行する方針に基づき、平成22年度に全課題が終了し、事業を廃止した。人
文・社会科学振興プロジェクト研究事業については、所期の目的が達成されたため、平成20年
度をもって廃止した。他の事業については、我が国の学術振興のため必要不可欠であり、規模
の適正化・効率的な運営に配慮しつつ、事業を実施しているところである。

２）平成22年度の給与水準については未定であるが、その検証においては、学歴・地域以外の
要因についても行うものとする。また、給与水準引き下げのために講じた措置について、監事
監査を実施した。

３）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）において削減対
象とされた人件費について、次の取組を行うとともに、ラスパイレス指数を引き下げるため、
給与体系の見直しを行った。
・給与格付の引き下げとして、〔平成16年7月△7%　平成18年4月△3%　平成20年4月△4% 平成
22年4月△1%〕を実施しており、平成17年度決算と比較し△2.52％となっている。
・職員の昇給号俸数の抑制を平成20年1月から実施しており、平成17年度と比較して、△0.4％
となっている。
・人事院勧告を踏まえた給与改定等を実施しており、平成17年度と比較して△5.68％となって
いる。
　その結果、平成22年度総人件費については、平成17年度決算に対して8.6％の削減を行った。
なお、平成21年度決算に対しては4.1％の削減となっている。

４）俸給の特別調整額（振興会における管理職手当）は、国と同様の定額制よりも、定率制の
方が人件費を抑えられるため現状では定率制を維持するが、定額制の導入については引き続き
検討することとしている。勤勉手当に関しては、国と同様の取り扱いに変更した。

見直し状況

７）「平成21年度監事監査結果報告書」Ⅲ　今後、改善又は検討を希望する事頄
１　事業仕分けの結果について
　行政刷新会議により、平成21年11月に事業仕分けが行われ、振興会の事業のうち若干が対象
となり平成22年度予算が削減された。これについては事業の必要性を強く訴えることにより平
成23年度予算獲得へ向けて努力していただきたい。

５）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。一
般管理費（人件費を含む。）に関しては、中期目標期間中の初年度と比して年率3％以上の効率
化を達成するほか、その他の事業費（競争的資金を除く。）については、中期目標期間中、毎
事業年度、対前年度比1％以上の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
あたって効果的な執行を指示するほか、随時状況を周知し、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22年度においては、一般管理費について平成21年度予算に対して3.1％の削減
を図ったほか、その他の事業費について、平成21年度予算に対して1.6％の削減を図った。
　また、毎年度、事業の種類の増加している中、また、管理部門の業務の質の向上が求められ
ている中で、人件費の削減を行っており、実質的に中期計画に掲げた目標以上に一般管理費や
人件費は削減をしているものと考えている。

６）「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅲ－２　事務所等の見直し
○　国の財政資金を独立行政法人の本来業務に効果的に充当するため、事務所等の運営につい
ては、徹底的な整理・統廃合や組織・府省の枠を超えた共用化を行い、管理部門経費を削減す
る。
○　東京事務所については、真に必要なもののみ存置するとともに、併せて必要な機能の移
転・集約化を図り、効率的な業務運営を確保する。
○　本部事務所、地方支所、職員宿舎等その他の資産についても、事業規模を施設に合わせて
考える現状維持的な姿勢を改め、規模・コスト・立地等を再検証し、徹底した効率化・合理化
を図り、独立行政法人の事務・事業や実施方法の見直しに伴い不要となるものの整理・統廃
合、共用化を行う。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」別表04
一番町にある２か所の国内事務所について移転・集約化の可能性を検討する。
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（5）評価資料

「独立行政法人日本学術振興会の役職員の報酬・給与について」
※平成22年度分については、6月30日公表予定

７）平成２１年１１月の事業仕分けにおいては、
（１）競争的資金（先端研究）※科学研究費補助金が含まれる。
　〔評価結果〕制度：一元化も含めシンプル化　　予算：整理して縮減
（２）競争的資金（若手研究者育成）※科学研究費補助金と特別研究員事業が含まれる。
　〔評価結果〕予算要求の縮減
（３）競争的資金（外国人研究者招へい）（学術国際交流事業）
　〔評価結果〕事業の必然性は否定せず、意義も重要と認識。予算要求を縮減
との、指摘等をいただいた。

　それぞれ平成２２年度予算において、
・（１）（２）に係る科学研究費補助金は、
　平成２２年度概算要求と同額の２００，０００百万円（対前年度３，００２百万円増）
・（２）に係る特別研究員事業費は、
　平成２２年度概算要求１７，０４２百万円に対して１６，７４０百万円で３０２百万円を圧
縮（対前年度４２５百万円増）
・（３）に係る外国人研究者招へい事業は、
　平成２２年度概算要求４，８５６百万円に対して４，５０６百万円で３５０百万円を圧縮
（対前年度７０２百万円減）
という予算編成がなされた。

　各々平成２３年度概算要求においては、事業の必要性を強調し、説明を行った結果、
（１）科学研究費補助金は２１０，０００百万円（１０，０００百万円増）
（２）特別研究員事業費は、１８，３８８百万円（１，６４８百万円増）
（３）外国人研究者招へい事業は、４，２４０百万円（２６６百万円減）
の要求が行われている。

６）千代田区一番町にある２つの事務室、「一番町事務室」及び「一番町第2事務室」は平成23
年2月に１つの事務室に集約化を行った。
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（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

２　職員の能力に応じた人員配置

　能力に応じた処遇、人員配置を可能にするため、複数の評定者による客観的な勤務評定をより厳格に行い、給
与への反映を図る。

　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、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、昇給制度については、勤務成績をより適
正に昇給に反映させるため、平成19年1月から号俸の細分化を実施しており、平成22年度も引き続き適正な昇給
を実施した。
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。
　職員が自発的に業務に有益な知識を得るために、大学院修学等をすることができる休職制度を平成20年度に創
設し、平成22年度は、本制度を活用し、2名が大学院修学のため休職をしている。

評価の観点 達成度

該当なし

該当なし

該当なし

客観的かつ公平な勤務評定の実
施

　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。

職員の質の向上のための研修の
実施

　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。

Ａ

　文部科学省及び国立大学法人等との計画的な人事交流によ
り、各個人の能力に応じた人員配置を実施し、業務を効率的・
効果的かつ機動的に遂行した。

効率的かつ計画的な人事交流の
実施
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（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

（4）指摘事頄に対する見直し状況
答申・提言等

による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

該当なし

該当なし

業務システムの改善

　会計システムについては、実行予算マトリックス表の作成機
能を追加する改修を行った。これにより、予算毎の費用勘定及
び金額の一覧を作成することが可能となり、より効率的かつ適
正な会計処理を行うことができた。また、特別研究員の日常管
理業務システムを刷新し、約5,000人に対する奨励金支給業務
等の効率化と信頼性の向上を実現した。

情報管理システムの構築

　業務に必要な振興会内の諸手続のうち、情報共有ソフト（グ
ループウェア）を活用している振興会ホームページの更新作業
依頼機能について、更新されるページ内に第三者著作物が含ま
れるかどうかあらかじめ通知する機能追加を行った。これによ
り、国立国会図書館へホームページデータを提供する際に、第
三者著作物が含まれるかどうか個別の確認が不要となり、より
効率的な業務運営が実施できるようになった。
　また、振興会職員と外部の第三者との間で、機密性の高い情
報をインターネット上で安全に送受信するため、振興会専用の
オンラインストレージを導入した。これにより、各事業の審査
員等との間で、国内外を問わず、安全かつ適時に情報の受け渡
しができるようになった。

Ａ

３　情報インフラの整備

（１）業務システムの開発・改善
　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う。
　また、特別研究員の日常管理業務システムを刷新し、奨励金支給関連業務の信頼性の更なる向上を図る。

（２）情報管理システムの構築
　業務に必要な振興会内の諸手続については、情報共有ソフト（グループウェア）を活用し、効率的な業務運営
が実施できるよう引き続き整備を行う。

（１）業務システムの開発・改善
　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。また、特別勘定の追加に係る各種マスタデータ追加設
定、振込通知書出力の改善及び振込通知書作成条件の追加等の機能追加を実施し、業務の効率化につながった。

（２）情報管理システムの構築
　業務に必要な振興会内の諸手続のうち、情報共有ソフト（グループウェア）を活用している振興会ホームペー
ジの更新作業依頼について、システム改修を行った。これにより、過去データの出力や随時修正等が実現し、よ
り効率的な業務運営が実施できるようになった。

評価の観点 達成度
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（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

該当なし

４　外部委託の促進

　事業の効率的な遂行のための外部委託については、効率化が図られる業務や分野、部門を調査し、外部委託の
有効性を検討し、外部委託を促進する。

　新規事業の増加などに対応するため、各事業の業務を精査し、合理的かつ効率的に事業が実施できるよう検討
を進め、業務の一部について外部委託を推進した。

○平成２２年度に実施した外部委託業務（継続分）
・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
・情報システム運用管理支援業務
・ＩＴコンサルタント会社による電子申請システム調達見積の評価
・世界トップレベル研究拠点プログラムアンケート調査
・特別研究員年末調整に伴う書類不備確認、照会・回答、書類提出催促及びデータ作成業務

○平成２２年度　新規外部委託業務
・特別研究員就職状況調査に伴う就職状況調査票の発送・回収及びデータ入力業務
・ホームページ再構築にかかる業務
・ニューズレター（JSPS Quarterly）作成業務
・科学研究費補助金交付申請書データベースデータ入力及びデータ登録等業務

評価の観点 達成度

業務の効率的な実施、省力化
　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、業務の効率化を図った。

「整理合理化計画　別表【業務運営体制の整備】」
　また、業務の効率化の観点から、業務委託を積極的に推進する。

　業務の内容を精査した上で、積極的に推進している。
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（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

随意契約の見直し
　契約監視委員会での随意契約の点検を受け、随意契約につい
ては、真にやむを得ない契約を除き、一般競争入札への移行に
取り組んだ。

Ａ

監査の適正化

　一定金額以上の随意契約を行う場合には、事前に監事の決裁
を受けることとしている。
　監査法人から会計業務全般の内部統制等についてのチェック
を受け、可能なものから見直しを図ったほか、契約業務につい
て、若手職員を対象とする勉強会を総務部主催で実施するな
ど、職員の合規性、公正性の向上を図った。
　また、平成22年度決算より、独立行政法人通則法第40条によ
り文部科学大臣から選任された会計監査人による法定監査を受
けている。

５　随意契約の見直し及び監査の適正化

（１）随意契約の見直し
　契約監視委員会の意見を踏まえて、随意契約を減尐させるために「随意契約等見直し計画」に基づく取組を着
実に実施するとともに、契約監視委員会による点検・見直しを実施する。

（２）監査の適正化
　入札及び契約の適正な実施については、引き続き監事による監査を受ける。

（３）点検・見直し結果の公表
　「随意契約等見直し計画」の取組状況、契約監視委員会での討議事頄及び監事監査による契約に関する点検・
見直し状況については、ホームページに公開する。

評価の観点 達成度

（１）随意契約の見直し
　平成21年12月4日に立ち上げた契約監視委員会における随意契約と一者応札についての点検を踏まえ一般競争
入札への移行を図ったことにより、平成20年度にあった83件の随意契約を、平成22年度は38件にまで減尐させ
た。

（２）監査の適正化
　法定監査になる以前の監査法人との契約に「契約締結に関する内部統制」に関する事頄を設け、適切に内部統
制が行われているかについてチェックを受けた。平成22年度より、独立行政法人通則法第40条により文部科学大
臣から選任された会計監査人による法定監査を受けている。
　また、契約監視委員会の随意契約の点検を受け、一般競争入札への移行に取り組んでいる。
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（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

１）「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第３－３　随意契約の見直し」
　業務の実施に当たり委託等を行う場合には、国における見直しの取組（「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。財務大臣から各省各庁の長あて。））等を踏まえ、契約の在り方
の見直しなど不断の見直しを行い、一般競争入札の導入・範囲拡大や契約の見直し等を通じた業務運
営の一層の効率化を図ることとする。

「整理合理化計画　Ⅲ－１－(1)　随意契約の見直し」
①独立行政法人の契約は、原則として一般競争入札等（競争入札及び企画競争・公募をいい、競争性
のない随意契約は含まない。以下同じ。）によることとし、各独立行政法人は、随意契約によることができ
る限度額等の基準について、国と同額の基準に設定するよう本年度中に措置する。
②各法人が策定する随意契約見直し計画において、独立行政法人全体で、平成18年度に締結した競争
性のない随意契約1兆円のうち、約7割（0.7兆円）を一般競争入札等に移行することとしており、これらを
着実に実施することにより、競争性のない随意契約の比率を国並みに引き下げる。
③各独立行政法人は、契約が一般競争入札等による場合であっても、特に企画競争、公募を行う場合
には、真に競争性、透明性が確保される方法により実施する。
④随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施について、監事及び会計監査人
による監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳正にチェックする。
⑤各独立行政法人は、随意契約見直し計画を踏まえた取組状況をウェブサイトに公表し、フォローアップ
を実施する。
⑥総務省は、独立行政法人における随意契約見直しの取組状況を取りまとめ、公表する。

「整理合理化計画　Ⅲ－１－(3)　官民競争入札等の積極的な適用」
　競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号）に基づく官民競争入札
等の積極的な導入を推進し、独立行政法人の提供する財・サービスの質の維持・向上と経費削減を図
る。

「整理合理化計画　別表【随意契約の見直し】」
　○平成20年1月1日より、国の随意契約の基準を全面的に実施する。

「整理合理化計画　Ⅲ－１－(4)　給与水準の適正化等」
③給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の観点から、監事による監
査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチェックする。

「整理合理化計画　Ⅲ－２－(1)内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備」
②関連法人等との人・資金の流れの在り方
カ　随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、情報開示の状況について、監事及び会計監査人に
よる監査で厳格にチェックするとともに、評価委員会において事後評価を行う。

④監事監査等の在り方
ウ　各独立行政法人の監事は、随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、給与水準の状況、内部
統制の状況及び情報開示の状況について、監査で厳格にチェックする。また、このために必要な監査体
制を適切に整備する。
エ　各独立行政法人の監事は、相互間の情報交換・連携を強化する。

２）「文部科学省独立行政法人評価委員会　平成20年度に係る業務の実績に関する評価（随意契約の
見直し及び監査の適正化）」
・随意契約の見直し計画の着実な進展が見られる。見直し計画をより効果的なものとするためは、第三
者評価の仕組みを制度化するとともに、一括再委託禁止措置の規定を定めることが必要である。また、
契約手続きに係る執行体制・審査体制を強化することが望まれる。

３）「独立行政法人の抜本的な見直しについて　２．見直しの視点　(3) 組織体制及び運営の効率化の検
証」
⑧  随意契約は、真に合理的な理由があるものに限定されているか。また、競争入札についても、実質
的な競争が確保されているか。
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４）「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅲ－３－①　随意契約の見直し等
○　各独立行政法人は、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17日閣議
決定）に基づき策定した随意契約等見直し計画を着実に実施する。具体的には、随意契約については、
原則として一般競争入札等に移行することとし、一般競争入札等であっても一者応札・応募となった契約
については、実質的な競争性が確保されるよう、公告方法、入札参加条件、発注規模の見直し等の改善
を図り、コストの削減や透明性の確保を図る。
○　また、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に基づき、主務大臣及び各独立行政法
人（契約監視委員会）は、各法人において締結された契約についての改善状況をフォローアップし、毎年
公表する。総務省は、その結果を取りまとめ、公表する。

　「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅲ－３－②　契約に係る情報の公開
○　独立行政法人が実施する事務・事業の大半は、財源として国民の税金が充てられていることから、
国民に対し、その使途についての説明責任を十全に果たすとともに、徹底した透明性を確保する必要が
ある。
○　現在、独立行政法人会計基準に基づき、特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等（以下「関
連法人」という。）に係る情報が開示されているところであるが、関連法人以外の法人であっても、独立行
政法人と一定の関係を有するものについては、その情報公開の範囲を拡大することが適当である。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅲ－３－③　関連法人の利益剰余金等の国庫納付
等
○　各独立行政法人は、関連法人との間で競争性のない随意契約や実質的な競争が確保されていない
契約（競争入札における一者応札や企画競争における一者応募）等が行われていた場合、当該関連法
人の利益剰余金又は内部留保の有無を速やかに精査し、相応の部分について国庫納付する、あるいは
当該部分の額について国費の負担軽減に資するための措置を講ずるよう努める。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅲ－３－④　調達の見直し
○　各独立行政法人は、類似の事業類型に対応した共同調達の実施等を検討し、コストの縮減を図る。
特に研究開発事業に係る調達については、下記の取組を進めるほか、他の研究機関と協力してベストプ
ラクティスを抽出し、実行に移す。
ア）調達に係る仕様要件の見直しを行う。
イ）調達方式による価格比較を行い、リース方式が割安な場合は積極的にこれを活用する。また、研究
機器や保管機器等について他の研究機関との共同利用等の可能性を検討する。
ウ）価格調査に当たっては、他の研究機関の購入実績等を確認することなどにより適正価格の把握に努
める。
○　競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号）に基づく官民競争入
札等の積極的な導入を推進し、独立行政法人の提供するサービスの質の維持・向上と経費削減を図
る。
○　「公共サービス改革基本方針」（平成22年7月6日閣議決定）に基づき、行政刷新会議に設置された
公共サービス改革分科会において、公共サービス改革を推進するための調達の効率化等に関する具体
的方策が検討され、平成23年春までに取りまとめられる予定であり、この結論を踏まえ、調達の効率化
等を図り、経費の削減等の措置を講ずる。

「独立行政法人等が行う事業の横断的見直しについて」２．事業実施の主体・手法等に関する見直し
（３）取引関係の見直し
今回の事業仕分けにおいて、各独立行政法人から関係法人に対して不透明な形で発注している例が散
見されたことから、競争性を高めたコスト縮減、情報公開の徹底、関係法人の利益剰余金の国庫等への
納付など、関係法人との取引関係について抜本的見直しを行う。

５）「平成２１年度監事監査結果報告書」Ⅱ　重点監査項目について
　(a)～(c)以外の随意契約については、平成22年度以降一般競争入札に移行すべきと判断した。ただし
(c)（科学研究費補助金事業に係る電子申請・審査システム等のカスタマイズ一式）については随意契約
件数が多く、また契約総額も高額となるため、今後一般競争入札への移行の可能性については、電子シ
ステム更新を踏まえて検討する必要がある。その際は、①著作権を買い取る、②別システムを作り直
す、③独自システムを持たずe-Rad（府省共通研究開発システム）を利用する等について、初期投資並
びにランニングコストのパフォーマンスも踏まえて検討すべきである。
　なお、現状の電子システム構成では、当面は随意契約とせざるを得ないことから、振興会において利
用している電子システム全体像とその中における電子申請・審査システム等の位置づけについて（別紙
５）、関係者に周知をはかること等により随意契約件数やその総額を減尐させる検討をする必要がある。

６）Ⅲ　今後、改善又は検討を希望する事頄
４　その他
　契約監視委員会における審議の結果、随意契約から一般競争入札に移行すべきものが増え
た。その結果、それぞれの事業の担当課が中心となって一般競争入札における仕様書策定もし
なければならなくなった。従って、今後、一般競争入札業務にこれまで不慣れであった職員も
関わらざるを得なくなることから、入札業務に関して守らなくてはならないこと等についての
基本的知識の共有が必要と考えられる。これについては専門家による研修を実施する必要があ
ろう。
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（5）評価資料

該当なし

見直し状況

１）
＜Ⅲ-１-(4)③について＞
　給与水準引き下げのために講じた措置について、監事監査を実施した。
　
＜Ⅲ-２-(1)②カについて＞
　監事及び監査法人によるチェックを受けた。監事からは、引き続き事前のチェック（決裁）
を受け、監査法人からは、会計関係について内部統制がなされているかのチェックを受けた。

＜Ⅲ-２-(1)④ウ、エについて＞
　監事監査による事前のチェック（決裁）を受けるよう体制を整備し、監事によるチェックを
受けた。また、監査室を設置しており監査体制は整備されている。さらに、文部科学省所管独
立行政法人の監事相互間の情報交換体制を整備した。

２）平成21年11月12日に契約規則を改正し、一括再委託の禁止規定を追加するとともに、一部
再委託については認めることとし、再委託金額の把握を行うこととしている。また、契約監視
員会による点検を受けることにより、真にやむを得ないもののみを随意契約としている。

３）契約監視委員会から、随意契約と一者応札についての点検・見直しを受け、平成20年度に
あった83件の随意契約を、見直し計画において、真にやむを得ないもののみの31件まで減らす
こととなった。また、一者応札を減らすために公告期間の確保や、発注規模を小さくし、より
競争性を高めるなどの対策を講じることとした。

４）契約監視委員会から、随意契約と一者応札についての点検・見直しを受け、平成20年度に
あった83件の随意契約を、見直し計画において、真にやむを得ないもののみの31件まで減らす
こととなった。また、一者応札を減らすために公告期間の確保や、発注規模を小さくし、より
競争性を高めるなどの対策を講じることとした。

５）①については、著作権を買い取る交渉を開発ベンダーと行ったところ、当該システムは汎
用システムであって一般に市販しているものであるので、この著作権を売り渡すことはできな
いとの回答を得ている。このため、②③について平行して検討を進めている。②については構
築費用の他、維持運用経費を含めた総保有コストの縮減を目指して、サーバ仮想化によるハー
ドウエアの縮小、あるいはクラウドサービスの導入など新しい技術の活用を検討しているとこ
ろである。③については、e-Radを所管している文部科学省と協議をはじめており、e-Rad の将
来計画の中に科研費電子申請システムの統合を盛り込めるかどうか相談しているところであ
る。
　また、可能な限り複数の案件をまとめて契約することにより契約件数を減らすよう取り組ん
でいる。契約金額については、科学研究費補助金事業が電子化へ移行中であり、引き続きカス
タマイズの必要があるため、すぐに減尐させることは難しい状態である。

６）契約監視委員会における審議の結果をうけ、平成２２年３月１８日付け「契約案件（会場
借り上げ等）の一般競争入札への移行について（お願い）」により、事業実施上、契約を結ぶ
必要がある場合には競争入札を行い、また、会場借り上げについても「真にやむを得ないも
の」以外については競争入札を行うことを周知した。
　また、契約の一連の流れについての理解を図るため、平成２２年１０月１２日に契約勉強会
を開催した。
　今後、年度内に契約行為の専門家（公認会計士）をお招きして研修を実施することとしてい
る。
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自己点検・外部評価個別シート（第2-6）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

６　決算情報・セグメント情報の公表

　決算情報とともにセグメント情報を公表する。

　中期計画に基づく業務内容等に応じた適切な区分によるセグメントを設定し、平成20年度決算より、その情報
については、ホームページにおいて公表している。

評価の観点 達成度

該当なし

セグメント情報の公表
　事業及び業務内容に基づき適切なセグメントを設定し、執行
の結果を決算の確定とともにセグメント毎に公表している。

「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第三－１　中期目標等における業務の重点化や効率化に
向けた取組の明確化等」
　また、事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、その結果を事業選択や業務
運営の効率化に反映させること等により見直しの実効性を確保するとともに、日本学術振興会
の財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、決算情報・セグメント情報の公表の充実等
を図るものとする。

「整理合理化計画　Ⅲ－２－(1)内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備」
③管理会計の活用及び情報開示の在り方
イ　各独立行政法人は、業務内容等に応じた適切な区分に基づくセグメント情報の開示を徹底
する。

「独立行政法人日本学術振興会　平成20年度事業に係る外部評価結果」
セグメント情報の公表は特に重要であり、一層の取組みに期待したい。

　平成２０年度において、会計システムの改善を行い、事業及び業務内容等に応じた区分に基
づくセグメントを設定し、平成２０年度決算からセグメント情報を公表している。
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自己点検・外部評価個別シート（第2-7）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

独立行政法人日本学術振興会先端研究助成基金設置規程
独立行政法人日本学術振興会研究者海外派遣基金設置規程
独立行政法人日本学術振興会基金管理委員会規程
独立行政法人日本学術振興会基金管理委員会運用部会設置要頄
独立行政法人日本学術振興会における先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金の運用に関する取扱要頄

７　基金の管理及び運用

　安全かつ安定的な基金の運用を図るため、基金管理委員会を組織する。基金管理委員会は、安全性や利便性等
に優れた金融機関を取引銀行として選定するとともに、流動性も考慮に加えつつ基金の運用方針を適切に定め
る。
　また、基金の運用状況を確認するとともに、必要に応じて、安全な金融機関の選択や効率的な金融商品の選択
等に関する運用方針の見直しを行う。

　平成21年度に定めた「独立行政法人日本学術振興会における先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金の運用
に関する取扱要頄」に基づき、安全性の確保を最優先しつつ、流動性の確保や収益性の向上にも配慮した基金の
運用を行った。
　運用に当たっては、助成金の交付時期を考慮しつつ、安全な金融機関と効率的な金融商品を選択した。複数の
金融機関からの引き合いを行い、競争性の確保に努めた。

評価の観点 達成度

安全かつ安定的な資金運用

　「運用に関する取扱要頄」において管理運用の手段を定期預
金や譲渡性預金など、安全性の高い金融商品に限定するととも
に、取引相手については「金融庁が指定する格付け機関のう
ち、２社以上において長期債務の評価がA以上」であること等
を条件とし、安全性を重視した資金運用を行った。
　その一方で、取引相手の選定に当たっては引き合いを行い複
数の金融機関を比較し、運用利回りが最も高い相手方を選定す
ることで、収益性の向上に努めた。

該当なし

該当なし
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自己点検・外部評価全体シート（第7-2）

掲載箇所 中期計画 １７頁 年度計画 １８頁 事業報告書 １３４頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

4．得られた成果に関する評価
（１）職員の研修計画
　①　語学研修においては、7名の者が英会話研修を受講した。
　②　海外の機関での研修においては、1名の者が英オックスフォード大学で、1名の者が豪シドニー大学の語学
研修を受講した。
　③　情報セキュリティ研修においては、60名の者が受講した。
　そのほか、外部の研修として、7研修に7名の者が受講した。

（２）人事交流
　大学等学術研究機関の研究者を支援するに当たっては、大学等学術研究機関における業務経験を持つ人材を活
用することが業務の効果的・効率的な運営上、有益であり、国立大学法人等から53人の質の高い人材を人事交流
により確保し、適切な人事配置を行った。一方、これらの人材に振興会の業務を経験させることにより、研究助
成や国際交流等の経験を積ませ、将来、国立大学等において業務を行うための有益なスキルを身につけさせる
等、育成することができた。

事業・業務の名称：第七　その他主務省令で定める業務運営の効率化に関する事頄
　　　　　　　　　２　人事に関する計画

２　人事に関する計画
（１）人事方針
①　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。
また、振興会職員の意識向上を図るため、情報セキュリティ研修等を定期的に実施する。
②　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置を行う。
③　職員の業績等の人事評価を定期的に実施し、その結果を処遇、人事配置等に適切かつ具体的に反映すること
で、人材の効果的活用や職員の職務遂行能力・方法の向上を図る。
④　国の助成事業等関連業務を有効かつ円滑に実施するため、実務経験を有する質の高い人材の確保を図り、適
切な人事配置を行う。
⑤　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）人件費に係る指標
　中期目標期間中、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成１８年法律第
４７号）に示された方針に基づき、平成１７年度決算を基準として試算した削減対象人件費については、総人件
費改革の取組の削減対象外となる任期付職員に係る人件費を除き総額３，５０６百万円を支出する。
　ただし、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
た人件費を指し、上記の削減対象とされた人件費に総人件費改革の取組の削減対象外となる任期付職員に係る人
件費を含めた総額は、４，５７８百万円である。（この金額は今後の競争的研究資金、国からの委託費もしくは
補助金又は民間資金の獲得の状況により増減があり得る。）

　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。

２　人事に関する計画
（１）職員の研修計画（p.200）
（２）人事交流（p.201）
（３）人事評定（p.202）
（４）競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員にかかる人事配置
（p.204）
（５）職員の福利・厚生（p.205）
（６）人件費に関する指標（p.206）
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自己点検・外部評価全体シート（第7-2）

5．決算額（支出額） 【人件費（総人件費改革相当額）】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

699,214 700,140 671,150
 （単位：千円）

6．自己点検評価
評定

7．自己点検評価結果の推移
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

Ａ Ａ Ａ

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定

（３）人事評定
　役員については、文科省独立行政法人評価委員会が行う業績評価を勘案し、期末手当の額を100分の80以上100
分の110以下の範囲内で増減できることとしている。
　職員については、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、昇給については、勤務成績をより適正に昇給に反映させるため、
平成19年1月から号俸の細分化を実施しており、平成22年度も引き続き適正な昇給を実施した。

（４）競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員にかかる人事配置
　競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金を適切かつ効率的に運営するためには、実務経験を積んだ人
材に当該事業を担当させることが必要であるため、任期付職員39名を配置するなど、適切な人事配置を行った。
　なお、任期付職員については、平成18年2月14日付「公的部門における総人件費改革について（独立行政法人
関連）」に基づく雇用であり、「行政改革の重要方針」に基づく総人件費改革の削減対象から除外している。

（５）職員の福利・厚生
 平成22年度には、福利・厚生の充実のため、以下の事頄を実施した。
・ 産業医を委嘱し、職員の労働安全衛生の確保を充実した。
・ ポスター等の掲示により、年次休暇の取りやすい職場環境を整えた。
・ メンタルヘルス相談室を設置し、専門家による電話相談等の体制を整えた。
・ 外部講師を招いて、ストレスマネジメントに関する講習会を開催した。
・ インフルエンザの予防接種費用を一部補助し、インフルエンザの感染予防に努めた。

（６）人件費に関する指標
　「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年度法律第47号）等に示され
た方針に基づき、人件費を適切に削減した。

　効率的かつ適切な業務運営のため、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
せることにより、職員の資質向上を図った。また、文部科学省や国立大学等における豊富な実
務経験を有する人材を確保し、その経験を生かせる部署に配置し、業務を効率的・効果的かつ
機動的に実施できるようにした。職員の勤務評定については、勤務成績を職員の処遇に適切に
反映させ、勤務評定の実効性を上げるとともに、複数の評定者が関わることにより、客観的か
つ公平な実施を心がけた。福利・厚生については、外部の専門家を利用することにより、相談
者に対して適確な回答ができるようになった。
　このような取組により、限られた人員で効率的かつ適正な業務運営を行うことができた。

Ａ

　平成22年度は、第2期中期目標を達成するため、中期計画に沿って業務を適切かつ十分に達成している。

　学術の国際化、グローバル化にともない、職員の質的向上はきわめて重要であり、そのため
の語学研修を始めとする各種研修の実施は評価できる。また、人事交流によって人材が確保さ
れ、福利厚生も充実しているので、効率的かつ適切な業務運営が行われている。
　人件費の削減は適切に実施されているが、人材確保の観点からの人事に関する将来計画を策
定することも重要である。

Ａ
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自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(1)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

（１）職員の研修計画

　職員の専門性及び意識の向上を図るため、下記の研修を実施する。
　また、資質の向上を図るため、外部で実施される研修に職員を参加させる。
　①語学研修
　②海外の機関での研修
　③情報セキュリティ研修（１回）

①　語学研修においては、7名の者が英会話研修を受講した。
②　海外の機関での研修においては、1名の者が英オックスフォード大学で、1名の者が豪シドニー大学の語学研
修を受講した。
③　情報セキュリティ研修においては、60名の者が受講した。
そのほか、外部の研修として、7研修に7名の者が受講した。

評価の観点 達成度

研修の実施、資質の向上
　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。

該当なし

該当なし

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(2)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

（２）人事交流

　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・育成を図り、適切な人事配置を行う。

　大学等学術研究機関の研究者を支援するに当たっては、大学等学術研究機関における業務経験を持つ人材を活
用することが業務の効果的・効率的な運営上、有益であり、国立大学法人等から53人の質の高い人材を人事交流
により確保し、適切な人事配置を行った。一方、これらの人材に振興会の業務を経験させることにより、研究助
成や国際交流等の経験を積ませ、将来、国立大学等において業務を行うための有益なスキルを身につけさせる
等、育成することができた。

評価の観点 達成度

計画的な人事交流の実施
　国立大学等における豊富な実務経験を有する人材を確保し、
その経験を生かして、業務を効率的・効果的かつ機動的に実施
できるようにした。

該当なし

該当なし

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(3)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

勤務評定の実施
　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。

（３）人事評定

　職員の業務等の勤務評定を実施し、その結果を処遇、人事配置等に適切かつ具体的に反映することで、人材の
効果的活用や職員の職務遂行能力・方法の向上を図る。

　役員については、文科省独立行政法人評価委員会が行う業績評価を勘案し、期末手当の額を100分の80以上100
分の110以下の範囲内で増減できることとしている。
　職員については、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、昇給制度については、勤務成績をより適正に昇給に反映させるた
め、平成19年1月から号俸の細分化を実施しており、平成22年度も引き続き適正な昇給を実施した。

評価の観点 達成度

答申・提言等
による
指摘事頄

１）「整理合理化計画　別表【業務運営体制の整備】」
○複数の評定者による客観的な勤務評定による職員の処遇への反映について、平成20年度より
本格的に実施する。

２）「整理合理化計画　Ⅲ－１－(4)　給与水準の適正化等」
②各独立行政法人は、能力・実績主義の活用により、役員の報酬及び職員の給与等にその業績
及び勤務成績等を一層反映させる。特に、役員については、当該役員の各期の業績が適切に報
酬額に反映されることが必要である。

「整理合理化計画　Ⅲ－２－(1)内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備」
①業務遂行体制の在り方
ア　各独立行政法人は、役職員に対して、目標管理の導入等により適切な人事評価を行うとと
もに、その業績及び勤務成績等を給与・退職金等に一層反映させることにより業務遂行へのイ
ンセンティブを向上させる。
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自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(3)）

（5）評価資料

該当なし

見直し状況

１）複数の評定者による客観的な勤務評定をより厳格に行うことにより、昇給や勤勉手当等に
ついて、職員の処遇へ適確に反映することとした。

２）役員については、文部科学省独立行政法人評価委員会が行う業績評価を勘案し、期末手当
の額を100分の80以上100分の110以下の範囲内で増減できることとしている。
　職員については、複数の評定者による客観的な勤務評定をより厳格に行うことにより、昇給
や勤勉手当等について、職員の処遇へ適確に反映することとした。

203
207



自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(4)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

見直し状況

（5）評価資料

（４）競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員にかかる人事配置

　実務経験を有する質の高い人材の確保を図り、適切な人事配置を行う。

　競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金を適切かつ効率的に運営するためには、実務経験を積んだ人
材に当該事業を担当させることが必要であるため、任期付職員39名を雇用し、適切な人事配置を行った。
　なお、任期付職員については、平成18年2月14日付「公的部門における総人件費改革について（独立行政法人
関連）」に基づく雇用であり、「行政改革の重要方針」に基づく総人件費改革の削減対象から除外している。

評価の観点 達成度

人事配置の実施
　実務経験を有する質の高い任期付職員を多数確保することに
より、その豊富な経験を生かして、業務を効率的・効果的かつ
機動的に実施できるようにした。

「平成21年度監事監査結果報告書」Ⅲ　今後、改善又は検討を希望する事頄
３　管理部門の強化について
　内部統制の観点から、振興会の業務拡大に伴い、なんらかの方策により管理部門を強化する
ことは喫緊の課題であり、この分野の強化をはからないと不測の事態を生じかねない可能性が
あることを、監事として指摘しておきたい。

　管理部門の強化に関しては、一般管理費の削減や総人件費改革との関係もあり、正規職員の
増員を図ることが難しいところではあるが、非正規職員の雇用、派遣職員の増員により強化を
図っている。
　今後とも、上記方策に加え、業務の効率化や外部委託を検討することにより、管理部門の強
化を図っていきたい。

該当なし
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自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(5)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

（5）評価資料

 平成22年度に実施した具体的事頄
・ 産業医を委嘱し、職員の労働安全衛生の確保を充実した。
・ ポスター等の掲示により、年次休暇の取りやすい職場環境を整えた。
・ メンタルヘルス相談室を設置し、専門家による電話相談等の体制を整えた。
・ 外部講師を招いて、ストレスマネジメントに関する講習会を開催した。
・ インフルエンザの予防接種費用を一部補助し、インフルエンザの感染予防に努めた。

（５）職員の福利・厚生

　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。

該当なし

評価の観点 達成度

福利・厚生の充実

　外部専門家に職員の健康やメンタルヘルス等の相談を委託するこ
とにより、相談者に対して適確な回答ができるようになった。
　また、インフルエンザの予防接種費用を一部補助し、衛生管理を強
化した。

１）レクリエーション経費・慶弔見舞金等に関して、法人からの支出は行っていない。永年勤
続表彰に関しては、国及び他法人の動向を見つつ、引き続き検討することとしている。

答申・提言等
による

指摘事頄

２）法定外福利厚生費に関しては、レクリエーション経費・慶弔見舞金等に関して、法人から
の支出は行っていない。永年勤続表彰に関しては、国及び他法人の動向を見つつ、引き続き検
討することとしている。職員の諸手当に関しては、諸手当の適切性に関して、検討の結果、俸
給の特別調整額（振興会における管理職手当）は、現在の職員構成で試算をしたところ、現状
においては国と同様の定額制を導入するよりも、定率制の方が人件費を抑えられるため現状で
は定率制を維持することとし、定額制の導入については引き続き検討することとしている。勤
勉手当に関しては、国と同様の取り扱いに変更した。
　給与振込費は金融機関との交渉により無償としており、また、海外出張旅費など、旅費の支
給については国家公務員に準じている。給与振込費は、国家公務員に準じ無料により実施して
いる。

２）「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅲ－４－②　管理運営の適正化
○　法定外福利厚生費、給与振込経費、海外出張旅費などの事務に係る経費及び職員の諸手当
については、国家公務員に準じたものとなるよう徹底を図る。

見直し状況

１）「平成20年度におけ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
ついての意見について」（法定外福利厚生費）
　今後の評価に当たっては、以下の法人からの支出について、多くの法人が支出を行っていな
い又は支出を廃止するよう見直しを行っている状況も踏まえ、国民の理解を得られるものと
なっているかという観点から、その適切性を評価結果において明らかにすべきである。その
際、「独立行政法人のリクリエーション経費について（平成20年8月4日総務省行政管理局長通
知）」においては、国費を財源とするレクリエーション経費については支出しないこと、国費
以外を財源とする場合でも厳しく見直すこととされていることに留意する必要がある。
　・慶弔見舞金、永年勤続表彰等の個人に対する給付等に係る事業に対する法人からの支出
（互助組織が法人からの補助（包括補助を含む。）を受けて行う支出も含む）：日本学術振興
会

「平成21年度監事監査結果報告書」Ⅰ　総括的監査意見（法定外福利費について）
　昨年の総務省２次評価において指摘を受けた法定外福利費について、本会が唯一該当した永
年勤続者に対する記念品への法人からの支出に関しては、国家公務員や国立大学職員等に対し
ても同様の支出が行われている状況を踏まえると、特段の不合理性は認められないが、今後、
国家公務員等の状況が変化した際には、本会においても改めて検討する必要があると思料され
る。
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自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(6)）

（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

Ａ

（4）指摘事頄に対する見直し状況

答申・提言等
による
指摘事頄

１）「整理合理化計画　Ⅲ－１－(4)　給与水準の適正化等」
③給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の観点から、監事に
よる監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチェックする。

「総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による評価結果」
　本法人の平成19年度における給与水準は、対国家公務員指数（年齢勘案）で119.0（事務・技
術職員）と国家公務員の水準を上回っている。（中略）今後の評価に当たっては、別紙２（1-
(1)-ｱ-　(ｲ)、(ｴ)）を踏まえ、法人の説明が国民の納得の得られるものとなっているかという
観点から検証し、その結果を評価結果において明らかにすべきである。

「総務省政策評価・独立行政法人評価委員会による評価結果　表１」
　平成19年度の給与水準の対国家指数については、職員の昇給号数の抑制、管理職手当の見直
し、管理職ポストの削減等により、119（平成18年：121）と着実に低下が図られている。高学
歴者の割合、勤務地、職務の困難性など、日本学術振興会の給与水準が高くなっている要因は
あるが、引き続き適切な給与水準への改善を望む。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅲ－４－①　人件費の適正化
○　国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、国民の理解と納得が得られるよう、その水準
が国家公務員と同等のものとなるよう努める。
ア）国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、給与水準の適正化に係る具体的な方策と数値
目標を内容とする取組を着実に実施する。
イ）主務大臣は、上記取組の実施状況を的確に把握するとともに、人件費削減の進ちょく状
況、給与水準の在り方等を検証した上で、その結果を、国家公務員と比べて給与水準が高い理
由、講ずる措置等と併せ、総務大臣に報告する。
ウ）総務大臣は、上記の報告を取りまとめ、公表する。
○　給与水準については、監事による監査、評価委員会による事後評価においても、引き続き
厳格なチェックを行う。

総人件費改革の適切な執行
　「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関
する法律」（平成18年度法律第47号）等に示された方針に基づ
き、人件費を適切に削減した。

（６）人件費に関する指標

（参考１）
　平成２２年度中「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年法律第47
号）等に示された方針に基づき、平成１７年度決算を基準とした削減対象人件費は、総人件費改革の取組の削減
対象外となる任期付職員に係る人件費を除き、総額６９８百万円。

（参考２）
　平成２２年度中、上記の削減対象となる人件費に総人件費改革の取組の削減対象除外となる任期付職員に係る
人件費を含めた人件費額は、総額９３８百万円（ただし、この金額は、今後の国からの委託費、補助金、競争的
研究資金の獲得状況により増減があり得る。）

　平成２１年度中「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」（平成18年度法律第47
号）等に示された方針に基づき、平成１７年度決算を基準とした削減対象人件費は、総人件費改革の取組の削減
対象外となる任期付職員に係る人件費を除き、総額６７１百万円。

　平成２１年度中、上記の削減対象となる人件費に総人件費改革の取組の削減対象除外となる任期付職員に係る
人件費を含めた人件費額は、総額９０７百万円。

評価の観点 達成度
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自己点検・外部評価個別シート（第7-2-(6)）

（5）評価資料

該当なし

３）「政策評価・独立行政法人評価委員会による二次評価結果」
１）給与水準に影響する諸手当の適切性
「国と異なる諸手当として、①俸給の特別調整額（管理職手当が定率性）、②勤勉手当（対象
者の割合、最優秀者の設定なし）がある。」

見直し状況

１）平成22年度の給与水準については未定であるが、その検証においては、学歴・地域以外の
要因についても行うものとする。また、給与水準引き下げのために講じた措置について、監事
監査を実施した。また、人件費削減の進ちょく状況、給与水準の在り方については、平成22年
度より主務大臣の検証を受けることとしている。

２）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）において削減対
象とされた人件費について、次の取組を行うとともに、ラスパイレス指数を引き下げるため、
給与体系の見直しを行った。
・給与格付の引き下げとして、〔平成16年7月△7%　平成18年4月△3%　平成20年4月△4% 平成
22年4月△1%〕を実施しており、平成17年度決算と比較し△2.52％となっている。
・職員の昇給号俸数の抑制を平成20年1月から実施しており、平成17年度と比較して、△0.4％
となっている。
・人事院勧告を踏まえた給与改定等を実施しており、平成17年度と比較して△5.68％となって
いる。
　その結果、平成21年度総人件費については、平成17年度決算に対して8.6％の削減を行った。
なお、平成21年度決算に対しては4.1％の削減となっている。

３）俸給の特別調整額（振興会における管理職手当）は、国と同様の定額制よりも、定率制の
方が人件費を抑えられるため現状では定率制を維持するが、定額制の導入については引き続き
検討することとしている。勤勉手当に関しては、国と同様の取り扱いに変更した。

２）「勧告の方向性を踏まえた見直し案　第３－２　効率化目標の設定及び総人件費改革」
　総人件費については、簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律
（平成18年法律第47号）等に基づき、5年間で5％以上を基本とする削減を着実に実施すること
とし、役職員の給与に関し国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直しを促進する。

「整理合理化計画　Ⅲ－１－(4)　給与水準の適正化等」
ア　各独立行政法人は、人件費総額について、行政改革推進法の規程に沿って着実に削減に取
り組むこと。

「整理合理化計画　別表【業務運営体制の整備】」
○「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に
ついては、平成22年度までに平成17年度予算の人件費と比較し、5％以上削減する。

「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」Ⅲ－４－①　人件費の適正化
○　独立行政法人の総人件費については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平
成22年11月１日閣議決定）に基づき、今後進める独立行政法人制度の抜本的な見直しの一環と
して厳しく見直す。
○　各独立行政法人の長、理事及び監事等の報酬については、個人情報保護にも留意しつつ、
引き続き個別の額を公表する。
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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

改正 平成２１年３月２５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20年3月28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
１ この規程は、平成16年2月17日から施行する。
２ 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。

附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
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独立行政法人日本学術振興会�部������ 

 
 
 
青 木 克 己   長崎大学大学院国際健康開発研究科長 

          長崎大学国際連携研究戦略本部事務取扱 

 
 

青 柳 正 規   国立西洋美術館長 

 
 

小 舘 香椎子   独立行政法人科学技術振興機構男女共同参画主監 

 
 

塚 本 克 博   三菱電機株式会社顧問 

 
 

中 島 尚 正   学校法人海陽学園 海陽中等教育学校長 

 
 

二 瓶 好 正      東京理科大学特別顧問 

 
 
 

※敬称略 

任期：平成 23 年 5月 1日～25 年 4 月 30 日 
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��行�法人日���振興会外部評価実施要� 

 

平 成 ２ ３ 年 ６ 月 ３ 日 

第１回外部評価委員会決定 

 

１．評価の区分 

１）事業年度評価（各事業年度終了時の評価） 

年度計画の実施状況を調査・分析し、各事業年度における業務の実績全体について総合的な評価を

行うとともに、法人が果たすべき役割についての評定を行い、以降の業務運営の改善に資する。 

  ２）中期目標期間評価（中期目標期間終了時の評価） 

中期目標の達成状況を調査・分析するとともに、業務継続の必要性、組織の在り方及び業務全般に

わたる検討を行い、評価を行うものとする。 

 

２．事業年度評価 

  事業年度評価においては、中期計画に定められた各項目の毎事業年度の実施状況について、下記の通

り実施する。 

  １）評価項目 

年度計画に沿って評価項目を設定し、各項目ごとに事業が中期目標及び中期計画に従って適切に実

施されているかどうかを評価する。 

  ２）各評価項目の評価基準 

各評価項目の評価については、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃの４段階評価とする。 

Ｓ：特に優れた実績を上げている。 

Ａ：中期計画通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調、または、中期目

標を上回るペースで実績を上げている。 

  （当該年度に実施すべき中期計画の達成度が 100％以上） 

Ｂ：中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、中期目標を達成

し得ると判断される。 

  （当該年度に実施すべき中期計画の達成度が 70％以上 100％未満） 

Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。 

  （当該年度に実施すべき中期計画の達成度が 70％未満） 

３）評価方法 

   振興会から提出される自己点検評価報告書、業務実績報告書等に基づき、中期目標及び中期計画に

照らし、概ね以下の手順に沿って、外部評価シート（別紙）を作成することにより評価をとりまとめ

る。 

   ① 振興会から、自己点検評価報告書、業務実績報告書等によりヒアリングを実施 

   ② 各委員による評価案の作成 

   ③ 委員会の合議による項目評価及び法人の果たすべき役割の評価を実施 

      ④ 委員会による総合的な評価（総論）の実施 
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３．中期目標期間評価 

 １）項目別評価 

   中期計画の各項目ごとに達成度の評定を実施し、その達成状況の段階的評価を行う。 

   なお、評価の実施にあっては、年度評価の積み上げで十分対応可能と判断されることから、中期目

標期間中に実施された外部評価結果を踏まえて検討を行うこととする。 

  ２）各評価項目の評価基準 

    ① 段階的評定の区分については、次の考え方を基本とする。 

      Ｓ：特に優れた実績を上げた ※１ 

           Ａ：中期目標を十分に達成した 

      Ｂ：中期目標をおおむね達成した 

      Ｃ：中期目標は十分に達成されなかった 

      ※１ 業務の特性に応じて、適宜設定する。 

    ② 評定に当たっては、数値目標に関する評価項目について、定量的な指標を用いて客観的な評定基

準を設定することを基本とする。また、定性的な目標に関する評定項目については、定量的な指

標を補完的に用いるなどにより、客観的な評定基準の設定に努める。 

    ③ 複数の評価項目、指標を組み合わせて評定を行うことも可能とする。 

  ④ 客観的な評定基準を設定することが困難な項目については、委員の協議により評定する。 

  ⑤ 評定に併せ、次期中期目標期間の業務実施に当たっての留意すべき点などについての意見を記述

することも可能とする。 

 ３）評価方法 

振興会から提出される自己点検評価報告書、業務実績報告書等に基づき、中期目標及び中期計画に

照らし、概ね以下の手順に沿って、外部評価シートを作成することにより評価をとりまとめる。 

   ① 振興会から、自己点検評価報告書、業務実績報告書等によりヒアリングを実施 

   ② 各委員による評価案の作成 

   ③ 委員会の合議による項目評価の実施 

      ④ 委員会による総合的な評価（総論）の実施 
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特記事項シート

日本学術振興会が果たすべき役割の評価

【自己点検評価】
自己点検
評定

外部評価
評定

【自己点検評価】
自己点検
評定

外部評価
評定
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掲載箇所 中期計画 頁 年度計画 頁 事業報告書 頁

1．中期計画

2．意義・必要性

3．年度計画

自己点検・外部評価全体シート（）

事業・業務の名称：

4．得られた成果に関する評価

5．決算額（支出額） 【セグメント区分：　　　　　　　　　　　　　】　　　　

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

 （単位：千円）

6．自己点検評価

評定
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7．自己点検評価結果の推移

平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度

8．中期計画の進捗状況

9．外部評価

評定
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（1）年度計画

（2）業務実績

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価

評定

自己点検・外部評価個別シート（）

評価の観点 達成度

（4）指摘事項に対する見直し状況

答申・提言等
による

指摘事項

見直し状況

（5）評価資料
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独立行政法人日本学術振興会外部評価「外部評価結果の総括」 

 

外部評価�����        ��   

（振興会業務全般について、半ページから１ページ程度の分量によりコメントを御記入くださるよ

うお願いいたします。） 
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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２３年度自己点検評価実施要領 
 

平成２３年３月２５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、振興会が行った平成２２年度事業を対象とし、次の事業項目

ごとに実施する。 

第一 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 

第二 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 

第七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 

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．独立行政法人日本学術振興会事業の自己点検評価手法について 

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２２年度事業の評価手法について」（以下「評価手法」という。）

を作成する。 

 

５．評価シート 

自己点検評価は、別紙「平成２２年度事業評価シート」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別紙「評価シート」を作成し、

委員会に報告する。 

  また、事業項目の評価結果を踏まえ、「法人が果たすべき役割」に係る評価シー

トを作成し、委員会に報告する。 

 

 特記事項シート 

  １．自己点検評価 

 

全体シート 

１．中期計画 

２．意義・必要性 

３．年度計画 

４．得られた成果に関する評価 
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５．決算額（支出額） 

６．自己点検評価 

７．自己点検評価結果の推移 

８．中期計画の進捗状況 

９．外部評価 

 

個別シート 

(1) 年度計画 

(2) 業務実績 

(3) 評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価 

(4) 指摘事項に対する見直し状況 

(5) 評価資料 

 

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、それぞれの評価結果を「評

価シート」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。 

  

 特記事項シート 

  ２．評定 

 

全体シート 

６．自己点検評価の結果 

 

個別シート 

  (3)「評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価」における評価 

  (4) 指摘事項に対する見直し状況 

 

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。 

 

 

※ 別紙「評価シート」は、「独立行政法人日本学術振興会外部評価実施要領」の別

紙参照。 
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独立行政法人日本学術振興会 

平成２２年度事業の評価手法について 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
平成２３年３月 

独立行政法人日本学術振興会 
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平成 22 年度事業の評価手法について 
 

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・外部

評価を実施することを定めている。この自己点検・外部評価は、独立行政法人通則法（平成 11 年法

律第 103 号）が示すように、独立行政法人として、適正かつ効率的に業務が実施できるよう自ら点検

するとともに、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。 
本「評価手法について」は、平成 22 年度事業に係る自己点検・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。 
 

 
独立行政法人通則法では、独立行政法人の業務運営について、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うこととしている。 
業務運営の状況については、独立行政法人通則法第 32 条及び 34 条の規定に基づき、毎年度終了時、

中期目標期間終了時に主務省に置かれた独立行政法人評価委員会等により評価を受けることとされて

いる。これらの評価は、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、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となっている。 
この評価を受けるに当たっては、独立行政法人日本学術振興会に関する省令（平成 15 年 10 月 1 日

文部科学省令第 48 号）第 5 条及び 7 条に基づき、独立行政法人評価委員会に事業報告書を提出する

ことが定められている。さらには、評価の参考資料として、自己点検・外部評価報告書を提出するこ

とが求められている。 
 

 
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、学術研究の特性（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。）

に十分に配慮したものでなければならない。 
評価を実施する際には、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、などの観点から評価を行うことが重要である。 
 このような特性を踏まえた上で、以下に掲げる「評価指針」、「評価結果」、「指摘事項」の 3 点

に留意する必要がある。 
我が国の研究開発の事業にかかる評価の指針としては、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」

（内閣総理大臣決定）、文部科学省における研究及び開発に関する評価の指針としては、「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」（科学技術・学術審議会建議）がそれぞれ示さ

れており、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。 
報告または通知されている評価結果としては、振興会の外部評価委員会により実施された外部評価
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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。 
指摘事項としては、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」の指摘を受けているほか、行政刷新会議による独立

行政法人見直しについての方針が提示されたところである。 
これらを踏まえた上で、業務・事業の評価を実施することが必要であり、以下に、評価に関する政

府や独法評価委員会の指針や指摘事項を参照する。 
 
�評価指針� 
1.「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（別紙 1 
p.1 参照）。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。研究開発にかかる業

務の特性等を考慮した評価についての基本的な考え方が示されており、振興会の自己点検・外

部評価を実施する際にも参考となるものである。 
 
2.「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�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。 
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。この評価指針では 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、留

意が必要である。 
平成20年10月31日には、「国の研究開発評価に関する大綱的指針」（内閣総理大臣決定）が
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改定された（別紙2 p.5参照）。また、科学技術・学術審議会は、6つの観点（「①評価結果を

次の研究につなげ、成果を国民・社会へ還元する的確で効率的な評価の実施」「②過重な評価

作業負担を回避する機能的で効率的な評価の実施」「③世界的視点からの評価の実施」「④新

たな研究を見出し、発展させ、人材育成面においても成果を生み出す研究開発活動を促す評価

の実施」「⑤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」「⑥評価資源の確保や評価支援体制の強化」）から、文部科学省評価指針の検討を重

ね、平成21年1月23日に「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」の改定を文部科

学大臣に建議し、平成21年2月17日に改定された（別紙3  p.8参照）。 
以上を踏まえて、両指針に示された評価手法等を参考にしながら、自己点検・外部評価を実

施していくことが必要である。 
 

3.「独立行政法人の中期目標期間終了時の見直し及び業務実績評価に関する当面の取組方針」（総

務省政策評価・独立行政法人評価委員会）を考�した評価 
 総務省に置かれた政策評価・独立行政法人評価委員会は、平成 19 年 7 月 11 日に「独立行政

法人の中期目標期間終了時の見直し及び業務実績評価に関する当面の取組方針」（以下「取組

方針」という。）を公表した（別紙 4 p.15 参照）。独立行政法人制度では、法人の自主性を

確保し、効率的かつ効果的な業務運営の実現を図るとともに、業務実績に関する厳格な事後評

価と組織・業務全般に関する定期的な見直しを行う仕組みが確立されている。しかし、一部の

独立行政法人の不祥事が相次いで明るみに出るなど、その根幹が揺らぎかねない事態になりつ

つあることを踏まえ、上記「取組方針」が定められたところである。 
以上を踏まえて、この取組方針に留意しつつ、振興会の自己点検・外部評価を実施していく

ことが必要である。 
 
4.「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」及び「独立行政法人日本学術振

興会の業務実績に係る基本方針」を考�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（一部改正）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る。 
 平成 19 年 2 月 16 日には、基本方針の一部改正を行い、１）各評価項目の評定基準を４段階

評価（S、A、B、F）から、５段階評価（S、A、B、C、F）に統一し、Ｆ評価（業務改善の勧

告）が実施できるよう見直しを行った。２）各評価項目とは別に、大項目ごとに評価を実施し、

多面的に観点から法人全体を評価し、法人業務の在り方、改善すべき点等を明らかにするなど

の改善を行った。さらには、３）社会における当該法人の役割を踏まえ、国民目線に立った評

価、４）評価書作成に当たり、全体評価の形式等の変更や財務情報の適切な記載に留意するよ

う見直しが行われた。 
 一方、独立法人評価委員会科学技術・学術分科会日本学術振興部会は、上記基本方針の変更

を踏まえ、平成 20 年 2 月 4 日「独立行政法人日本学術振興会の業務実績に係る基本方針」を一

部改正した（別紙 5 p.17 参照）。この改正により、事業年度評価に加え、中期目標期間に係

る評価の基本方針が決定され、さらには、自己点検・外部評価報告書を評価の参考資料とする
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ことが併せて定められたところである。 
 

5.「効果的・効率的な独立行政法人評価の実現に向けて取るべき方策の基本方針」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 19 年 12 月 19 日に「効果的・効率

的な独立行政法人評価の実現に向けて取るべき方策の基本方針を考慮した評価」を定めた（別

紙 6 p.19 参照）。 
これまでも、文部科学省独立行政法人評価委員会が行う業務実績評価の結果を法人の予算や

業務運営に着実に反映させてきたところであるが、更に法人業務の PDCA サイクルを強化して

いくことが必要であるとの観点から、評価作業を前倒しし、評価結果を次年度の概算要求によ

り確実に反映させようとするものである。評価結果決定の前倒し実現に向けて、「取るべき方

策」がとりまとめられている。 
 
�評価結果� 
6�独立行政法人日本学術振興会外部評価結果における��に�した評価 

独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会は、平成 20 年 7 月 2 日、平成 19 年度事業及び

第 1 期中期目標期間に係る業務実績の外部評価結果を日本学術振興会理事長に報告した。また、

平成 21 年 6 月 29 日には平成 20 年度事業に係る業務実績の外部評価結果を、平成 22 年 7 月

15 日には平成 21 年度事業に係る業務実績の外部評価結果を日本学術振興会理事長に報告した

（別紙 7 p.20 参照）。本報告書には、効率及び効果の両面から管理運営の実施状況、各事業

の達成状況等について検証を行った結果がとりまとめられている。 
外部評価で指摘された事項については、適切に業務が実施され、かつ必要な改善が行われた

か等を検証し、平成 22 年度事業に係る評価にその結果を反映することが必要である。 
 
7�「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」に�した評価 

文部科学省独立行政法人評価委員会は、平成 20 年 8 月 28 日、「平成 19 年度に係る業務の

実績に関する評価の結果について」と併せて、「中期目標期間に係る業務の実績に関する評価

の結果について」を振興会に通知した。また、平成 21 年 8 月 31 日には「平成 20 年度に係る

業務の実績に関する評価の結果について」を、平成 22 年 8 月 30 日には「平成 21 年度に係る

業務の実績に関する評価の結果について」を振興会に通知した（別紙 8 p.23 参照）。本通知

は、独立行政法人通則法第 32 条及び 34 条に基づき通知されるもので、振興会の業務の実績の

全体について総合的な評定を行った結果がとりまとめられている。 
本通知において指摘された事項については、適切に業務が実施され、かつ必要な改善が行わ

れたか等を検証し、平成 22 年度事業に係る評価にその結果を反映することが必要である。 
 

8�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について」に�した評価 
【平成 19 年度】 

総務省に置かれた政策評価・独立行政法人評価委員会は、平成 20 年 11 月 26 日に「平成 19
年度におけ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

について」を通知した（うち、契約の適正化に係るものについては、別途平成 21 年 1 月 7 日に
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通知）。これは、各府省の独立行政法人評価委員会等から提出された独立行政法人 102 法人、

と独立行政法人に準じて評価を行うこととされている法人の平成 19 年度業務実績評価の結果

（一次評価）の結果について、府省横断的な視点から二次評価を実施した結果を意見として通

知したものである。 
総人件費の削減については、「総人件費改革基本指針」（平成 17 年 11 月 14 日経済財政諮

問会議）において公務員及び独立行政法人等の総人件費の大胆な削減指針が公言されて以来、

「行政改革の重要方針」（平成 17 年 12 月 24 日閣議決定）及び「簡素で効率的な政府を実現

するための行政改革の推進に関する法律」（平成 18 年法律第 47 号）において、今後 5 年間で

5％以上の人件費（今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分を除く。）を削減するという具体的

な削減目標が示されてきた。これらの総人件費削減の観点から、二次評価においては、振興会

の対国家公務員指数（年齢勘案）の給与水準が国家公務員の水準を上回っていることに対して、

国民が納得のいく合理的な説明を求めている。 
また、平成 21 年 1 月 7 日に別途通知された「文部科学省所管独立行政法人の業務実績に関す

る評価の結果等についての意見（契約の適正化に係るもの）」では、「随意契約の適正化の一

層の推進について」（平成 19 年 11 月 2 日公共調達の適正化に関する関係省庁連絡会議）や

「独立行政法人整理合理化計画」を踏まえて、独立行政法人評価委員会、監事、会計監査人に

よる厳正な評価やチェックが必要であると言及されている。 
 
【平成 20 年度】 

同委員会は、平成 21 年 12 月 9 日に「平成 20 年度におけ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について」を通知した。これは、各府省の独

立行政法人評価委員会等から提出された独立行政法人 101 法人等の平成 20 年度業務実績評価の

結果（一次評価）について、府省横断的な視点から二次評価を実施した結果を意見として通知

するとともに、「契約に関する適正化に関する通知結果」及び「諸手当及び法定外福利費に関

する調査結果」として通知されたものである。 
振興会は、契約の適正化について、第三者に再委託する場合の十分な検証の必要性、諸手当

及び法定外福利費の適切性確保については、給与水準に影響する諸手当の適切性及び法定外福

利費の適切性について厳正な評価やチェックが必要であると言及されている。 
 

【平成 21 年度】 
同委員会は、平成 22 年 12 月 22 日に「平成 21 年度におけ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について」を通知した。 
所管法人共通の意見としては、保有資産等の見直しおよび内部統制の充実・強化に言及され

ている。保有資産については、独法による資産の見直し状況を独法による資産の見直し状況を

国民にオープンにする方策の検討と、その厳格なチェックを行うための枠組みの整備が必要で

あることを指摘し、内部統制の充実・強化については、独立行政法人自らが組織風土を含むマ

ネジメント改革に積極的に取り組み、内部統制の充実・強化することが必要と指摘している。 

一方、法人個別の意見としては、最上級のＳ評価を付すに当たり、評価項目についてこれま

で以上に、いかに特に優れた実績を上げたかを具体的に説明すべきと指摘している。 

以上の指摘に鑑み、総人件費の削減および随意契約の適正化のほか、給与水準に影響する諸
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手当、保有資産、内部統制については、特に留意して評価することが必要である。 
（http://www.soumu.go.jp/hyouka/dokuritu_n/hyoukaiken.html 参照） 

 
�指摘事項� 
9�「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について』

における指摘事項を踏まえた見直し案」（平成 18 年 12 月 15 日文部科学省）に�した評価 
総務省政策評価・独法評価委員会は、「中期目標期間終了時における独立行政法人の組織・

業務全般の見直しについて」（平成15年8月1日閣議決定）、「行政改革の重要方針」（平成17
年12月24日閣議決定）等に基づき、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加

え、平成20年度末までに中期目標期間が終了する法人で融資等業務を行う独立行政法人等計23
法人について、平成18年11月27日に「独立行政法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告

の方向性について」の指摘を行った。 
この指摘を踏まえ、文部科学省は「『独立行政法人日本学術振興会の主要な事務及び事業の

改廃に関する勧告の方向性について』における指摘事項を踏まえた見直し案」（平成 18 年 12
月 15 日文部科学省）を提示した（別紙 9 p.26 参照）。行政改革推進本部は、平成 18 年 12
月 24 日、この見直し案を「中期目標期間終了時の組織・業務の見直しの結論を平成 18 年中に

得る独立行政法人等の見直しについて」において了解しており、これに基づいて振興会の事業

・業務の見直し・改善を実施することが必要である。 
 
10.「独立行政法人整理合理化計画」（平成 19 年 12 月 24 日閣議決定）に示された理�の実現に

向けた評価 

平成19年6月19日に閣議決定された「経済財政改革の基本方針2007」では、政府が果たすべ

き機能の見直しの第一弾として、「現行の独立行政法人が制度本来の目的にかなっているか、

制度創設後の様々な改革と整合的なものとなっているか等について、原点に立ち返って見直す」

とされた。その上で、すべての独立行政法人（101法人）について見直しの3原則（「官から民

へ」原則；競争原則；整合性原則）に基づき、民営化や民間委託の是非を検討し、平成19年内

を目途に「独立行政法人整理合理化計画」を策定すると明記された。 
その後、行政減量・効率化有識者会議において策定に係る基本方針が取りまとめられ、検討

を重ねた結果、平成19年12月24日に「独立行政法人整理合理化計画」が閣議決定された（別紙

10 p.28参照）。この計画では、いくつかの法人の廃止・民営化、統合及び非公務員化などの

見直しに加え、業務運営の効率化施策として、全ての法人に対しての講ずべき横断的措置や各

法人について講ずべき措置といった指摘が行われている。 
本計画については、下記12に述べる「独立行政法人の抜本的な見直しについて」（平成21年

12月25日閣議決定）の中で、同計画に定められた事項については「当面凍結し、独立行政法人

の抜本的な見直しの一環として再検討する」とされた。その一方、各府省の判断により、同計

画に定められた事項について取組を進めることを妨げないとされていることから、振興会にお

いては、整理合理化計画で講ずべき措置とされている事項について、閣議決定で定められた独

立行政法人の見直し方針と併せて着実に対応を進め、改善状況（フォローアップ）を明記して

おくことが必要である。 
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11.「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等

に関する法律」の理念の実�に向けた評価 
近年の経済・社会情勢の変化に対応して、研究開発能力の強化及び研究開発等の効率的推進

を図ることが喫緊の課題であることに鑑み、「研究開発システムの改革の推進等による研究開

発能力の強化及び研究開発等の効率的推進等に関する法律」（平成 20 年 6 月 11 日法律第 63
号）が制定された。本法律では、「研究開発システムの改革の推進等による研究開発能力の強

化及び研究開発等の効率的推進は、研究開発等の推進のための基盤の強化を図りつつ、科学技

術の振興に必要な資源を確保するとともに、それが柔軟かつ弾力的に活用され、研究開発等を

行う機関及び研究者等が、これまでの研究開発の成果の集積を最大限に活用しながら、その研

究開発能力を最大限に発揮して研究開発等を行うことができるようにすることにより、我が国

における科学技術の水準の向上及びイノベーションの創出を図ることを旨として、行われなけ

ればならない。」ことを掲げている。 
以上の法案で言及されている理念や目的に照らして、自己点検・外部評価においても今後進

むべき方向性を見据えた評価を実施することが必要である。 
（http://law.e-gov.go.jp/announce/H20HO063.html 参照） 

 
12�「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」（平成 22 年 12 月 7 日閣議決定）による

��を踏まえた評価 
行政刷新会議では、事務・事業等の無駄を洗い出した上で、制度・組織の見直し、とりわけ

ガバナンスの在り方について検討を進めることが重要であるという認識の下、平成 21 年 11 月、

翌 22 年 4 月、11 月に「事業仕分け」の手法を用いて、行政全般の刷新を強力に進めてきた。

これらの事業仕分けの結果を踏まえ、平成 22 年 12 月 7 日には「独立行政法人の事務・事業の

見直しの基本方針」が閣議決定された（別紙 11 p.33 参照）。この基本方針では、事務・事業

及び資産・運営について基本的な考え方を提示した上で、各独立行政法人について講ずべき措

置を定めている。振興会は、各種事業の整理合理化のほか、事務所等の見直しが求められてい

る。 
今後は、この見直しの基本方針のフォローアップを実施することが必要となるため、年度評

価にあたっても、当該年度の対応内容ばかりではなく、進捗状況なども含めた具体的な記述を

行い、基本方針に対応していくことが必要である。 
（http://www.cao.go.jp/sasshin/101207_khoshin.pdf 参照） 
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22  

1  
年度計画に定められた各項目の達成度について、それぞれ「自己点検・外部評価シート」

に沿って評価を行う。 
自己点検・外部評価シートは、「全体シート」とそれに付随する「個別シート」から成る。 
全体シートでは、付随する各個別シートでの記載内容を踏まえて、年度計画に定められた

大項目ごとに事業全般にわたる総括としての意義・必要性、得られた成果に関する評価、自己

点検評価結果等を記載する。個別シートでは、年度計画に定められた項目毎に業務実績、評価

基準の達成度等を記載し、それらの個別シートを取りまとめる形で全体シートを作成する。 
本シートは、「効果的・効率的な独立行政法人評価の実現に向けて取るべき方策の基本方

針」（平成 19 年 12 月 19 日 文部科学省独立行政法人評価委員会）において、項目別評定に

係る議論の効率化を図るため、評定を行う項目の適切な大ぐくり化をするようにとの指摘を準

用したものである。 
また、同方針において法人業務のＰＤＣＡサイクルの強化が謳われていることに鑑みて、

PDCA サイクル「計画（Plan）、実行（Do）、評価（Check）、改善（Act）」の考え方に基

づき構成されている。これを踏まえて、本シートに記載する際には、PDCA サイクルを意識

した記載を心掛けることが望まれる。 
 
2  

＜特記事項シート記載事項＞ 
1．自己点検評価 

法人が果たすべき役割についての評価を記載するもの。 
 
2．評定（自己点検、外部評価） 
評定については客観的な基準を設けず、平成 22 年度の事業、業務が学術振興のためにどの

ような役割を果たしたのかを評価し、記述するもの。 
 
＜全体シート記載事項＞ 
1．中期計画 
 
2．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するもの。 
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。 
併せて、他では成果を出せない当該事業の特色や特殊性についても具体的に言及すること

で、振興会が当該事業を実施していることの必然性を明らかにする。 
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3．年度計画 
 
4．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具体的な成果に対して、付随する個別シートの内

容を踏まえた上で、定性的な評価を記載する。 
 
5．決算額（支出額） 

決算額（支出額）をセグメント毎に記載する。これは、「独立行政法人の主要な事務及び事

業の改廃に関する勧告の方向性」において「財務内容等の一層の透明性を確保する観点から、

決算情報・セグメント情報の公表の充実等を図る」旨の措置があったこと、さらには「独立行

政法人整理合理化計画」において「各独立行政法人は、業務内容等に応じた適切な区分に基づ

くセグメント情報の開示を徹底する」旨の指摘を踏まえたものである。 
セグメント区分は以下の通りとする。なお、セグメント区分については、財務情報等公表の

一層の効率化を図る観点から引き続き検討を行い、見直しを図る。 
 
① 科学研究費補助金 
② 研究者の養成 
③ 国際交流 
④ 審査・評価 
⑤ その他の事業 
⑥ 法人共通 

 
6．自己点検評価 

平成 22 年度事業に係る当該事業・業務に対する自己点検評価の結果を包括的に記述するも

の。後述する個別シートの記載内容を踏まえ、総合的な評価を記載するとともに、今後の業務

実施に当たって留意すべき点、今後の方向性等も併せて記載する。 
なお、評定は後述の「3 」に基づいて行う。 

 
7．自己点検結果の推移 

上述の「6．自己点検」で記載した自己点検評価結果を記載する。 
 
8．中期計画の進捗状況 

上記「1．中期計画」で記載した中期計画に対しての平成 21 年度末時点での事業・業務の

進捗状況を記載する。 
これは、「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」（平成 19 年 2 月

16 日一部改正 文部科学省独立行政法人委員会）において、「各事業年度において、中期計

画の実施状況を調査・分析し、業務の実績の全体について総合的な評定を行うことにより、以

降の業務運営の改善等に資する」とあること、及び、独立行政法人通則法改正法案での「中期

目標の期間の最初から当該事業年度末までの期間に係る中期計画の進捗状況について評価を受

けなければならない」という条項を踏まえ、記載するものである。 
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9．外部評価 

外部評価委員による評価結果が記入される。 
 

＜個別シート記載事項＞ 
（1）年度計画 
 
（2）業務実績 

事業・業務の当該年度の実施状況について、その概要を簡潔に記載する。なお、記載内容

は、事業報告書に記載する内容と同一とする。 
 

（3）評価基準（定性的・定量的基準）に基づく評価 
各事業・業務の内容やその特質によって評価を実施するのにふさわしい「評価の観点」を記

述し、達成度を検証・評価する。 
評価の観点は、定性的・定量的の両観点から具体的な指標を記載するが、できる限り客観的

な評価基準を設定することを基本とする。定性的な指標に関する評価項目については、定量的

な指標を補完的に用いる等により、可能な限り客観的な評価基準の設定に努める。 
評定は、後述の「3 」に基づいて行う。 

 
（4）指摘事項に対する見直し状況 

当該事業・業務が国の政策、政府の諮問機関からの指摘を受けている場合、見直し状況、改

善の達成度を評価・検証し、記述する。 
 
（5）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する資料を記載する。

評価資料には、事業・業務に関連する政府等の提言、各種規定、募集要項、パンフレット、プ

ログラム、報告書、満足度調査結果、就職状況調査結果等各事業の内容理解及び評価の参考と

なるものを厳選して用意する。 
 

3  
全体シートの「6．自己点検評価」及び「9．外部評価」、並びに個別シートの「（3）評価

基準（定性的基準・定量的基準）に基づく評価」における各評価項目の評点は、S、A、B、C
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、文部科学省所管独立行政法人評価委員会において決定された「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」を基礎としている。 
また、特記事項シートの「2．評定」についても下記の基準を準用する。 
 
S：特に優れた実績を上げている。 
A：中期計画通り、または中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調、または中

期目標を上回るペースで実績を上げている。（当該年度に実施すべき中期計画の達成
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11 

度が 100 パーセント以上） 
B：中期計画通りに履行しているとは言えない面もあるが、工夫や努力によって、中期目標

を達成し得ると判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が 70 パーセン

ト以上 100 パーセント未満） 
C：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。（当

該年度に実施すべき中期計画の達成度が 70 パーセント未満） 
 

4  
評価については、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、今後も更に検討を重ね、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�１） 
 

研究開発関係法人の評価における関�事項（��） 
 

平成 1 6 年 6 月 30 日 
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�り方に関する研究会 

 
１ 考え方 

独立行政法人評価は、中期目標・中期計画の達成状況・実施状況の分析を基に、個々の法人の業務の特性

等を考慮しつつ評価を行うことを基本とするとともに、その結果を独立行政法人の業務、予算、組織、人事

等の見直しに具体的に反映させることにより、独立行政法人における業務の質の向上と業務運営の効率化等

を推進していくことを目的とするものである。 
研究開発関係業務を行う独立行政法人（以下「研究開発関係法人」という。）については、近年の厳しい

財政事情の中で、科学技術関係予算が拡充されてきている現下の状況にかんがみ、運営の効率化を前提にし

た真に必要な、真に効果的な資源配分を実現し、国民の期待と信頼に応えていくことが必要であり、その評

価の重要性はますます高まっている。 
研究開発関係法人には、主として研究開発業務を行う法人、主として研究開発資金の配分業務を行う法人、

これらの双方を行う法人などがある。 
また、研究開発業務自体も、個々に目的、内容、性格（基礎、応用、開発、試験調査等）、規模、財源等

が異なっており、中には、「新しい知の創出が期待される」基礎研究のように、当初の計画どおりに進捗し

なかったとしても、予想外の発展を導く可能性を完全に否定できないものもある。研究開発関係法人はこの

ような状況にあるが、その評価に当たっては、法人の業務の内容、性格、財源の種類等の違いにかかわらず、

すべての業務を評価の対象とするとともに、その違いに応じた有効かつ的確な評価手法により、厳格な評価

を行うことが必要である。その際、法人の長のマネジメントの適切性について評価することも必要である。 
また、研究開発関係法人が行う業務について、社会的・経済的観点からの評価にとどまらず、科学的・技

術的観点からの評価を的確に行うため、客観性・中立性・信頼性を確保しつつ、当該業務の評価を行うこと

ができる専門家の知見を積極的に活用していくことが必要となる。さらに、研究開発関係法人が行う業務の

中には、自ら行う研究開発や資金配分業務の対象となる機関が行う研究開発の期間が中期目標期間に満たな

いものや、複数の中期目標期間にまたがるようなものもあることから、個々の業務のサイクルを踏まえ、中

期目標期間終了時における業務の見直しに限らず、毎年度の独立行政法人評価の結果を業務の見直しに弾力

的に反映することも必要となる。 
なお、このように研究開発関係法人の多様な業務の評価を短期間で個々的確に行うためには、厳格な評価

を維持しつつ、評価の負担の軽減を図ることができるよう、評価の効果的かつ効率的な実施のための方策を

講ずる必要がある。 
 

２ 業務の実績に関する評価 
研究開発関係法人の評価については、政策評価・独立行政法人評価委員会の「平成13年度における独立行

政法人の業務の実績に関する評価の結果についての第２次意見」（平成14年12月26日。以下「第２次意見」

という（別添参考１参照）。）、「平成14 年度における独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果に

ついての意見」（平成15年11月13日）の別添「業務実績の経年的分析・評価及び受託業務等の分析・評価

の厳格性・信頼性の更なる向上のために」（以下「15年度意見」という（別添参考２参照）。）等を踏まえ

つつ、各府省の独立行政法人評価委員会において評価手法等の改善が進められてきているものと認識してい

る。このような状況を踏まえ、政策評価・独立行政法人評価委員会が各府省の独立行政法人評価委員会によ

る各事業年度の業務実績評価結果の二次評価を行う際には、これらの具体化を促進するとの観点から、以下

の各項目に留意して評価を行うものとする。なお、各府省の独立行政法人評価委員会において、別添参考１

及び２並びに以下の項目に掲げるような評価が行われていない場合には、その理由、考え方等を確認するも

のとする。また、中期目標に係る業務実績評価結果の二次評価を行う際にも、これに準じるものとする。 
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(1) 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の実施状況の評価 
ア 評価対象の範囲・評価単位関係 

【評価対象の範囲】 
・ 国等からの受託費、競争的研究資金その他の補助金等により行う業務を含むすべての業務が評価

対象となっているか（その際、研究開発業務に充てられる資金の性質等により、例えば、資金配

分機関において行われた評価結果を活用して評価を行うこととするなど適切な評価手法がとられ

ているか。）。 
＜第２次意見：１－(2)－ア【網羅的な評価の実施】、２－(2)【中期目標を達成するために行われるすべての業務の評価

の実施】関係＞ 
 

【評価単位】 
・ 業務の評価単位（計画と実績の対比を行う単位、各府省の独立行政法人評価委員会として評語・

コメントを付す単位）は、評価結果を研究開発関係法人の業務運営等に具体的に反映させる上で、

過大となっていないか。 
＜第２次意見：１－(2)－イ【評価結果を実効的に反映させるための評価方法の改善の検討】関係＞ 

 
イ 評価手法等関係 

【基礎的な情報の把握と整理】 
・ 評価に当たり、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の実施状況等について、

以下の事項を的確に把握しているか。また、これらの事項を整理した資料を活用するなど、的確な

評価を迅速に行うことができるような工夫が行われているか。 
― 独立行政法人の設置目的・業務の範囲と個々の研究開発業務・資金配分業務との関係 
― 国の政策の重点と個々の研究開発業務・資金配分業務との関係 
― 中期目標・中期計画・年度計画と個々の研究開発業務・資金配分業務との関係（計画段階で想

定されていた業務であったか。） 
― 個々の研究開発業務における研究目標・研究期間及び中間段階における重要な到達目標 （マイ

ルストーン）・研究計画の内容 
― 当該研究開発業務と、関連する研究開発業務との研究目標・研究計画の内容の関係等 
― 個々の研究開発業務の受委託の状況（受託元・委託先、受委託金額、受委託した業務内容、委

託等の目的、委託費の財源等） 
― 「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）等に基づ

き個々の研究開発業務について行われた事前評価、中間評価、事後評価等（委託元、資金配分

機関等で実施された評価を含む。）における実績報告、評価結果等の内容及びその評価結果の

反映状況（資源配分の重点化、プロジェクトの中止、見直しを含む。） 
― 総合科学技術会議が実施した国家的に重要な研究開発の評価結果、科学技術関係の独立行政法

人等の主要業務に対する見解等の内容やその反映状況（資源配分の重点化、プロジェクトの中

止、見直しを含む。） 
＜第２次意見：１－(2)－ア【年度計画の実施状況の分析・評価の実施】、【業務や施設ごとの分析・評価の実施の検討】

関係＞ 
 

【中期計画の進捗状況等】 
・ 個々の研究開発業務・資金配分業務の実績と中期計画・年度計画を照らし合わせて中期計画の進

捗状況の把握が行われるとともに、両者にかい離が生じている場合、その理由、妥当性、今後の

計画の実施の見通し等について分析が行われているか。その際、中期計画・年度計画に研究目標、

研究計画が明確になっていないなど問題がある場合は、その旨の指摘がなされているか。 
また、今後の当該業務の在り方、方向性等（資源配分の重点化、プロジェクトの中止、見直し

を含む。）が明確になるような形で評価が行われているか。当該評価結果は、「国の研究開発評

価に関する大綱的指針」等に基づく評価の結果（指摘事項等）とどのような関係にあるか。 
＜第２次意見：１－(2)－ア【年度計画の実施状況の分析・評価の実施】、１－(2)－イ【業務の在り方等の方向を明確に

する評価の実施】、２－(2)【試験研究等の業務についての評価の実施】関係＞ 
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【業務の内容、性格等に応じた評価】 
・ 研究開発関係法人の業務について、その種類、個々の研究開発業務についての目的、内容、性格

（基礎、応用、開発、試験調査等）、規模、財源等の観点から、どのような分類・整理を行い、

各分類ごとに、どのような視点、指標、手法等により評価することにしているか。 
・ 「新しい知の創出が期待される」基礎研究のように、短期的に成果を把握することが困難な研究

開発業務であっても、当該年度に当該業務を継続するとの判断を行った根拠を含め、法人の長に

よる業務、予算、人事等の具体的なマネジメント（業務実態の把握や実施している場合はその内

部評価等を含む。）の状況を毎年度把握し、その適切性について評価しているか。 
＜第２次意見：２－(2)【試験研究等の業務についての評価の実施】、15年度意見【研究開発業務の評価の観点】関係＞ 
 
【専門家の活用】 
・ 研究開発業務・資金配分業務の実績について科学的・技術的観点からの評価を行うに当たって、

当該研究開発業務の評価を行うことができる専門家の知見をどのように活用しているか。各研究

開発関係法人が行う業務の評価を適切に行うことができるよう、専門家の知見を活用するに当た

って、客観性（当該専門家の外部性等）・中立性（当該専門家の利害中立性）・信頼性（当該専

門家の専門性、評価方法（評価に投入した時間等）の有効性、評価結果の開示とそれに対する被

評価者（研究者）の意見把握等の取組の妥当性）等はどのように確保されているか。 
＜第２次意見：１－(2)－ウ【評価に当たっての幅広い分野の専門家等の活用】関係＞ 
 
【委託等の特性に応じた評価】 
・ 研究開発関係法人が行う委託等について、当該法人が実施する研究開発業務のうち単純業務や専

門外の実験・解析等を効果的・効率的に処理するためこれらの業務の委託等をするものと、研究

開発の促進や産学官連携の推進等を図るため民間研究所等への資金配分の手段として委託等をす

るものを区別し、それぞれの特性に応じた評価が行われているか。 
・ 単純業務や専門外の実験・解析等の業務の委託等に関する評価を行う場合は、研究開発関係法人

が直接実施する場合と比べたコスト削減状況、委託先等の選定方法、特定の委託先等との契約の

継続状況、委託額、委託業務等の成果の品質管理の状況、委託等をせずに研究開発関係法人が自

ら行う業務やこれに充当される費用の適切性等に着眼した評価が行われているか。 
＜第２次意見：４－(2)【効率化のための措置の実質的な効果に着眼した評価の実施】、15 年度意見：【研究開発業務

の外部委託についての評価の観点】関係＞ 
 
【資金配分業務の特性に応じた評価】 
・ 研究開発の促進や産学官連携の推進を図るために行う民間研究所等への資金配分業務（委託等や

共同研究の形で行うものを含む。）の評価を行う場合は、資金配分の形態（補助金、委託費等）

及び、資金配分の財源の拠出者としての国等の裁量事項と研究開発関係法人の裁量事項の関係に

留意しつつ、制度の目的や投入予算に照らして、資金配分の結果が適切か、研究成果や新分野開

拓、研究開発基盤の形成等の効果が十分に得られているか等の観点から評価が行われているか。

また、当該評価に当たって、資金配分業務を行う当該研究開発関係法人が行った評価の結果等を

活用している場合は、それを活用するに当たっての客観性・中立性・信頼性はどのように確保さ

れているか。 
 
【受託研究の審査状況等の評価】 
・ 研究の受託に当たっての審査の体制、内容、結果等（個々の受託研究の内容及びこれを受託する

ことが法人の設置目的等に適合しているか、研究を受託したことにより法人の主要業務が圧迫さ

れていないか等の視点を含む。）を把握し、評価が行われているか。 
＜15年度意見：【国等からの受託費等により行う研究開発業務についての評価の観点】関係＞ 

 
(2) 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の実施状況等の評価 

【効率化の促進とその基礎的な情報の把握・整理】 
・ 各府省の独立行政法人評価委員会においては、業務運営の効率化に関する目標を達成するためと
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るべき措置の実施状況等について、以下の事項を的確に把握した上で評価が行われているか。そ

の際、各研究開発関係法人における効率化努力の状況を分析し的確な効率化方策の促進に資する

ような評価が行われているか。また、これらの事項を整理した資料を活用するなど、的確な評価

を迅速に行うことができるような工夫が行われているか。 
― 研究開発業務の区分ごとのコスト（事業費、管理費、人件費等）とこれに充当された資金の種

類（運営費交付金、受託費、補助金等）及び金額（予算・実績） 
― 弾力的な資金の配分状況、活用状況（年度途中における弾力的資金配分の状況、評価結果の資

金配分への反映状況、毎年度の資金配分のシェアの変化等） 
― 個々の研究開発業務に従事した人員数（常勤、非常勤（ポスドク等）等） 
― 組織（センター、研究室、部門等）・人員（常勤・非常勤）の合理化状況 
― 研究施設・高額な機器の稼動状況及び外部利用の状況（利用料収入がある場合はその状況を含

む。） 
 
【人材確保のための取組の評価】 
・ 研究開発関係法人において実施されている人材の養成や流動性の確保、インセンティブの向上、

官民の枠や国籍にとらわれない優秀な人材の確保等のための取組を具体的に把握し、評価を行っ

ているか。 
＜第２次意見：５－(2)【中期目標の達成に向けた弾力的な組織・役職員数管理の観点からの評価の実施】関係＞ 

（略） 
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（���） 
 

国の研究開発評価に関する大�的指針（��） 
 

�成20年10月31日 
���理大��定 

 
（略） 
第１章 基本的考え方 

1．評価の意義 
研究開発評価は、国際的に高い水準の研究開発、社会・経済に貢献できる研究開発、新しい学問領域を拓

く研究開発等の優れた研究開発を効果的・効率的に推進するために実施する。 
研究開発評価の意義は、次のとおりである。 
①研究開発をその評価の結果に基づく適切な資源配分等を通じて次の段階の研究開発に連続してつなげ

るなどにより、研究開発成果の国民・社会への還元の効率化、迅速化に資する。 
②評価を適切かつ公正に行うことにより、研究者の創造性が十分に発揮されるような、柔軟かつ競争的で

開かれた研究開発環境の創出など、より良い政策・施策の形成等の効果が得られる。 
③評価を支援的に行うことにより、研究開発の前進や質の向上、独創的で有望な優れた研究開発や研究者

の発掘、研究者の意欲の向上など、研究開発を効果的・効率的に推進する効果が得られる。 
④評価結果を積極的に公表し、優れた研究開発を社会に周知することにより、研究開発に国費を投入して

いくことに関し、国民に対する説明責任を果たし、広く国民の理解と支持が得られる。 
⑤評価結果を適切に予算、人材等の資源配分に反映することにより、研究開発を重点的・効率的に行うこ

とができる。 
 

2．本指針の適用 
本指針が対象とする研究開発評価とは、①研究開発課題、②研究者等の業績、③研究開発機関等及び④研

究開発施策の評価を指す。 
研究開発の範囲は、国費を用いて実施される研究開発全般とする。具体的には、各府省、研究開発法人等、

大学(国公私立を含む)及び大学共同利用機関(以下「大学等」という)並びに国立試験研究機関等が自ら実施又

は推進する研究開発が対象となる。また、民間機関や公設試験研究機関等で国費の支出を受けて実施される

研究開発、国費により海外で実施される研究開発等も対象とする。 
各府省は研究開発評価の指針において、本指針に沿って、評価対象、評価目的及び評価結果の取扱い、評

価者の選任、評価時期、評価方法など研究開発評価の実施に関する事項について、具体的な方針を定める。

また、研究開発機関及び第三者評価機関等は、本指針及び各府省の指針に沿って、同様な事項について、明

確なルールを定める。 
これらの指針等は、政策評価に関する基本計画及び事後評価実施計画、独立行政法人に係る評価基準等と

も整合するよう定める。 
 

3．評価関係者の責務  
(1) 研究開発を実施又は推進する主体の責務 

研究開発を実施又は推進する主体は、本指針を踏まえ、公正かつ透明で、研究開発の特性やその進展

状況等に応じて柔軟で、優れた成果が次の発展段階に着実につながっていくための評価の具体的な仕組

み(評価指針、要領等の策定、評価委員会の設置等)を整備し、厳正に評価を実施する。また、その評価

結果を適切に活用し、さらに、国民に対して評価結果とその反映状況についてわかりやすく情報提供を

行う。その際、研究者が高い目標に挑戦するなどを通じその能力が十分発揮されるよう促し、研究開発

の質の向上や効率化を図るとともに、評価実施に伴う作業負担により研究者が本来の研究開発活動のた

めの時間や労力を著しく費やすことのないよう努める。また、各府省においては、研究開発評価の実施

及び評価結果の活用が適正かつ責任を持って行われるよう、所管官庁としての責務を果たすものとする。 
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(2) 評価者の責務 
評価者は、研究開発評価に当たり、評価対象を正しく理解することに努めた上で、公平・公正で厳正

な評価を行うべきことを常に認識し、研究開発実施に伴う研究者の責任を厳しく問う姿勢を持つととも

に、独創的で有望な優れた研究者や研究開発を発掘し、又はさらに伸ばしてより良いものとなるように、

適切な助言を行う。 
 

(3) 被評価者の責務 
研究者等の被評価者は、国費による研究開発を行うに際し、意欲的な研究開発課題等に積極的に挑戦

すること、研究開発の成果を挙げること、研究開発の成果が最終的には納税者である国民・社会に還元

されるよう図ること、あるいは成果が出ない場合には評価を通じて課される説明責任や結果責任を重く

受け止めること等、その責任を十分に自覚することが極めて重要である。 
また、研究開発活動の一環として評価の重要性を十分に認識し、自らの係わる研究開発活動について

評価者の正しい理解が得られるように、十分かつ正確に説明又は情報提供をするなど、積極的に評価に

協力する。 
 

4．効果的・効率的な評価の実施 
本指針が対象とする研究開発の評価は、その対象ごとにあらかじめ具体的かつ明確な目標を設定し、その

目標、達成度合い及び研究開発成果について、国際的な水準に照らして行うことを基本とする。  
研究開発評価は、研究開発を実施又は推進する主体や評価対象、評価時期等において極めて多様である。こ

のため、研究開発の評価を実施する主体は、それぞれの特性や役割等に相応した質の高い実効性のある評価

が行われるよう、また、評価が研究者等にとって過重な負担とならないよう、評価の実施体制の整備や具体

的な仕組みを構築し、評価を効果的・効率的に実施する。 
また、評価を実施する主体は、実施する評価について実効性及び効率性の向上等の視点から適切な時期に

検証を行い、必要に応じて実施体制や仕組みの改善に取り組む。 
 

(1) 重層構造における評価の効率的実施 
国費を用いて実施される研究開発は、それらを実施又は推進する主体の面からみても、また、評価の

対象となる研究開発の面からみても、階層構造となっている。評価は、このような階層構造の下で各々

の階層レベルにおいて重層的に実施されることから、同一の研究開発が複数の評価の対象とされること

が多い。 
このため、評価を実施する主体は、同一の研究開発に対する評価が重複しないよう、関係機関とも連

携し、評価結果等の相互活用や評価方法の調整などを行い、全体として効果的・効率的に運営する。 
 

(2) 評価の実施、活用等に関する責任主体の明確化 
研究開発評価はそれ自体を目的とするのではなく、研究開発マネジメントの中で有効に機能するよう、

評価が適切に実施され、また、評価結果が目的に沿って確実に活用されることが重要である。 
このため、評価を実施する主体は、誰がどのような目的で評価を実施するのか、また、評価結果は誰

がどのように活用し、どのような効果を生じるのか等に関して、それぞれの主体、その役割と責任など

をあらかじめ明確にし、それを関係者に周知した上で評価を実施する。 
 

(3) 評価関連情報の機関横断的な活用促進と評価のための電子システムの導入 
評価を実施する主体は、評価者の選任、評価業務の効率化等を図るため、研究開発成果、評価者、評

価結果等の評価関連情報について、標準化して蓄積し、これらを横断的かつ相互に活用できるよう、利

便性の高い電子システムを導入する。 
さらに、評価業務を効率化するため、申請書の受付、書面審査、評価結果の開示等に電子システムを

導入する。 
 

5．評価実施体制の確立 
(1) 評価実施体制の充実 

評価を実施する主体は、評価部門を設置し、国の内外から研究経験のある人材を適性に応じ配置する
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など、効果的・効率的な評価の適切な運営と国際的な水準から見て評価の高度化が推進されるよう体制

を整備する。 
また、評価の実施やそれに必要な調査・分析、さらには評価体制の整備等に要する予算の確保につい

ては、必要に応じて研究費の一部を評価の業務に充てることも考慮する。 
 

(2) 評価人材の養成・確保 
評価を実施する主体は、評価者や評価業務に携わる人材として、独創的で優れた研究者・研究開発を

見いだし、育てることのできる資質を持つ人材を養成・確保するよう努める。 
このため、優れた評価の導入や普及、評価の手法等の高度化のための調査研究の実施、評価部門に専門

経験が蓄積するような人事制度での配慮、評価者の社会的地位向上と評価に参加することが評価者個人

に有益となるようなインセンティブの検討、評価者を評価する仕組みの整備その他評価支援体制の全般

的整備に努める。 
研究者には、研究開発の発展を図る上で専門的見地からの評価が重要な役割を果たすものであること

から、評価者としての評価への積極的な参加が求められる。一方、特定の研究者に評価実施の依頼が集

中する場合には、評価への参加が大きな負担となり、また、評価者となる幅広い人材の養成確保にもつ

ながらないことから、評価を実施する主体は、海外の研究者や若手研究者を評価者として積極的に参加

させることなどにより評価者確保の対象について裾野の拡大を図るよう努める。この場合、大学等、研

究開発法人等の研究開発機関が、研究者の任用において、研究開発評価に評価者として参加したことを

履歴の一つとして認定するなど、評価者となることのインセンティブを高めることにより優れた人材の

参加を確保する取組が重要である。 
 
6．評価の国際的な水準の向上 

経済社会のグローバル化が進展する中で、国費を用いて実施される研究開発においては、我が国における

科学の国際的な水準の向上、産業等の国際競争力の強化、地球規模の課題解決のための国際協力の推進など、

国際的視点からの取組が重要となっている。このような研究開発の国際化への対応に伴い、評価者として海

外の専門家を参加させる、評価項目に国際的なベンチマーク等を積極的に取り入れるなど研究開発評価に関

しても、実施体制や実施方法などの全般にわたり、評価が国際的にも高い水準で実施されるよう取り組んで

いく必要がある。 
 
第２章 対象別評価の実施 

評価を実施する主体は、評価の実施に当たり、評価対象を明確かつ具体的に設定し、また、その評価対象ごと

に、当該評価を研究開発活動の中でどのように戦略的に位置付け、誰がどのように活用するかをあらかじめ明確

にする。その上で、評価目的を明確かつ具体的に設定し、その内容を被評価者に事前に周知して評価を実施する。 
 

（略） 
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（別�３） 
 

文部科学省における研究及び開発に関する評価指針（��） 
 

�成 21 年 2 月 17 日 
文部科学大�決定 

 
�１� �本的考え方 
１．１ 評価の意義 

評価は、貴重な財源をもとに行われる研究開発の質を高め、その成果を国民に還元していく上で重要な役割

を担うものである。評価により、新しい学問や研究の領域を拓く研究開発、世界的に高い水準にある研究開発、

社会・経済の発展に貢献できる研究開発等の優れた研究開発を効果的・効率的に推進することが期待できる。 
評価は主として以下の意義を有し、評価に関係する者は、これらの実現を目指して評価を行うものとする。 
 
1. 創造へ挑戦する研究者を励まし、優れた研究開発を積極的に見出し、伸ばし、育てること。  
2. 研究者の創造性が発揮されるような、柔軟かつ競争的で開かれた研究開発環境を創出すること。  
3. 研究開発施策等の実施の当否を、社会への影響にも配慮した幅広い視点から適切に判断するとともに、

より良い施策の形成に資すること。  
4. 評価結果を積極的に公表し、研究開発活動の透明性を向上させることにより、研究開発に国費を投入し

ていくことに関し説明する責任を果たし、広く国民の理解と支持を求めること。  
5. 評価結果を適切に反映することにより、重点的・効率的な予算、人材等の資源配分等を実現し、限られ

た資源の有効活用を図ること。また、既存活動の見直しにより新たな研究開発への取り組みの拡大を図

ること。 
 

１．２ 本指針の適用範囲 
 本指針では、「研究開発施策」、「研究開発課題」、「研究開発機関等（注3）」、「研究者等（注4）の業

績」の4つを評価の対象とする。また、研究開発の範囲は、国費を用いて実施される研究開発全般とする。 
（注3）「研究開発機関等」とは、大学等及び研究開発法人等（研究開発を実施する機関及び資源配分機関）をいう。 
（注4）「研究者等」とは、研究者及び研究支援者をいう。 
 
１．３ 評価システムの構築 
文部科学省の所掌に係る研究開発は、大学等における学術研究から、研究開発法人等における特定の政策目

的を実現する大規模プロジェクトまで多様である。文部科学省内部部局及び研究開発機関等は、評価の意義を

深く認識し、各々の研究開発の特性に適した評価システムを構築する。 
 評価システムの構築に当たっては、評価は、研究開発の企画立案や研究開発を的確に実施するなど戦略的な

意思決定を行うための重要な手段であることを十分認識した上で、「研究開発を企画立案し、実施し、点検・

評価するとともに、その結果を次の企画立案等に適切に反映させていく」といった循環過程（いわゆる「マネ

ジメント・サイクル」）を確立する。 
 また、個々の研究開発課題や研究者等の業績の評価から、研究開発機関等や研究開発制度の評価、さらには

研究開発戦略等の評価といった評価の階層構造が存在することを考慮し、個別の課題等から上位の機関や施

策・政策に至る効率的な評価システムを構築するために、それぞれの評価の目的や位置付けを明確にするとと

もに、評価相互の有機的な連携・活用を具体的な機関やそこでの研究開発の特性に応じつつ各階層で進めてい

く。 
 文部科学省内部部局及び研究開発機関等は、評価システムの適切な運用を確保するとともに、その改善を図

る観点から、評価の在り方について評価者や被評価者（注5）等からの意見聴取に努めるなど、評価の検証を

適時行い、評価の質の向上や評価システムの改善に努める。その際、各階層における評価が指針等に沿って適

切に行われているか、無駄な評価や形式的な評価になっていないか、評価実施主体、評価者及び被評価者の間

で十分なコミュニケーションがとれているかなどが必要な視点として考えられる。 
 また、効果的・効率的な評価を行うため、評価に関する必要な情報・データ等を収集・蓄積し、評価に役立

てる。 
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 さらに、評価は研究開発活動の効果的・効率的な推進に不可欠であることから、必要な予算、人材等の資源

を確実に拡充し、充実した評価体制を整備する。 
（注5）「被評価者」には、研究開発を実施している研究者のみならず、評価対象が研究開発施策の場合は、その施策の実施者、

評価対象が研究開発機関の場合は、その機関の長等が該当する。 
 
１．４ 関係者の役割 
１．４．１ 文部科学省内部武侠、研究開発機関等 
優れた研究開発を伸ばすためには、研究開発に関係する全ての者が、評価活動を成熟させ、研究開発におけ

る評価の文化を創り上げることが重要である。 
文部科学省内部部局は、自ら研究開発施策等の評価を行うとともに、研究者や研究開発機関等の自律的な取

り組みを補完するために、評価システムの構築・運営や評価環境の整備を適切に行う。 
研究開発機関等は、研究者が創造性を発揮し、優れた研究開発を効果的・効率的に実施できるよう、評価シ

ステムの構築や運営を適切に行う。また、評価者としての業務を重要なものとして理解し、研究者が評価者と

して積極的に参画しやすい環境の整備に努める。 
 

１．４．２ 評価者 
評価者は、厳正かつ公正な評価を行うことが評価システムの信頼を保つ根幹であることを理解するとともに、

自らの評価結果が資源配分や研究開発施策の見直しに反映されるなどの評価の重要性を理解し、評価者として

の責任と自覚を持ち評価に取り組む。 
評価に当たっては、適切な助言を行うなど、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、育

て、さらに伸ばすような視点に配慮する。 
また、自らの評価結果が、後の評価者によって評価されることになるとともに、最終的には国民によって評

価されるものであることも自覚し、評価に取り組むことが望まれる。 
 

１．４．３ 研究者 
研究者等は、国費の支出を受けて研究開発を行う責任の自覚と研究活動の改善・活性化にとって評価が重要

であるとの認識の下、自らの研究開発に係わる評価について自律的に取り組むとともに、外部評価（注6）・

第三者評価（注7）を受ける場合には、自発的かつ積極的に評価に協力する。また、専門的見地からの評価が

重要な役割を果たすものであることを認識し、評価者として評価に積極的に参画する意識を持つことが必要で

ある。 
研究者コミュニティにおいても、研究者の評価業務への参画が、研究者のキャリアパスにおいて十分意義が

あるものであるとの認識の醸成を一層図っていくことが必要である。 
（注6）「外部評価」とは、評価の対象となる研究開発を行う研究開発実施・推進主体が評価実施主体となり、評価実施主体の外

部の者が評価者となる評価をいう。これらは、専ら評価実施主体の内部の者が評価者となる「内部評価」と区別される。 
（注7）「第三者評価」とは、評価の対象となる研究開発を行う研究開発実施・推進主体とは別の独立した機関が評価実施主体と

なる評価をいう。 
 

１．５ 評価における過重な負担の回避 
評価に伴う作業負担が過重となり、研究開発活動に支障が生じないよう留意する。 
評価実施主体は、評価目的や評価対象に応じ、複数の評価実施主体が同一の評価対象についてそれぞれ異な

る目的で評価を行う場合や研究開発課題・施策・機関といった階層構造の中で複数の評価を行うような場合等

において、評価の重複を避けるよう、可能な限り既に行われた評価結果を活用する。具体的には、 
制度等の下にある個々の研究開発課題の評価は、制度等によって設定されている目標や運営等の枠組みに照

らして評価を行うとともに、制度等を評価する際には、これらの評価結果を活用する。  
また、研究開発課題等の特性や規模に応じて、適切な範囲内で可能な限り簡略化した評価を行うなど、評価

目的、趣旨を一層明確化した上で、評価の必要性の高いものを峻別し、評価活動を効率的に行う。具体的には、

萌芽的研究、比較的小規模な研究、大学等における基盤的経費を財源とする基礎研究（注8）等は、特に必要

と認められる場合を除き、実施報告書等の提出をもって評価に代える。なお、この際には、次の段階の研究開

発の事前評価等を通じて、優れた研究開発を見落とさないように配慮する。  
外部評価は、評価者、被評価者ともに大きな負担を強いるため、小規模な研究開発等については、外部評価
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の実施の必要性も含め、評価方法について事前に十分に検討する。  
評価対象となる研究開発課題が比較的少額の場合、メールレビューを実施したり、評価項目を限定する。等 
なお、評価方法の簡略化を行う場合には、公正さと透明性を確保する観点から、評価実施主体はその理由等

を示す。 
評価実施主体は、評価に当たっては、その目的・役割を明確化することを徹底し、評価システムとしての重

複がある場合には、統合化・簡素化等の評価システムの合理化を図る。 
また、評価文書を可能な限り統一すること等により評価作業を省力化する。さらに、文部科学省内部部局及

び研究開発機関等は、外部評価の効果的・効率的な実施の観点から、あらかじめ自らの研究開発について適切

な関係資料の整理に努める。  
我が国では、評価に従事する者が質・量ともに不十分なため、過重な負担が一部の者にかかっていることを

踏まえ、評価実施主体は、評価者、評価事務局職員等の育成・確保等評価体制の強化を図る。 
また、評価が無駄となったり形式化したりすること等により、現場に徒労感を生み出す恐れがあることから、

評価に当たっては、評価実施主体は、誰がどのような目的で評価を実施するのか、また、評価結果は誰がどの

ように活用し、どのような効果をねらっているのか等に関して、それぞれの主体、その役割と責任などをあら

かじめ明確にし、それを関係者に周知するとともに、評価結果が適切に活用されるようにする。 
（注8）本指針において、「基礎研究」には、研究者の自由な発想に基づく研究と特定の政策目的に基づく基礎研究を含む。以

下同じ。 
 
１．６ 評価人材の養成・確保等 
１．６．１ 評価事務局職員、プログラムオフィサー等 

文部科学省内部部局及び研究開発機関等は、評価部門を設置し、国の内外から若手を含む研究経験のある人

材を適性に応じて配置し、効果的・効率的な評価システムの運営と評価の高度化を推進する体制を整備する。 
競争的資金の配分機関は、競争的資金制度の適切な運用、研究開発課題の評価プロセスの適切な管理、研究

開発の質の向上の支援等を行うために、研究経験のある人材を専任のプログラムディレクター（注9）（以下

PDと記す)、プログラムオフィサー（注10）(以下POと記す)として充てるマネジメントシステムの構築を図

る。この際、各制度の趣旨や目的等に応じて、PO等を最大限活用した効率的かつ的確な評価を行うための方

法や評価に関係する者の役割分担の明確化が必要である。 
競争的資金以外の大規模プロジェクト等においては、恒常的に当該プロジェクトに関与し、円滑な推進のた

めに助言等を行う者を必要に応じて配置する。 
PO等は、評価結果の信頼性を確保する上で重要な役割を担っていることに鑑み、資質向上のための研修等

を受ける。 
また、研究開発機関等において、PO等の経歴を研究活動の一環として適切に評価し、給与や処遇に反映す

るなどインセンティブを確保することにより、PO等への従事を研究者のキャリアパスとして位置付ける。さ

らに、研究者がPO等へ円滑にキャリアを転換できるような仕組みについて検討する。 
 文部科学省及び研究開発機関等の事務局における人的拡充を含めた研究開発評価体制の構築や職員等の評

価実施能力の向上を図ることは、評価に係る各種作業を円滑に行う上で不可欠である。このため、文部科学省

及び研究開発機関等は、職員等を対象とした研修等の開催、職員等の海外研修・海外留学等への派遣、評価に

係る相談窓口の設置、評価機関のネットワークの構築、研究開発評価専門研究者等の国際会議等への派遣等の

取り組みを進める。 
また、研究開発機関等は、評価部門に専門性が蓄積されるように人事運用面で配慮するとともに、評価事務

局職員等を持続的に養成・確保していくために有効な対応策の構築やキャリアパスの確立に努める。 
（注9）「PD」とは、競争的資金制度と運用について統括する研究経歴のある高い地位の責任者をいう。 
（注10）「PO」とは、各制度のプログラムや研究課題の選定、評価、フォローアップ等に関わる諸実務を行う研究経歴のある責

任者をいう。 
 
１．６．２ 評価者 
 文部科学省内部部局及び研究開発機関等は、研究者の評価に対する認識を深め、評価の質の向上を図るなど

の観点から、若手や海外の研究者を含む多様な研究者等を評価者として積極的に参加させることなどにより評

価者の層の拡大に努める。 
さらに、適切な評価者を選任するため、評価者候補となる人材に関する情報を蓄積・活用する仕組みの構築
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を図る。 
研究開発機関等において教育や研究といった活動を兼任している評価者やPO等について、過重な作業が原

因で本務である教育や研究の活動に支障が生じることがないよう、評価実施主体は、当該評価者等の所属機関

に対する適切な支援策やその所属機関における評価者等に対する適切な措置を検討する。例えば、競争的資金

の配分機関等においては、評価者等の教育負担等を軽減するための経費の所属機関への措置等、所属機関にお

いては、評価者等としての経歴の評価や教育負担等を軽減するための措置等を検討する。 
 また、評価者として優れた人材の参加を確保するためには、評価者の社会的地位の向上と研究者が評価者と

なるインセンティブについての検討が重要であり、文部科学省内部部局及び研究開発機関等は、有効な取り組

みを検討する。例えば、研究開発機関等においては、研究者の任用において、研究開発評価に評価者として参

加したことを履歴の一つとして考慮する。 
 

１．６．３ 評価システム高度化のための評価支援体制の整備 
文部科学省内部部局及び研究開発機関等は、評価の信頼性を高めるために、評価に先立つ調査分析を充実さ

せるとともに、事前評価や追跡評価における研究開発の効果や波及効果等といった社会経済への還元に係る評

価手法の開発、基礎研究に関する評価手法の開発など、評価システム高度化のための調査研究を実施する。 
 

１．７ データベースの構築・活用等 
文部科学省内部部局及び研究開発機関等は、評価業務の効率化等を図るため、研究開発課題毎にその目的や

領域の区分を明確にするとともに、研究者（エフォートを含む）、資金（制度、金額）、研究開発成果（論文、

特許等）、評価者、評価結果（評価意見等）を収録したデータベースの構築やその活用、データベースへの情

報提供を行う。 
 

１．８ 世界的水準による評価の実施 
経済社会のグローバル化が進展する中で、国費を用いて実施される研究開発においては、我が国における科

学水準の向上、産業等の国際競争力の強化、地球規模の課題解決のための国際協力の推進など、世界的あるい

は国際的な視点からの取組が重要となっている。このような研究開発の国際化への対応に伴い、評価者として

海外の研究者等や豊富な海外経験を有する研究者等を参加させる、評価項目に世界的なベンチマーク等を積極

的に取り入れるなど、研究開発評価に関しても、研究開発の特性や規模に応じて、実施体制や実施方法などの

全般にわたって評価が世界的にも高い水準で実施されるよう取り組んでいく必要がある。 
 

第�章 対�別事項 
 研究開発に関する評価が多様な側面からなされるようになったことから、各評価を個別に行うのではなく、収

集した情報や評価結果を相互に活用することにより、作業の重複を避け、効率的に評価を実施することが必要で

ある。例えば、研究開発課題の評価結果は、研究開発施策、研究開発機関等、あるいは研究者等の業績の評価の

際の情報となり得るものであり、課題の評価実施主体は、評価結果に関する情報の提供を積極的に行う。 
（略） 
 
第３章 機関や研究開発の特性に応じた配慮事項 
第1章、第2章では、文部科学省の所掌に係る研究開発全般について、評価を行う上での考え方を示した。 

 研究開発法人等については、「独立行政法人通則法」（平成11年法律第103号）、国立大学法人及び大学共同

利用機関法人については、「国立大学法人法」（平成15年法律第112号）等において評価の枠組みが明記されて

いるので、これらと本指針との関係を本章において整理することとする。 
 また、文部科学省の所掌に係る研究開発において極めて重要な位置を占める大学等における学術研究は、他の

研究開発と比べて異なる特性を有すること、また、大学等は教育機能を有する機関でもあることから、その評価

に当たっては、前章までに示した考え方に基づくほか、これらの特徴を踏まえる必要があるため、特に配慮すべ

き事項を本章において整理する。 
 
３．１ 独立行政法人通則法、国立大学法人法等との関係 
 研究開発法人等については、「独立行政法人通則法」に基づき、独立行政法人評価委員会が業務の実績に関

して第三者評価を行う。独立行政法人評価委員会が評価を進める上で、本指針を参考とすることが期待される。 
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 大学等については、学校教育法等に規定される自己点検・評価を厳正に行う。国立大学法人及び大学共同利

用機関法人については、「国立大学法人法」に基づき、国立大学法人評価委員会が業務の実績に関し第三者評

価を行うが、教育研究の状況については、大学評価・学位授与機構における評価の結果を尊重することとされ

ている。これらの評価に当たっては、大学等の研究活動の特殊性に留意し、本指針を参考とすることが期待さ

れる。 
 なお、本指針をもって新たな機関評価を行う義務が発生するものではない。 
 
３．２ 大学等における学術研究の評価における配慮事項 
３．２．１ 基本的考え方 
３．２．１．１ 学術研究の意義 
 大学等における学術研究は、研究者の自由な発想と研究意欲を源泉として行われる知的創造活動であり、人

間の精神生活を構成する要素としてそれ自体優れた文化的価値を有する。その成果は人類共通の知的資産とな

り、文化の形成に寄与する。また、多様性を持った学術研究が幅広く推進される中から未来社会の在り方を変

えるブレークスルーを生み出すなど、国家・社会発展の基盤ともなる。 
 
３．２．１．２ 学術研究における評価の基本的理念 
 学術研究においては、自律的な環境の中で研究活動が行われることが極めて重要である。その評価に当たっ

ては、専門家集団における学問的意義についての評価を基本とする。その際、公正さと透明性の確保に努める。 
 また、優れた研究を積極的に評価するなど、評価を通じて研究活動を鼓舞・奨励し、その活性化を図るとい

う積極的・発展的な観点を重視する。画一的・形式的な評価や安易な結果責任の追及が研究者を萎縮させ、独

創的・萌芽的な研究や達成困難な課題に挑戦しようとする意欲を削ぎ、研究活動が均質化することのないよう

にする。 
 
３．２．１．３． 学術研究の特性 
 学術研究は、人文・社会科学、自然科学のあらゆる学問分野にわたるものであり、その性格、内容、規模等

が極めて多様である。また、学術研究においては独創性が重視されるとともに、萌芽的な研究や長期間を経て

波及効果が現れる研究等、評価が容易でないものも多い。さらに、新しい原理や法則の発見に至る過程におい

ては、研究の経過そのものや時には失敗さえもがその後の展開にとって価値を有する場合がある。また、大学

等においては、研究成果を踏まえた教育活動によって研究者をはじめ社会の様々な分野で活躍する人材が養成

されるなど、研究活動と教育活動が密接な関連をもって推進されている点にも大きな特徴がある。 
 学術研究における評価に当たっては、これらの特性に配慮する必要がある。 
 
３．２．１．４ 評価の際の留意点 
３．２．１．４．１ 評価の視点 
 学問的意義についての評価を中心とし、それに加えて研究の分野や目的に応じて、社会・経済への貢献とい

う観点から新技術の創出や特許等の取得に向けた取り組み等を評価の視点の一つとする。また、成果の波及効

果を十分に見極めるなど、長期的・文化的な観点に立った評価が必要である。さらに、最先端の研究のみなら

ず、萌芽的な研究を推進するとともに、若手研究者による柔軟で多様な発想を活かし、育てるという視点が重

要である。単に成果を事後的に評価するのみならず、現に研究活動に取り組んでいる研究者の意欲や活力、発

展可能性を適切に評価するという視点を持つべきである。 
 
３．２．１．４．２ 評価の方法 
 定量的指標による評価方法には限界があり、ピアレビューによる研究内容の質の面での評価を基本とする。

その際、数量的な情報・データ等を評価指標として用いる場合には、前述（2．2．1．5．6及び2．2．2．5．
2 評価の実施）に述べた観点を踏まえ、慎重な態度が求められる。 
 人文・社会科学の研究は、人類の精神文化や人類・社会に生起する諸々の現象や問題を対象とし、これを解

釈し、意味付けていくという特性を持った学問であり、個人の価値観が評価に反映される部分が大きいという

点に配慮する。 
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３．２．１．４．３ 研究と教育の有機的関係 
 大学等は教育機能を有する機関でもあることから、大学等の機関評価や大学等の研究者の業績評価について

は、教育、研究、社会貢献といった大学等の諸機能全体の適切な発展を目指すことが必要であり、研究と教育

の有機的関係に配慮する。 
 
３．２．２ 対象別の評価方法 
３．２．２．１ 研究開発課題の評価 
３．２．２．１．１ 基盤的資金による研究 
 基盤的資金は、萌芽的な研究や継続的な研究を含め、研究者の自由な発想による多様な研究活動を支え、学

術研究の発展の基盤を培うものである。 
 基盤的資金による研究開発課題の評価は、研究者による日常的な論文発表や学会活動等に対する評価を活用

しつつ、各大学等において行う。その際、研究者の業績評価の一環として行うことも考慮する。また、自由闊

達な雰囲気を損ねたり、将来に向けての研究の発展の芽を摘み取ったりすることのないよう留意する。 
 
３．２．２．１．２ 競争的資金による研究 
 学術振興を目的とする競争的資金による研究の評価については、時代の要請に応じて必要な体制の整備を図

りつつ、一層の充実を図る。その際、研究種目の性格や研究費規模に応じて、事前評価（審査）に重点を置く

など、効果的・効率的な評価方法を設定する。評価の質的向上を図る観点から、 審査員の構成バランスへの

配慮、研究内容を理解できる人材の確保を含めた評価業務実施体制の強化、審査結果の申請者への開示の拡充

に努める。 
 
３．２．２．１．３ 大型研究プロジェクト 
 天文学、加速器科学、核融合科学等、特定の大学共同利用機関等が中心となり、巨額の資金と多くの研究者

集団により実施される大型研究プロジェクトの評価に当たっては、研究者のアイデアを汲み上げつつ第三者的

立場の審議会等で評価を行う体制が有効かつ適切である。このため、科学技術・学術審議会等において、事前・

中間・事後の各段階における評価を実施し、それに基づいてプロジェクトの変更・中止等の措置を講ずるとと

もに、評価結果を積極的に公表し、発信する。その際、評価の適切性を高めるため、学問的意義のみならず社

会・経済に与える影響について十分な評価が行われるよう、有識者の参画を得て評価を行う。また、海外の研

究者の意見を聴くなど、世界的あるいは国際的な視点に立った評価の実施に努める。 
 
３．２．２．２ 研究面における大学等の機関評価 
 評価に当たっては、まず各大学等が自らの目標に照らして研究活動及び組織運営の状況について自己点検・

評価を行い、その結果を組織運営の改善に役立てるとともに、国民に対する説明責任を果たす観点からこれを

公表する。 
 大学共同利用機関については、運営会議において、機関の運営及び研究活動の両面での評価が行われており、

これら外部に開かれた運営体制における評価機能を活用する。 
 
３．２．２．３ 研究者の業績評価 
 各大学等においては、例えば、学会等を通じた研究者間の相互評価や競争的資金の獲得実績も活用して個々

の研究者の業績を評価し、その結果を大学等の組織運営に活かす。なお、研究者の業績評価については、大学

等における自己点検・評価の一環として実施することも考慮する。 
 研究者の業績評価に当たっては、研究者の創意を尊重し、優れた研究活動を推奨し、支援するという積極的

視点が重要である。一方、研究者は、大学等がその使命を全うするために自由な研究環境の保障が必要とされ

ていることを自覚し、自らを厳しく律して研究を推進することが望まれる。 
 大学等にとっては、教育機能も極めて重要な要素であり、教員の評価に当たって研究面での業績のみが重視

されることによって、大学等における教育面での機能の低下をもたらすことのないよう留意する。 
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��� フォローアップ等 
文部科学省内部部局は、文部科学省の所掌に係る研究開発評価の実施状況についてフォローアップを行い、

その把握に努める。また、フォローアップの結果や国内外の動向を踏まえ、本指針の見直しを行う。 
 
 研究開発制度・研究開発を行う機関等の所管部局は、所管する制度・機関の評価に関し、評価方法等を点検

し、評価の質を高め、適切な評価が効果的・効率的に行われていくよう、評価の在り方の改善に努める。その

際、所管機関に対し必要に応じ適切な助言を行う。また、評価者に関する情報も含めて評価結果を評価推進部

局に提出する。 
 評価推進部局は、制度・機関所管部局から提出された評価結果を取りまとめ、制度・機関所管部局に対して

助言等を行うとともに、評価システム全体の見直しを行う。また、データベースの構築等を図るとともに、効

果的・効率的な評価システムを構築するため、評価者や評価業務に携わる者の養成・確保に係る方策を講じる。
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（別��） 
 

独立行政法人の中期目標期間終了時の見直し及び業務実績評価に関する当面の取組方針（��） 
 

平 成 1 9 年 ７ 月 1 1 日 
政策評価・独立行政法人評価委員会 

（略） 
記 
 

１ 中期目標期間終了時の見直しに関する当面の取組方針 
中期目標期間終了時の見直しの対象となる法人の主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性において

は、上記の問題意識及び基本的な方針に沿った厳しい指摘を行うこととし、行政減量・効率化有識者会議との

一層緊密な連携を図りつつ、「独立行政法人見直しの３原則」を含む別添１「経済財政改革の基本方針2007」
（平成19年6月19日閣議決定。以下「基本方針2007」という。）や関連する閣議決定その他政府の種々の改

革方針を踏まえるとともに、規制改革会議や官民競争入札等監理委員会など独立行政法人の業務の見直しに関

連する諸機関における議論の動向を踏まえて検討を行うこととする。 
また、検討の具体的な視点については、特殊法人等から移行して設立された法人の見直しを初めて行うに当た

って独立行政法人の組織・業務全般の見直しの視点を網羅的に取りまとめた別添２「平成18年度における独

立行政法人の組織・業務全般の見直し方針」（平成18年７月18日政策評価・独立行政法人評価委員会決定。

以下「18年度見直し方針」という。）を基本としつつ、必要な読み替えを行った上で適用することとする。 
 

２ 業務実績評価に関する当面の取組方針 
(1) 基本的な取組方針 

業務実績評価については、当委員会がこれまで策定し、各府省の独立行政法人評価委員会等に示してき

た「平成13年度における独立行政法人の業務の実績に関する評価の結果についての第２次意見」（平成

14年12月26日。以下「２次意見」という。）、研究会報告書（平成16年6月30日）及び「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）」（平成17年7月11日。以下「財務内容等関心事項」という。）を基本としつつ、中期目標期間終了

時の事務・事業の見直しを視野に入れた評価や業務運営の一層の効率化等に資する評価に重点を置くこ

ととする。 
また、その際、基本方針2007及び関連する閣議決定その他政府の種々の改革方針並びに当委員会の18年
度見直し方針を踏まえるともに、役職員の給与水準の適切性や随意契約の見直しなど独立行政法人が直

面する重要課題等について、以下の事項を中心に重点的に評価を行うこととする。 
(2) 中期目標期間終了時の事務・事業の見直しにつながる業務の在り方の検討に資する評価 

① 法人の各業務について、国の政策の重点化・効率化や社会情勢の変化等に対応して適切な重点化・効

率化が行われているかどうかという観点から評価が行われているか。 
② 同種・類似業務を行っている他の法人や機関との比較等を行い、当該業務を独立行政法人という組織

形態や当該法人で行う必要性等についての評価が行われているか。 
（注）法人の業務の在り方の検討に資する評価の視点等については、18年度見直し方針を参照。 

(3) 財務内容や主要な事務・事業の改善等に資する評価 
ア 財務内容の改善 

① 欠損金、剰余金の適正化 
欠損金や当期総損失について、その発生要因を業務実績報告書等で明らかにさせた上で、その解

消に向けた取組やその効果についての評価が行われているか。また、剰余金（積立金）や当期総利益

についてもその発生要因を業務実績報告書等で明らかにさせた上で、剰余金等を保有する必要性、金

額の妥当性、その効果的な運用方法等についての評価が行われているか。 
② リスク管理債権の適正化 

貸付金の回収計画の策定・回収状況についての評価が行われているか。また、リスク管理債権額

やその貸付金残高に占める割合が増加している場合において、その要因を業務実績報告書等で明らか

にさせた上で、その適正化に向けた取組やその効果についての評価が行われているか。 
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（注）財務内容の改善関係については、２次意見の「３ 予算、収支計画及び資金計画の実施状況等

の評価について」及び財務内容等関心事項等を参照 
イ 資産の有効活用 

保有する土地、建物等の利用実態や活用状況を業務実績報告書等で明らかにさせた上で、当該資

産が効率的に活用されているかどうかについての評価が行われているか。 
ウ 行政サービス実施コストの改善 

①人件費又は人員の削減 
人件費削減についての具体的な取組内容とその効果を業務実績報告書等で明らかにさせるととも

に、削減状況について財務諸表による経年比較等で実証的に検証した上で評価が行われているか。  
②給与水準の適切性 
法人の給与水準について、国家公務員の水準等との比較を行い、上回っている場合において、上回

っている理由を業務実績報告書等で明らかにさせるとともに、法人が主張する理由について、同種・

類似業務を行っている法人や組織等との比較を行う等、実証的に検証した上で、その水準の妥当性、

改善に向けた取組及びその効果等についての評価が行われているか。 
③ 市場化テストの導入 
各業務のコストを明らかにした上で、法人が直接行った方が低コストであることが明らかである場

合を除き、コスト削減等を図る観点から、「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律」（平

成18年法律第51号）に基づく市場化テストの導入を視野に入れた評価が行われているか。 
④ 随意契約の見直し 
「独立行政法人における随意契約の適正化について」（平成19年2月16日付け総務省行政管理局長

及び行政評価局長から各府省官房長あて事務連絡）に基づく、一般競争入札の導入・範囲拡大や契約

の見直し、契約に係る情報公開の実施状況についての評価が行われているか。 
⑤ 関連公益法人等の見直し 
ⅰ 法人の特定の業務を独占的に受託している関連公益法人や特定関連会社等について、法人と当該

関連公益法人等との関係を業務実績報告書等で具体的に明らかにさせた上で、業務委託の妥当性

等についての評価が行われているか。 
ⅱ 関連公益法人や特定関連会社等に対する出えん又は出資について、法人の政策目的等との関係を

業務実績報告書等で具体的に明らかにさせた上で、その必要性等についての評価が行われている

か。 
エ その他 

① 内部統制について、規程や体制の整備状況や運用状況等を業務実績報告書等で明らかにさせた上

で、内部統制の充実・強化についての評価が行われているか。 
② 目的積立金の計上につながるような経営努力の取組状況を業務実績報告書等で明らかにさせた上

で、その取組と成果についての評価が行われているか。 
③ 昨年、当委員会が当該法人の評価について当該府省の独立行政法人評価委員会に通知した意見に

従った評価が行われているか。 
また、当委員会が当該法人の事務・事業の見直しについて主務大臣に対して行った勧告の方向

性における指摘事項を踏まえた評価が行われているか。 
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（別�５） 
 

独�行�法人日本学術振興会の業務実績に係る基本方針（��） 
 

平 成 1 7 年 6 月 2 9 日 
文部科学省独�法人評価委員会 
科学技術・学術分科会日本学術振興部会 

（平成19年7月12日一部改�） 
（平成20年2月 4日一部改�） 

 
（略） 
��評価の基本方針 

(1) 数値目標に関する評価項目については、定量的な指針を用いて客観的な評定基準を設定することを基本

とする。定性的な目標に関する評価項目についても、定量的な指標を補完的に用いる等により、可能な

限り客観的な評定基準の設定に努める。なお、「学術研究においては独創性が重視されるとともに、萌

芽的な研究や長期間を経て波及効果が現れる研究等、評価が困難なものも多い。さらに、新しい原理や

法則の発見に至る過程においては、研究の過程そのものや時には失敗さえもが、その後の展開にとって

価値を有する場合がある。」（平成17年9月「文部科学省における研究及び開発に関する評価指針」）

ことから、振興会の学術研究に対する助成・支援等の事業に係る評価に当たっては、これらの特性を十

分に配慮する必要がある。 
(2) 中期目標は必ずしも毎年度均一に達成されるわけでなく、また、長期的取り組みを要する事業など、短

期間で評価することが困難な項目もあることから、各事業年度終了時における評価基準は、比較的おお

まかなものとする。 
(3) 振興会における評価システムの活用を図る等により、毎年度の評価作業が振興会及び研究者にとって過

度の負担とならないよう努める。 
(4) 評価を確定していくに際しては、適切な方法により振興会からの説明・意見等を十分に聴取することに

特に留意する。 
(5) 次年度以降の評価については、今年度の評価結果等を踏まえて、振興会の独自性や科学技術・学術分科

会における検討などを考慮しつつ、適時適切に見直しを行うものとする。 
 
��評価の実施方法 

事業年度評価においては、中期計画に定められた各項目の毎事業年度の実施状況について、以下の評価を行

う。 
(1) 事業年度評価 

(ｲ) 評価項目 
中期計画の個々の事項ごとに、当該事業年度における中期計画の実施状況について段階的評定を行う。 

 
(ﾛ) 各評価項目の評価基準 

①各評価項目の評価については、Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆの５段階評価とする。 
Ｓ：特に優れた実績を上げている。（客観的基準は事前に設けない） 
Ａ：中期計画通り進んでいる、又は、中期計画を上回り、中期目標を十分に達成し得る可能性が

高いと判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が100％以上） 
Ｂ：中期計画通りに進んでいるとは言えない面もあるが、工夫若しくは努力によって、中期目標

を達成しうると判断される。（当該年度に実施すべき中期計画の達成度が70％以上100％未

満） 
Ｃ：中期計画の履行が遅れており、中期目標達成のためには業務の改善が必要である。（当該年

度に実施すべき中期計画の達成度が70％未満） 
Ｆ：評価委員会として業務改善の勧告を行う必要がある。（客観的基準は事前に設けない） 

②”Ｓ”又は”Ｆ”評価の項目は、法人による翌年度以降の事業計画の変更等につなげる必要がある。 
③中期計画の個々の事項とは、中期計画の各項目、あるいは類似の個別業務が複数の項目に分かれて
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いる場合には、これらを大ぐくり化した各単位をいう。 
④他法人との項目別評価の結果を比較するため、 

・業務運営の効率化に関する目標を達成するために取るべき措置 
・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取るべ

き措置 
など、大項目についても段階的評定を行う。 
 

(ﾊ) 評価方法 
振興会から提出される業務実績報告書等を中期目標及び中期計画に照らして、おおむね以下の手

順に沿って、全体評価表、項目別評価等総表及び項目別評価表を作成することにより評価をとりまと

める。全体評価表及び項目別評価等総表は、「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」において定める様式とし、項目別評価表については各年度の事業年度評価に当たり、部会に

おいて定める様式とする。 
なお、評価に際しては、各事業年度における振興会の自己点検等の結果を参考にする。 

①振興会からの業務実績報告書等によるヒアリングの実施 
②各委員による評価案の作成 
③部会の合議による評価の実施 

また、以下のいずれかの方法により評価値（Ｓ・Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｆ）を決定した上で、各項目に記載

事項を付記する。また、必要に応じ評価項目毎に評価指標、評価要領等を作成する。 
①数値基準を設定して数値を目安にして決定するもの。 
②法人の自己評価及びその根拠を部会として確認、必要に応じて修正する。 
③非定量的要素を含む複数の要素を総合的に勘案した上で、部会としての評価をとりまとめ

る。 
なお、全体評価に当たっては、 各評価項目の評価結果を総括するものとして、 

①評価結果の総括 
②評価を通じて得られた法人の今後の課題（評価結果に至った原因分析について明確に記載 

また、独立行政法人の制度・運用上の隘路があれば、積極的に記載） 
③評価結果を踏まえ今後の法人が進むべき方向性 
④特記事項（総務省政策評価・独立行政法人評価委員会の２次評価や中期目標期間終了時の見

直し作業についての対応） 
について記述する。ただし、ランク付けはしない。 

（略） 
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（別��） 
 

効果的・効率的な独立行�法人評価の実�に�けて取るべき方�の��方針（��） 
 

� 成 1 9 年 1 2 月 1 9 日 
�部���独立法人評価委員会 

 
（略） 
○業務実績報告書等の早期作成及び委員等に対する日常的な情報提供 

・法人は、財務データも含め評価に必要な定量的データをその対象により、月ごと、重要な事業終了ごと、四

半期ごと等定期的に積み上げる。また、財務データ等を定期的に集計する中で特異なデータがあれば、その

原因分析を行う。これにより、法人は、年間を通じて評価関連事務の分散を図るとともに、業務実績報告書

等を作成する時期までに業務の進捗状況、成果、課題等を概ね把握するよう努め、財務データも含めた業務

実績報告書等の作成の迅速化を図り、部会等の評価作業開始までに確定させる。 
・部会等における評価作業が効果的・効率的に行われるためには、委員等が法人業務の状況を良く把握し、評

価の視点が明確になっていることが重要であることから、法人所管課（部会等の事務局）においては、部会

等の開催前に、委員等に対して必要な資料を早期に提示するとともに、法人においては、法人の業務に関す

る情報（研究成果、主なイベントの開催状況や成果等）を日常的に委員等に提供する。 
 
法人の努力にかかわらず、評価作業開始までに財務データ等を確定できない場合であっても、法人においては

上記の取組により財務状況や業務の状況、成果、課題等が把握されていることから、その時点での暫定的なデー

タと併用することで確度の高い評価を行うことが可能になると考えられる。 
なお、これらの暫定的なデータが確定後、必要に応じて部会等で評価を再検討し、適切な評価結果を決定する

こととする。 
 
○評価項目の適切な大ぐくり化 

・評定を行う項目については、関連する事業を一つの項目としたり、項目の階層構造の上位の項目のみの評定

とするなど、項目別評定に係る議論の効率化を図る。ただし、評価の網羅性の確保の観点から項目別評定の

対象となる一連の事業について、個々に評定を行わない場合も個別の精査が必要と考えられる場合には、こ

れを実施する。 
 
○自己評価結果の適切な活用 

・自らの判断により業務実績報告書に自己評価結果を反映させている法人や自己評価報告書を部会等に提出し

ている法人の評価の際には、評価作業の独立性の確保に十分留意しつつ、自己評価結果を適切に活用するこ

ととする。ただし、法人が自己評価に係る外部評価を実施する場合、それに時間を要することにより業務実

績報告書の作成作業が遅れることは避けるべきである。 
 
○国民の目線に立った骨太な評価の実施 

・部会等においては、国民の目線に立って、社会において当該法人が果たすべき役割を果たしているかとの観

点から評価を行う。その際、評価が「木を見て森を見ず」とならないよう、個別事業等の評価にとらわれす

ぎることなく骨太な評価を重視する。 
・社会情勢やこれまでの法人の評価結果等を踏まえ、法人の業務全体について評価を行う中で、重点的な評価

を行うべき項目を絞り込む。例えば、これまでの評価結果が良好であり、かつ経年で評価結果に大きな変動

がないと考えられる項目の評価は簡略化する。 
・評価に先立った評価方針（注）の検討については前年度中に行うなど、なるべく早期に行う。また、委員等

による事前書面審査を推進する。 
 
（注）上述した、重点的な評価を行うべき項目やヒアリングすべき事項の絞り込み、あるいは評価に必要なデー

タの明確化等の方針 
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（別���１） 
 

平成19年度事業・�1期中期目標期間 ���検評価・外部評価��書（��） 
 

平 成 2 0 年 7 月 2 日 
独�行��人日本学術振興会 
外 部 評 価 委 員 会 

 
（略） 

 

�１期中期計画期間を終えて 

振興会は、国の施策の下、学術研究の振興を担う国内唯一の資金配分機関として、独創的・先駆的な研究を発

展させる「科学研究費」、世界トップクラスの若手研究者の養成・確保を図る「特別研究員」、諸外国の先端研

究機関との学術交流を促進するための「学術の国際交流」、さらには、大学・大学院改革として「グローバルＣ

ＯＥプログラム」などの支援策を総合的に推進している。 

これらの事業について、選考・審査体制の見直しを絶えず行い、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や電子申請システムの導入などを実施して、申請者・支援対象者サービスの向上

に努めている。また、支援対象者への資金供給も円滑に実施しており、評価できる。 

加えて、特別研究員の大部分が採用期間終了後に常勤の研究者に就いていることなどにみられるように、それ

ぞれの事業の目的にかなった運営を行っている。その一方で、科学研究費の応募書類の電子化や大学教員等に対

する審査業務などの協力要請を通じて、一般管理費や事業費の削減に努めている。 

このように、多種多様かつ膨大な業務を、少ない常勤職員で効率的、効果的に業務を推進していることは、き

わめて高く評価できる。 

外部評価委員会としては、振興会の事業実績を検証した結果、平成１９年度計画並びに中期計画を十分に達成

したものと評価する。 

なお、「各事業にかかる外部評価」においては、６９に区分した事業の定性的指標による実績に対する評価と 
して、総合的な評価が行われた。 

（http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_19a.pdf 参照） 
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（����２） 

 
平成20年度事業自��検評価・外部評価���（��） 

 
平 成 2 1 年 6 月 2 9 日 
��行政��日本学術振興会 
外 部 評 価 � � 会 

（略） 
 
�まとめ� 
 平成２０年度事業実績を検証した結果、平成２０年度計画を十分達成したものと評価する。振興会は限られた

予算の中で学術研究等の助成を効率的に実施しており、全般的な業務運営に関しても高い評価を与えたい。 
以下に、我が国の学術の振興に向けた一層の努力と期待を込めてコメントを記す。 
知的創造活動としての基礎研究は、知的資産の構築によって国家・社会の発展を目指している我が国の重要政

策の一つである。外から見れば、花や果実、つまりは応用研究の成果に視線が集まりやすいが、「０から１」を

生み出す新しい種を蒔き、根や幹をしっかり育てていかなければ、何も生まれないことは自明である。 
 平成２０年度開始の第二期中期目標期間においても、日本学術振興会の責務が、文部科学省と一体となった、

我が国における学術研究の振興や大学改革等の支援にあることに変わりはない。加えて、今日の世界同時不況と

いう情勢から、振興会が全面的に支援する基礎研究や研究者育成等に対しては、産業活性化への更なる貢献が求

められている。 
こうした中で、振興会は、大学等の学術研究のポテンシャルを飛躍的に向上させる役割も担っている。国の財

政が逼迫している状況下において、科学技術に対しては例外的な予算措置がなされているとの見方もあるが、先

進諸国と比較すると十分な投資がされているとは言い難く、学術研究等に関する予算の増大を継続的に政府に働

きかけることが、研究者や大学等から強く期待されている。それと同時に、限りある予算を一層効果的・効率的

に使うことも強く求められている。 
また、それぞれの事業が研究者や大学等の組織の将来に大きく影響することから、審査等の公正性・透明性の

絶え間ない向上が求められている。 
学術研究の発展性には無限の可能性があり、我が国の持続的な発展を支える基礎研発展に向けたより一層の努

力を期待したい。 
 
なお、各全体シートにおける外部評価においては、評価項目を１２項目に大ぐくり化し、事業の定性的指標に

よる実績に対する評価として、総合的な評価が行われた。 
 

（http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_20.pdf 参照） 
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（�����） 

 
平成21年度事業自�点検評価・外部評価報��（��） 

 
平 成 2 2 年 7 月 1 5 日 
�立行政法�日本学術振興会 
外 部 評 価 委 � 会 

（略） 
 

 平成２１年度事業実績を検証した結果、平成２１年度計画を十分達成したものと評価する。振興会の事業は実

施方法と結果とも高度精緻な有機体と言えるほどの完成度を有しており、その維持と陳腐化することなくいかに

常態化するかが切望される。 
以下に、我が国の学術の振興に向けた一層の努力と期待を込めてコメントを記す。 
昨年秋以来、行政刷新のための種々の調査点検作業が行われた。その結果、振興会に対する評価の重要なキー

ワードに「ガバナンスの強化」がある。行政刷新会議は、「ガバナンスの強化」の内容として、コスト縮減・効

率化の観点からの経費の適正支出、審査体制の効率化、情報公開の質の向上等を挙げている。振興会の将来のあ

り方を考えるに、さらに重要な「ガバナンスの強化」が必要ではないだろうか。国民目線から見たガバナンスの

役割は、経費の縮減のため、あるいは経費の適正な支出のためのみではない。さらに重要なことは、国費により

実施する諸事業の意義と効果、つまり、有効性の絶え間ないモニターと改善方策の実施である。事業の有効性を

判断する基準は、それぞれの事業の目的と背景となっている政策（国家戦略）に基づいているが、本来その基準

は種々の国内外の社会的背景に依存しており、さらには、その優先順位の判断が必要である。したがって、振興

会において、各事業の有効性を評価するための「評価部局」を設置する必要があるのではないか。振興会の大き

な特徴は「ボトムアップによる学術研究の振興」にある。ボトムアップ型の研究支援とガバナンスの強化は相矛

盾することではない。振興会は、我が国がおかれているグローバルな環境に敏感に対応し、諸事業の有効性を自

ら判断し、改革の方向を探る能力を保持する必要がある。そして、その能力を発揮して、各種政策提言を行政等

に対して今以上に積極的に行うことを期待したい。 
現下の社会情勢に鑑みると、多大な努力をしている振興会といえども、国民（納税者）の視点に立ち、市民社

会からの問いかけを受けるという意味では決して例外ではない。すなわち、国の予算により実施されている事業

について、その目的の適正さと手段の妥当性を明らかにすること、並びに執行を委ねられた予算の効果と効率を

常に高いレベルに保つことが求められていることを再認識し、常に緊張感を持って、業務内容の質的向上に務め

ることを期待する。 
 

（http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_21.pdf参照） 
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（別���１） 
 

中期目標期間に係る業務の実�に関する評価の結果について（��） 
 

平 成 2 0 年 8 月 2 8 日 
�部科学��立法人評価委員会 

 
1）評価結果の総括 
（1）科学研究費補助金の配分業務の大幅増加の中で、電子化等による合理化を図りつつ、審査・配分業務

を適切かつ効率的に実施してきた。特に、総合科学技術会議等の指摘を踏まえ、プログラムディレ

クター、プログラムオフィサーを配置した学術システム研究センターによる公正性・透明性ある審

査を推進するなど、我が国の競争的資金制度改革を先導したことは高く評価される。 
（2）第１期中期目標期間中に国から新たに委託された教育研究等に係る各種事業の審査業務、さらには若

手研究者の養成に資する制度や賞の創設など、法人としての機能を最大限に活用し、効率的・効果

的に事業を実施したことは評価できる。 
以上のとおり、第１期中期目標期間を通して、我が国の学術研究を支えるファンディングエージェンシ

ーとして、中期目標を達成していると評価できる。 
 
2）評価結果を通じて得られた法人の今後の課題 
（1）学術システム研究センターについては、法人における公平性・公正性ある効率的な審査体制の確立に

大きく貢献。他方、我が国、諸外国の学術振興方策や学術研究動向の分析を踏まえた政策提言等の

情報発信の取り組みの充実が課題。 
（2）科学研究費補助金事業については、他の競争的資金に先駆け様々な制度改革を率先し、公正性・透明

性が高くかつ効率的な審査・配分体制を確立。科学研究費補助金の国から日本学術振興会への配分

業務の移管が一部にとどまっている。引き続き制度改革に努めるとともに、研究成果の把握とわか

りやすい情報提供、新たに導入された研究費の不正使用等防止対策の着実な実施、研究費の効率的

使用のための配分機関としての取組強化が課題。 
（3）研究者支援事業については、事業の効果をより適切に検証するため、支援終了後の研究者の進路状況

等に関する調査の充実が課題。 
（4）学術国際交流事業については、共同研究等の事後評価にとどまらず、交流支援の成果、波及効果等に

ついての調査の充実とともに、支援メニュー・方向性を明確化することが課題。 
（5）法人としての広報活動については、年々充実が図られているが、今後は研究者向けだけでなく、一般

国民にとって魅力的かつわかりやすい広報が求められる。 
 
3）評価結果を踏まえ今後の法人が進むべき方向性 
（1）諸外国の学術振興方策や学術研究動向の調査・研究、情報発信機能を充実させるべく、学術システム

研究センターの体制・機能の強化に取り組むべきである。 
（2）科学研究費補助金事業は、我が国の学術研究の水準維持のために必要不可欠であり、国としても今後

一層の拡充に努めるとともに、執行事務の日本学術振興会への移管を引き続き進めるべきである。

また、事業運営においては、競争的資金制度改革の率先、研究成果の把握とわかりやすい情報発信

による投資効果の国民への説明とともに、引き続き研究費の不正使用等防止対策の着実な実施や研

究費の効率的使用のための配分機関としての取組に努めるべきである。 
（3）若手研究者支援の観点から、特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、研究者への支援の効果

の適切な検証等により、研究者のニーズにあった制度改善を進めるべきである。 
（4）学術国際交流事業については、成果の把握・公開や事業の効果の検証を充実させることが必要。あわ

せて、内外の学術研究機関における国際化動向等を踏まえ、日本学術振興会としての効果的な国際

交流支援や海外研究連絡センター等のあり方を盛り込んだ「戦略」を検討することも一案と考える。 
（5）広報活動については、法人の活動状況や調査・研究の成果について、研究者さらには国民への理解増

進の観点から、一層の努力が必要である。 
（http://www.mext.go.jp/a_menu/hyouka/d_kekka/main10_a11.htm#nendo 参照） 
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（別��－２） 
 

��行�法人日本学術振興会の�成２�年度に�る業務の実�に関する 
評価の結果について（��） 

 
� 成 2 � 年 8 � � � 日 
文�科学���法人評価委員会 

（全体評価） 
① 評価結果の総括 
（イ）第２期中期目標期間の初年度として、各事業とも着実に実施されており、学術の振興に大きく寄与してい

る。 
（ロ）我が国における学術振興のための中核機関として、第一線で活躍している研究者で構成される学術システ

ム研究センターの機能を活用し、科学研究費補助金や特別研究員、学術の国際交流などの諸事業に研究者の

意見を反映させることができる体制を整備している。これにより、学術の特性に配慮した業務運営を実施し

ており、法人としての使命を十分に果たしている。 
（ハ）特に、科学研究費補助金事業において、応募手続きの完全電子化や、新規採択課題の採否に関する通知の

発出をこれまで以上に早期化したことなどは、ファンディングエージェンシーとしての機能を十分に発揮し

ているだけでなく、他の競争的資金の模範となるべき取組みであり高く評価できる。 
 

② 評価結果を通じて得られた法人の今後の課題 
（イ）科学研究費補助金については、審査委員の負担軽減、業務効率化の観点から、審査業務の電子化を一層推

進することが課題。（項目別－p.４参照） 
（ロ）研究者支援事業については、今後も効果的な事業の実施に努めるべきであるが、研究者の育成に関しては、

各種の事業を通じて支援した若手研究者の追跡調査を行うなど、事業の成果を検証することが課題。（項目

別－p.7参照） 
（ハ）学術国際交流事業については、海外の学術振興機関との連携を図るなど、事業改善に向けての検討が行わ

れているが、事業実施による成果及び効果等について検証することが課題。（項目別－p.10参照） 
（ニ）新たにメールマガジンを配信したことや、ホームページの充実を図るなど、振興会の事業内容の周知に努

めたことは評価できるが、引き続き、研究者や国民から広く理解が得られるよう、広報活動を一層推進する

ことが課題。（項目別－p.13参照） 
 
③ 評価結果を踏まえ今後の法人が進むべき方向性 
（イ）電子システムを整備することにより、審査業務のペーパーレス化や交付申請手続きの電子化を進めるなど、

業務のより一層の効率化に取り組むべき。 また、日本人のノーベル賞受賞を契機に基礎研究の重要性が再

認識され、それに対する期待と関心が高まっており、科学研究費補助金のより一層の拡充が望まれる。（項

目別－p.４参照） 
（ロ）研究者支援の充実のため、特別研究員事業等の一層の拡充を図るとともに、若手研究者への支援の効果を

調査・検証し、その結果をホームページ等で公表するべき。 （項目別－p.7参照） 
（ハ）学術国際交流事業については、海外の学術動向の把握など海外連絡研究センター等の機能を活用しつつ、

事業全般についての成果の把握や効果の検証に努めるべき。 （項目別－p.10参照） 
（ニ）振興会が有する様々な媒体を活用し、魅力ある広報活動を行うとともに、メールマガジンの英文化の取組

を進めるべき。また、科学研究費補助金の研究成果をわかりやすく説明するなど、事業の成果等を広く 国

民に伝えるための更なる努力が必要である。（項目別－p.13参照） 
 

④ 特記事項 
（イ）給与水準については、職員給与の昇級号俸数の見直し、管理職員手当などの諸手当の見直しを行うなど、

引き下げに向けての適切な取り組みがなされている。 
（ロ）随意契約については、一般競争入札の範囲を拡大するなど、着実に随意契約件数を減少させてきており、

計画に基づいた見直しが図られている。 
（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/09/04/1283841_20.pdf 参照） 
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（別��－�） 
 

独立行政法人日�学術振興会の平成�１年度に�る業務の実績に関する 
評価の結果について（��） 

 
平 成 2 2 年 8 月 3 1 日 
�部科学省独立法人評価委員会 

 
（全体評価） 

①評価結果の総括 

（イ）中期目標の達成に向けて、各事業とも着実に実施されており、学術の振興に大きく寄与している。 

（ロ）我が国の学術研究を支えるファンディングエージェンシーとして、研究現場の意見を各種事業に適切に反

映させる体制を整備しているなど、学術の特性に配慮した研究者の視点に立った制度・業務運営が行われ

ており、法人としての使命を十分に果たしている。 

（ハ）科学研究費補助金事業において、新規採択課題の採否に関する通知の発出を４月１日に行ったことは、研

究開始時期の更なる早期化や、研究費の過度の重複の排除の観点から、他の競争的資金の模範となるべき

取組みであり高く評価できる。 

（ニ）円滑な研究現場への復帰支援を促進するため、限られた予算の中で、特別研究員（RPD）を充実させたこと

は、学界のみならず、社会へのメッセージとして多方面に与える影響も大きく、高く評価できる。 

（ホ）平成21年度補正予算で措置された基金事業については、基金の創設により多年度にわたる柔軟な予算執行

を可能にするとともに、様々な変更を余儀なくされたにも関わらず、迅速かつ的確に対応した点などは高

く評価できる。 

 

②評価結果を通じて得られた法人の今後の課題 

（イ）科学研究費補助金における研究成果報告書の長期未提出課題については、おおむね解消されたことが既に

確認されているが、科学研究費補助金の成果については、研究成果報告書を通じて、国民、社会に還元さ

れるものであるため、早急に未提出課題の再発防止策を講じることが望まれる。（項目別－ｐ５参照） 

（ロ）学術に関する国際交流事業については、従来の実績を尊重しつつも、種々の観点から大胆に見直しを進め

るとともに、相手国の状況を考慮しつつ、より効果的なプログラムへとリフォームすることが望まれる。

（項目別－ｐ１０参照） 

（ハ）学術システム研究センターの事業については、透明性の強化に向けた見直し・検討が望まれる。（項目別

－ｐ１１参照） 

 

③評価結果を踏まえ今後の法人が進むべき方向性 

（イ）研究成果報告書の長期未提出課題が生じないよう、未提出者に対しては、科学研究費補助金を新規に交付

しない措置を講じるなどの再発防止策の強化に取り組むべき。 

（ロ）学術システム研究センターに設置された「国際事業のあり方に関する検討タスクフォース」における検討

などを通じて、学術に関する国際交流事業が、より効果的なプログラムとなるよう見直すべき。 

（ハ）学術システム研究センターのガバナンス強化に向けた検討を行い、民間企業等の外部有識者を非常勤の研

究員として登用するなど透明性の強化に取り組むべき。__ 

 

④特記事項 

（イ）総務省政策評価・独立行政法人評価委員会における二次評価結果については、随意契約の見直し、諸手当

の見直しなど適切に対応している。 

 

（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2010/08/31/1297162_14.pdf 参照）
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（別��） 
 

「独立行政法人日本学術振興会の��な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性について」 
における指�事項を踏まえた見直し� 

 
平成18年12月15日 
文 � 科 学 省 

 
「勧告の方向性」を踏まえ、次期中期目標においては、以下の事項を掲げることにより、事務及び事業の改

善を図る。なお、この見直しの考え方に従い、平成20年3月までの間に、研究者の自由な発想に基づく多様な

分野の学術研究を支援することを使命とする、我が国の学術振興を担う唯一の機関として、①学術研究の助成、

②若手研究者の養成、③学術に関する国際交流の促進のための事業を核とし、真に担うべき諸事業に特化・重

点化するとの考え方に立って、具体的な検討を行い、次期中期目標・中期計画を策定する段階で具体的なもの

にすることとする。 
 
第１ 事務及び事業の見直し 

１ 学術研究の助成（科学研究費補助金）に係る業務の見直し 
科学研究費補助金については、競争的資金全体のマネジメントの一環として、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受給の防止対策を強化することとする。このため、以下の見直し

を行う。 
①「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日総合科

学技術会議）等に沿って、科学研究費補助金の応募段階から重複応募等をシステム的にチェックする

とともに、実際の審査の場において、研究計画調書に記載された他の研究費助成制度への応募・採択

状況を確認することとする。なお、平成19年度に使用開始予定の「府省共通研究開発管理システム」

を活用する。 
②また、競争的資金の中で最も早い時点（4月）に採否が決定される科学研究費補助金の審査結果を、他

の競争的資金の配分機関に対し迅速に提供することとする。 
③さらに、交付した科学研究費補助金が交付対象研究者の所属する大学等において適正に管理されるよ

う、科学研究費補助金の応募時に、検収体制の整備やその状況の報告を義務づけるなど、当該大学等

における機関管理や監査を徹底させるとともに、日本学術振興会における監査を充実することとする。 
 
２ 特別研究員事業等の重点化等 

特別研究員事業等については、事業の重点化等の観点から、以下の措置を講ずることとする。 
①特別研究員事業の対象を大学院博士課程在籍者に重点化する（平成19年度）。 
②特別研究員（21世紀COEプログラム）について、各拠点の時限の到来に伴い順次廃止し、より重点化

された拠点への支援に縮小する（平成19年度）。 
③特別研究員に対する研究奨励金については､独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を

組織的に防止する仕組みを構築する（平成19年度）。 
 
３ 学術に関する国際交流の促進のための事業の重点化 

学術に関する国際交流事業を促進する事業については、事業の重点化の観点から、以下の措置を講ず

ることとする。 
①日本人の若手研究者に海外での研鑽機会を付与する事業に重点をおくこととし､外国人特別研究員事

業の規模を縮小する（平成19年度）。 
②外国との研究交流を目的とする拠点大学交流事業については、日本学術振興会が経費の全額を負担し

ているが､平成19年度から23年度までの間にこれを段階的に廃止し、公募により相手国に対等な負担を

求める方式による事業へと転換する。 
 
４ 人文・社会科学振興プロジェクト研究事業の段階的廃止 

人文・社会科学振興プロジェクト研究事業については、所期の目的が達成されたため、平成19年度か
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ら20年度までの間に段階的に廃止することとする。 
 

第２ 他の法人との更なる連携の強化等 
日本学術振興会の事務及び事業と独立行政法人科学技術振興機構の事務及び事業については、文部科学

省の政策目標である「科学技術の戦略的重点化」、「優れた成果を創出する研究開発環境を構築するシス

テム改革」、「科学技術と社会の新しい関係の構築を目指したシステム改革」等の達成に効果的かつ効率

的に貢献する観点から、第３期科学技術基本計画において「研究者の自由な発想に基づく研究」と「政策

に基づき将来の応用を目指す基礎研究」をそれぞれの意義を踏まえて推進することとされているとおり、

言わば科学技術・学術政策上の「車の両輪」として異なった側面から日本の科学技術振興を担っていると

いうことを十分に認識した上で、今後も、両法人が、それぞれの設立趣旨・目的に沿った活動を行い、事

業が重複することのないよう配慮しつつ、更に連携を強化していくこととする。 
また、両法人の海外事務所については、それぞれの機能に着目しつつ、効率的な運営の観点から、ワシ

ントン事務所について、共同設置・運用とすることとする。 
 

第３ その他の業務全般に関する見直し 
上記第1及び第2に加え、業務全般について以下の取組を行うものとする。 

 
１ 中期目標等における業務の重点化や効率化に向けた取組の明確化等 

適切な評価や国民の理解に資する観点から、次期中期目標等において、国の政策目標における日本学

術振興会の任務の位置付け、国・民間等との役割分担など、日本学術振興会が担う任務・役割を明確に

することとし、その任務・役割との関係を踏まえた業務の重点化や効率化の方針を具体的に明記するこ

ととする。 
その際、目標達成度の厳格かつ客観的な評価に資するよう、達成すべき内容や水準等を可能な限り具

体的かつ定量的に示すこととする。 
また、事業ごとの厳格かつ客観的な評価・分析の実施を促進し、その結果を事業選択や業務運営の効

率化に反映させること等により見直しの実効性を確保するとともに、日本学術振興会の財務内容等の一

層の透明性を確保する観点から、決算情報・セグメント情報の公表の充実等を図ることとする。 
２ 効率化目標の設定及び総人件費改革 

一般管理費及び事業費に係る効率化目標について、現行の中期目標と同程度以上の水準の目標を具体

的に示すこととし、業務の質の向上についても客観的かつ具体的な目標を示すことにより、一層質が高

く効率的な業務運営を目指すこととする。その際、総人件費については、簡素で効率的な政府を実現す

るための行政改革の推進に関する法律（平成18年法律第47号）等に基づき、５年間で５％以上を基本と

する削減を着実に実施することとし、役職員の給与に関し国家公務員の給与構造改革を踏まえた見直し

を促進する。 
 
３ 随意契約の見直し 

業務の実施に当たり委託等を行う場合には、国における見直しの取組（「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。財務大臣から各省各庁の長あて。））等を踏まえ、契約の在り

方の見直しなど不断の見直しを行い、一般競争入札の導入・範囲拡大や契約の見直し等を通じた業務運

営の一層の効率化を図ることとする。 
 
４ 資産の有効活用等に係る見直し 

日本学術振興会が会議所、研修施設、分室等の施設を保有する場合には、自己収入の増加を図る等の

観点から、売却や一般利用への開放、関連する諸権利の有効活用等により、土地・建物等を効率的に活

用することとする。 
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（��１�） 
 

独立行政法人整理合理化計画（��） 
 

平成19年12月24日 
� 議 � 定 

 
（略） 

Ⅲ．独立行政法人の見直しに関し講ずべき横断的措置 
１．独立行政法人の効率化に関する措置 

(1) 随意契約の見直し 
① 独立行政法人の契約は、原則として一般競争入札等（競争入札及び企画競争・公募をいい、競争性の

ない随意契約は含まない。以下同じ。）によることとし、各独立行政法人は、随意契約によることが

できる限度額等の基準について、国と同額の基準に設定するよう本年度中に措置する。 
② 各法人が策定する随意契約見直し計画において、独立行政法人全体で、平成18年度に締結した競争性

のない随意契約１兆円のうち、約７割（0.7兆円）を一般競争入札等に移行することとしており、こ

れらを着実に実施することにより、競争性のない随意契約の比率を国並みに引き下げる。 
③ 各独立行政法人は、契約が一般競争入札等による場合であっても、特に企画競争、公募を行う場合に

は、真に競争性、透明性が確保される方法により実施する。 
④ 随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施について、監事及び会計監査人によ

る監査、評価委員会による事後評価において、それぞれ厳正にチェックする。 
⑤ 各独立行政法人は、随意契約見直し計画を踏まえた取組状況をウェブサイトに公表し、フォローアッ

プを実施する。 
⑥ 総務省は、独立行政法人における随意契約見直しの取組状況を取りまとめ、公表する。 

 
(2) 保有資産の見直し 

① 各独立行政法人は、基本方針及び専門調査会の議論等を踏まえ、保有する合理的理由が認められない

土地・建物等の実物資産の売却、国庫返納等を着実に推進し、適切な形で財政貢献を行う。このため、

所要の条件整備を行う。 
② 各独立行政法人は、上記の売却等対象資産以外の実物資産についても、引き続き、資産の利用度等の

ほか、本来業務に支障のない範囲での有効利用可能性の多寡、効果的な処分、経済合理性といった観

点に沿って、その保有の必要性について不断に見直しを実施する。その際、継続する事務・事業に当

該資産が必要と判断される場合であっても、証券化等による資産圧縮について検討する。 
③ 各独立行政法人は、不要となった金融資産の売却やそれに伴う積立金の国庫返納を行うとともに、既

存貸付金の売却・証券化の検討・促進や不良化している貸付けの早期処分等により金融債権について

圧縮の方向で見直しを行う。また、金融資産の運用については、運用の効率性の向上に向けて、運用

体制の確立と運用方針の明確化を図る。 
④ 保有資産の見直しの状況については、監事による監査、評価委員会による事後評価において、それぞ

れ適切にチェックする。 
 

(3) 官民競争入札等の積極的な適用 
競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18年法律第51号）に基づく官民競争入札

等の積極的な導入を推進し、独立行政法人の提供する財・サービスの質の維持・向上と経費削減を図る。 
 

(4) 給与水準の適正化等 
① 独立行政法人の役員の報酬及び職員の給与等について、独立行政法人が公的主体と位置付けられるこ

とや財政支出を受けていることも踏まえ、以下の点について対応する。 
ア 各独立行政法人は、人件費総額について、行政改革推進法の規定に沿って着実に削減に取り組む

こと。 
イ 主務大臣は、国家公務員と比べて給与水準の高い法人に対して、その水準が高い理由及び講ずる
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措置について公表し、国民に対して納得が得られる説明を行うとともに、社会的に理解が得られ

る水準とするよう要請すること。 
ウ 主務大臣は、国の財政支出規模の大きい法人及び累積欠損のある法人に対して、給与水準が適切

なものかどうかを検証の上、十分な説明責任を果たすものとし、国民の理解が得られないものに

ついては、水準そのものの見直し等適切に対応するよう要請すること。 
エ 主務大臣は、各独立行政法人に対して、独立行政法人の長の報酬を各府省事務次官の給与の範囲

内とするよう要請すること。 
オ 各独立行政法人の長を除く理事及び監事等の報酬について、個人情報保護にも留意しつつ、法人

の長と同様に、個別の額を公表すること。 
② 各独立行政法人は、能力・実績主義の活用により、役員の報酬及び職員の給与等にその業績及び勤務

成績等を一層反映させる。特に、役員については、当該役員の各期の業績が適切に報酬額に反映され

ることが必要である。 
③ 給与水準に関して、十分国民の理解が得られる説明がなされているか等の観点から、監事による監査、

評価委員会による事後評価において、それぞれ厳格にチェックする。 
 
２．独立行政法人の自律化に関する措置 

(1) 内部統制・ガバナンス強化に向けた体制整備 
（中略） 
① 業務遂行体制の在り方 

ア 各独立行政法人は、役職員に対して、目標管理の導入等により適切な人事評価を行うとともに、

その業績及び勤務成績等を給与・退職金等に一層反映させることにより業務遂行へのインセンティ

ブを向上させる。また、主務大臣は各独立行政法人の長について、また、各独立行政法人の長は当

該法人の役員について、職務の執行が適当でないため法人の業務の実績が悪化した場合であって、

当該役員に引き続き職務を行わせることが適当でないと認めるときは解任事由となり得ることを

再確認する。 
イ 各独立行政法人は、民間企業における内部統制制度の導入を踏まえ、独立行政法人における役職

員の職務執行の在り方をはじめとする内部統制について、会計監査人等の指導を得つつ、向上を図

るものとし、講じた措置について積極的に公表する。 
ウ 独立行政法人における監事の在り方を含めた内部統制の在り方について、第三者の専門的知見も

活用し、検討を行う。 
エ 特定独立行政法人以外の独立行政法人は、特定独立行政法人に準じ、その職員の勤務時間その他

の勤務条件を公表するよう努める。 
オ 各独立行政法人は、その業務・マネジメントに関し国民の意見募集を行い、業務運営に適切に反

映させる。 
カ 独立行政法人の長の任命について、内閣の一元的関与を強化するとともに、監事及び評価委員会

の委員の任命についても内閣の一元的関与を図ることを速やかに実施する。 
② 関連法人等との人・資金の流れの在り方 

ア 国から独立行政法人への再就職については、従来の総量規制（長の1/2、役員の1/2）は達成された

ところであるが、引き続き、その在り方を検証する。 
イ また、独立行政法人から関連法人等への再就職についても、いわゆる官製談合問題などの問題が

露呈したことから、その在り方を検証する。 
ウ 独立行政法人の長等の役員については、公募制の積極的活用等により、適材適所の人材登用を徹

底する。 
エ 各独立行政法人は、独立行政法人と関連法人との間における人と資金の流れについて、透明性を

確保するため、独立行政法人から関連法人への再就職の状況及び独立行政法人と関連法人との間

の補助･取引等の状況について、一体としての情報開示を実施する。総務省は、各法人の情報公開

状況を総覧可能な状況に置くものとする。 
オ 各独立行政法人は、関連法人への再就職に関連して不適正な契約の発生等がある場合には、その

責任において、人と資金の流れについて適正化を図る。 
カ 随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、情報開示の状況について、監事及び会計監査人に
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よる監査で厳格にチェックするとともに、評価委員会において事後評価を行う。 
③ 管理会計の活用及び情報開示の在り方 

ア 各独立行政法人は、管理会計の活用により、事務・事業別、部門別といった単位における費用を

明確にしつつ、費用対効果の分析を適切に行うこと等により、経営の効率化を図る。 
イ 各独立行政法人は、業務内容等に応じた適切な区分に基づくセグメント情報の開示を徹底する。 
ウ 総務省は、事業報告書について、主要な損益の発生要因等を明らかにするなど、独立行政法人の

運営状況等について国民に分かりやすい形での情報開示を行うため、標準的な様式を定める。 
④ 監事監査等の在り方 

ア 主務大臣は、監事の機能を強化するため、在任期間の延長を検討するほか、責任の明確化の観点

から、決算関連業務を考慮した任命を行う。また、規模の小さい法人の負担等を考慮する必要は

あるものの、常勤監事を置くよう努める。その際、マネジメントの肥大化を招くことのないよう、

配慮すべきである。 
イ 監事の独立性、専門性強化の観点から、その任命について内閣の一元的関与を図る。 
ウ 各独立行政法人の監事は、随意契約の適正化を含めた入札・契約の状況、給与水準の状況、内部

統制の状況及び情報開示の状況について、監査で厳格にチェックする。また、このために必要な

監査体制を適切に整備する。 
エ 各独立行政法人の監事は、相互間の情報交換・連携を強化する。 
オ 評価委員会は、監事による監査の状況を踏まえ、連携して評価に当たる。 
カ 監事の在り方を含めた内部統制の在り方について、第三者の専門的知見も活用し、検討を行う。 

⑤ 外部監査の在り方 
ア 会計監査人は、随意契約の適正化を含めた入札・契約状況及び内部統制の状況について、独立行

政法人の財務諸表等について行う監査の中で厳格にチェックする。 
イ 主務大臣は、会計監査人の独立性の確保のため、選任の透明性を確保するとともに、その責任を

明確化する。 
⑥ 事後評価の在り方 

ア 主務大臣は、中期目標について、その達成度を厳格かつ客観的に評価するため、法人の業務の全

般にわたり可能な限り網羅的かつ定量的な指標を設定するなど、法人が達成すべき内容や水準を

明確化及び具体化する。また、中期目標の達成状況等に応じて、当期又は次期の中期目標の内容

や期間について必要に応じ柔軟に検討する。 
イ 評価委員会は、関連法人を有する独立行政法人について、連結財務諸表、個別財務諸表等の情報

を関連法人に関するものを含めて的確に把握した上で評価を実施する。 
ウ 評価委員会の評価については、評定区分を統一する。その上で、評価基準の統一を検討する。 
エ 評価委員会は、独立行政法人の評価の際、業務・マネジメント等に係る国民の意見募集を行い、

その評価に適切に反映させる。 
オ 各独立行政法人は、評価結果を役職員の給与・退職金等の水準、そのマネジメント体制等に反映

させる。 
カ 現行の各府省ごとの評価体制について、内閣全体として一元的な評価機関により評価する仕組み

に改めるとともに、各独立行政法人の長及び監事の人事について、評価機関が評価結果を反映さ

せて関与する仕組みとする方向で早急に検討を進め、平成20 年のできるだけ早期に結論を得る。 
⑦ 情報開示の在り方 

ア 独立行政法人に関する情報開示については、国民の理解が得られるよう、分かりやすく説明する

意識を徹底する。 
イ 国民の情報へのアクセスの円滑化のため、例えば、財務諸表上のデータについて一覧性ある形で

情報開示するほか、独立行政法人のウェブサイトにおける情報へのアクセスを容易化する。 
ウ 独立行政法人の業務及びマネジメントに係るベストプラクティスを公表する。 

 
(2) 国から独立行政法人への財政支出 

国から独立行政法人への財政支出は、3.5兆円（平成19 年度当初予算ベース）であるが、事務・事業の

見直し、随意契約の見直し等による費用削減を図ることはもとより、寄附金募集の拡大に向けた取組の強

化など、自己収入の増大に向けた取組を推進することを通じて、中期的には国への財政依存度を下げるこ
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とを目指す。 
 

Ⅳ．その他 
１．今後の課題 
Ⅱ及びⅢで継続検討とされた課題については、原則として１年以内に結論を得るよう努める。 

 
２．整理合理化計画の実施 

(1) Ⅱ及びⅢで取り組むこととされた事項について、原則として平成22年度末までに措置する。 
(2) 各独立行政法人の取組状況について、評価委員会等関連会議におけるそれぞれの活動の中でフォローア

ップを実施する。 
また、全体の取組状況について、関係府省の協力を得て有識者会議によるフォローアップを実施する。 

 
３．雇用問題への対処 

独立行政法人の廃止（大幅な職員数の削減を伴う事務・事業の廃止を含む。）等に伴う職員の雇用問題に

ついて、以下のとおり対処する。 
(1) 廃止等を行う独立行政法人における労使協議及び独立行政法人にまたがる労使の団体間における個々の

法人の労使の独立性・自立性を尊重した協議を進めること。 
(2) 他の独立行政法人（特に同一の主務大臣の所管に係る法人）及び政府関係機関等における受入れ措置等

により、横断的な雇用確保に努力すること。 
(3) 廃止等を行う独立行政法人の職員の受入れに協力する独立行政法人等について、行政改革推進法に規定

する人件費一律削減措置の適用関係を整理すること。 
 
４．その他 

以上のほか、独立行政法人の整理合理化に関し、会計検査院の決算検査報告、研究開発を担う独立行政法

人に係る総合科学技術会議の方針等において指摘等された事項について、引き続き、所要の施策の検討を進

める。 
 

（別�）各独立行政法人について���き措置（独立行政法人日本学術��会） 
【学術研究の助成（科学研究費補助金）等助成事業】 
○助成を行った研究課題について、大型の課題に対する追跡調査等成果把握の仕組み、成果公開・普及の

仕組みを平成19年度末までに構築する。 
○競争的資金の不合理な重複、過度の集中、不正使用及び不正受給を防止するため、具体の取組や組織体

制の整備を含めた仕組みを平成19年度末までに構築するものとする。また、平成20年１月から稼働する

予定の府省共通研究開発管理システムを活用する。 
○審査・配分に係る業務の人員・体制について、競争的資金の制度・目的に応じた効率化の取組を引き続

き進める。 
○審査・評価業務の効率化を図り、応募者及び審査者双方の利便性の向上を図るため、応募手続及び審査

業務を完全電子化する。 
○平成20年度応募分から、「研究機関の公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）に基づく体

制整備等の状況報告書」の提出を応募要件とする。 
 
【研究者養成のための資金の支給】 
○特別研究員（21世紀COEプログラム）については、順次廃止し、より重点化された拠点への支援に重点

化する。 
○特別研究員事業の対象を大学院博士課程在学者（DC）の支援に重点化する。また、大学等の研究に関

する人材養成を促進するため、海外特別研究員事業と海外での研さん機会を付与する事業を一体的に実

施し、その効果が最大限発揮できるよう事業を重点化する。 
 
【学術の国際交流事業の促進事業】 
○日本人の若手研究者に海外での研さん機会を付与する事業に重点を置くため、外国人特別研究員事業の
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規模を縮小し、効果的に研究者養成が実施できるよう見直しを行う。 
○外国との研究交流を目的とする拠点大学交流事業については、日本学術振興会が経費を全額負担してい

るが、国の財政依存度を引き下げるため、平成23年度までの間に段階的に廃止し、公募により相手方に

対等な負担を求める方式による事業へと転換する。また、効率的かつ効果的な業務運営の観点から、事

業開始から長期間経過した事業や応募件数の少ない小規模事業については、費用対効果の検証を行うな

ど不断の見直しを行う。 
 

【支部・事業所等の見直し】 
○海外研究連絡センター（カイロ、ナイロビ）については、効率的な業務運営の観点から、独立行政法人

評価委員会による評価等を踏まえながら、活動状況の検証に努め、廃止等見直しを検討する。 
 
【業務運営体制の整備】 
○複数の評定者による客観的な勤務評定による職員の処遇への反映について、平成20年度より本格的に実

施する。 
○「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については、

平成22年度までに平成17年度予算の人件費と比較し、５％以上削減する。また、業務の効率化の観点か

ら、業務委託を積極的に推進する。 
 
【随意契約の見直し】 
○平成20年１月１日より、国の随意契約の基準を全面的に実施する。 
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（別�１１） 
 

独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針 
 

�成 22 年 12 月 7 日 
� � � 定 

 
（略） 
Ⅱ 事務・事業の見直しについて 
独立行政法人のすべての事務・事業について、以下の基本的な考え方に基づき点検作業を進めてきており、

各独立行政法人の事務・事業について講ずべき措置は、別表のとおりである。 
 
１．研究開発関係 
○ 国の政策に基づく研究開発を確実に実施するため、国の政策目的や優先度を踏まえて、研究開発テーマを

重点化する。 
○ 複数の独立行政法人が類似の研究開発を行っている場合、事業の再編・統廃合等により重複排除を図り、

重点的な研究開発を推進する。 
○ 資金配分先の選択が固定化しないようにするとともに、優先度に即して、より効率的・効果的なものに資

金配分がなされるように、競争的資金制度の大くくり化を図る。 
○ 国と独立行政法人がそれぞれ類似の競争的資金制度を有している場合、可能な限り、より効率的に実施で

きる体制の下で一元化する。 
○ 研究開発以外の業務に付随して行う調査研究について、主たる業務を行う上で必要不可欠なものに重点化

する。 
 
（中略） 
 
７．その他 
①情報収集・提供 
○ 民間や他法人が類似の情報収集・提供業務を行っている場合には、事業の廃止や再編等により重複を排除

する。 
②交流・招へい 
○ 民間や他法人が類似の交流・招へい業務を行っている場合には、事業の廃止や再編等により重複を排除す

る。 
③助成・振興 
○ 事業の実施に当たっては、国が要件等を具体的に定めるとともに、政策的意義を十分検証し、事業規模を

必要最小限とする。 
○ 中小企業やベンチャー企業等の研究開発に関し、その成功時の売上等に係る納付を前提として、独立行政

法人が財投資金から調達して行う支援事業は原則として廃止する。 
 
Ⅲ 資産・運営の見直しについて 
独立行政法人の資産・運営については、以下の取組を進める。また、各独立行政法人の資産・運営について

個別に講ずべき措置は、別表のとおりである。 
 

１．不要資産の国庫返納 
○ 国の資産を有効かつ効率的に活用する観点から、独立行政法人の利益剰余金や保有する施設等について、

そもそも当該独立行政法人が保有する必要性があるか、必要な場合でも最小限のものとなっているかについ

て厳しく検証し、不要と認められるものについては速やかに国庫納付を行う。 
○ 不要な施設等の納付方法については、原則として現物により速やかに納付することとし、国は、納付を受

けたものを含めた国有財産全体の有効活用を図る。 
○ なお、本基本方針で個別に措置を講ずべきとされたもの以外のものについても、各独立行政法人は、貸付
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資産、知的財産権も含めた幅広い資産を対象に、自主的な見直しを不断に行う。 
 
２．事務所等の見直し 
○ 国の財政資金を独立行政法人の本来業務に効果的に充当するため、事務所等の運営については、徹底的な

整理・統廃合や組織・府省の枠を超えた共用化を行い、管理部門経費を削減する。 
○ 東京事務所については、真に必要なもののみ存置するとともに、併せて必要な機能の移転・集約化を図り、

効率的な業務運営を確保する。 
○ 海外事務所については、個々の必要性をゼロベースで検証し、整理・統廃合を行うとともに、経費削減、

ユーザーへの利便性の観点から、同一都市にあり、政策連携効果が見込まれるもの等については、情報管理

の必要性等にも配慮しつつ、施設の共用化を図る。このため、海外事務所を有する各独立行政法人や主務府

省は、相互の情報共有や共同の検討を行うこと等により連携を強化する。 
○ 職員研修・宿泊施設については、本部事務所、民間宿泊施設、貸会議室等の利用により機能を代替できる

ものは廃止する。 
○ 本部事務所、地方支所、職員宿舎等その他の資産についても、事業規模を施設に合わせて考える現状維持

的な姿勢を改め、規模・コスト・立地等を再検証し、徹底した効率化・合理化を図り、独立行政法人の事務・

事業や実施方法の見直しに伴い不要となるものの整理・統廃合、共用化を行う。 
 
３．取引関係の見直し 
① 随意契約の見直し等 
○ 各独立行政法人は、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」（平成21年11月17日閣議決

定）に基づき策定した随意契約等見直し計画を着実に実施する。具体的には、随意契約については、原則と

して一般競争入札等に移行することとし、一般競争入札等であっても一者応札・応募となった契約について

は、実質的な競争性が確保されるよう、公告方法、入札参加条件、発注規模の見直し等の改善を図り、コス

トの削減や透明性の確保を図る。 
○ また、「独立行政法人の契約状況の点検・見直しについて」に基づき、主務大臣及び各独立行政法人（契

約監視委員会）は、各法人において締結された契約についての改善状況をフォローアップし、毎年公表する。

総務省は、その結果を取りまとめ、公表する。 
② 契約に係る情報の公開 
○ 独立行政法人が実施する事務・事業の大半は、財源として国民の税金が充てられていることから、国民に

対し、その使途についての説明責任を十全に果たすとともに、徹底した透明性を確保する必要がある。 
○ 現在、独立行政法人会計基準に基づき、特定関連会社、関連会社及び関連公益法人等（以下「関連法人」

という。）に係る情報が開示されているところであるが、関連法人以外の法人であっても、独立行政法人と

一定の関係を有するものについては、その情報公開の範囲を拡大することが適当である。 
○ このような観点から、独立行政法人が、当該独立行政法人において管理又は監督の地位にある職を経験し

た者が再就職しており、かつ、総売上高又は事業収入に占める当該独立行政法人との取引高が相当の割合で

ある法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報

を公開するなどの取組を進める。 
③ 関連法人の利益剰余金等の国庫納付等 
○ 各独立行政法人は、関連法人との間で競争性のない随意契約や実質的な競争が確保されていない契約（競

争入札における一者応札や企画競争における一者応募）等が行われていた場合、当該関連法人の利益剰余金

又は内部留保の有無を速やかに精査し、相応の部分について国庫納付する、あるいは当該部分の額について

国費の負担軽減に資するための措置を講ずるよう努める。 
④ 調達の見直し 
○ 各独立行政法人は、類似の事業類型に対応した共同調達の実施等を検討し、コストの縮減を図る。特に研

究開発事業に係る調達については、下記の取組を進めるほか、他の研究機関と協力してベストプラクティス

を抽出し、実行に移す。 
ア）調達に係る仕様要件の見直しを行う。 
イ）調達方式による価格比較を行い、リース方式が割安な場合は積極的にこれを活用する。また、研究機器

や保管機器等について他の研究機関との共同利用等の可能性を検討する。 
ウ）価格調査に当たっては、他の研究機関の購入実績等を確認することなどにより適正価格の把握に努める。 
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○ 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成18 年法律第51号）に基づく官民競争入札等の

積極的な導入を推進し、独立行政法人の提供するサービスの質の維持・向上と経費削減を図る。 
○ 「公共サービス改革基本方針」（平成22年7 月6 日閣議決定）に基づき、行政刷新会議に設置された公

共サービス改革分科会において、公共サービス改革を推進するための調達の効率化等に関する具体的方策が

検討され、平成23年春までに取りまとめられる予定であり、この結論を踏まえ、調達の効率化等を図り、

経費の削減等の措置を講ずる。 
 
４．人件費・管理運営の適正化 
① 人件費の適正化 
○ 独立行政法人の総人件費については、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成22年11月１

日閣議決定）に基づき、今後進める独立行政法人制度の抜本的な見直しの一環として厳しく見直す。 
○ 国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、国民の理解と納得が得られるよう、その水準が国家公務員と

同等のものとなるよう努める。 
ア）国家公務員と比べて給与水準が高い法人は、給与水準の適正化に係る具体的な方策と数値目標を内容と

する取組を着実に実施する。 
イ）主務大臣は、上記取組の実施状況を的確に把握するとともに、人件費削減の進ちょく状況、給与水準の

在り方等を検証した上で、その結果を、国家公務員と比べて給与水準が高い理由、講ずる措置等と併せ、

総務大臣に報告する。 
ウ）総務大臣は、上記の報告を取りまとめ、公表する。 

○ 各独立行政法人の長、理事及び監事等の報酬については、個人情報保護にも留意しつつ、引き続き個別の

額を公表する。 
○ 給与水準については、監事による監査、評価委員会による事後評価においても、引き続き厳格なチェック

を行う。 
② 管理運営の適正化 
○ 業務運営の在り方を、組織、業務実施方法、人員等の観点から抜本的に見直し、簡素な管理部門、効率的

な運営体制を確保することにより、業務運営コストを削減する。このため、一般管理費及び事業費に係る効

率化目標について、過去の効率化の実績を踏まえ、これまで以上の努力を行うとの観点から具体的な目標を

設定する。 
○ 法定外福利厚生費、給与振込経費、海外出張旅費などの事務に係る経費及び職員の諸手当については、国

家公務員に準じたものとなるよう徹底を図る。 
○ また、事業費等については、所要額の見積りの考え方を明確にするなど、必要な経費を積算段階から精査 

できる取組を行い、徹底した透明化、合理化を図るとともに、運営費交付金について、国の予算のガバナン

スの観点からの在り方を検討する。 
○組織のコンプライアンスの確保を推進するため、内部監査業務を的確に実施する体制を整備する。 
 
５．自己収入の拡大 
○ 特定の者が検査料、授業料、利用料、配布価格、技術指導料等を負担して実施する事業については、受益

者の負担を適正なものとする観点から、その負担の考え方を整理し、これに基づき、国民生活への影響に配

慮しつつ検査料等の見直しを行う。 
○ また、協賛、寄附等が見込める事業については、その拡大に努めることにより、国費の削減を図る。 
○ 出版物の版権、研究開発成果等に係る特許等による知的財産の活用等を通じて自己収入の拡大を図る。 
 
６．事業の審査、評価 
○ 複数の候補案件からの選択を要する事業については、案件の厳選による効率的な事業実施や、選択・実施 

過程の更なる透明化を図るため、有識者から成る第三者委員会を設置するなど効果的な外部評価の仕組みを

導入する。 
○ また、中間評価において成果が期待できないと評価された事業は廃止するなど、評価結果を事業実施過程

に適切に反映させるとともに、事業の選定・採択時（事前）、実施時（中間）、終了時（事後）の各段階に

おける評価結果をホームページ上で公表することなどにより、国民への説明責任を果たす。 
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36 

文部科学省 日本学術振興会  

 

【事務・事業の見直し】 

   

事務・事業 講ずべき措置 実施時期 具体的内容 

01 学術研究の助成 文部科学省との

役割分担の見直

し等、競争的資

金制度の大括り

化の推進 

23 年度中に

実施 

 事業遂行に関する文部科学省との役割分担の見直し

や審査結果・進ちょく評価結果に関する他機関との情報

提供を通じた事業の効率的な遂行を実現する。 

 また、科学研究費補助金制度については、本法人が公

募・審査を行い、文部科学省が交付を行っている「特別

推進研究」、「若手研究（A・B）」については、本法人

に一元化する。さらに、大括り化の検討を含め、効果的、

効率的な研究助成を実施する観点から研究種目を継続

的に見直す。平成 23 年度予算については、平成 22 年

11 月の事業仕分けの結果を踏まえ、競争的資金制度全

体の要求の縮減の中で適切に対応する。 

02 学術の振興に関する調査

及び研究 

ガバナンスの強

化、センター研

究員への謝金支

払の適正化、学

術研究動向調査

研究の適正化 

23 年度から

実施 

 学術システム研究センターの組織運営について、外部

有識者の登用等によるガバナンスの強化を図る。また、

センター研究員への謝金支払について、勤務実態を把握

した上で支払う。学術研究動向調査研究に係る経費につ

いては、一律支給ではなく、計画書を踏まえて支給する。

03 研究者養成のための資金

の支給、学術に関する国

際交流の促進等、その他

事業 

事業の廃止・縮

減を含めた整理

合理化 

22 年度から

実施 

 国際交流事業の廃止・縮減を含めた整理合理化など見

直しを行う。特に、外国開催国際研究集会派遣、拠点大

学交流事業については平成22年度で廃止する。アジア

研究教育拠点事業等のアジア関係事業の統合・メニュー

化、及び、論文博士号取得希望者への援助の在り方につ

いては平成 23 年度中に検討し、結論を得て、平成 24

年度から実施する。また、産学協力総合研究連絡会議等

の運営の在り方については平成22年度中に検討する。

 

【資産・運営等の見直し】 

   

講ずべき措置 実施時期 具体的内容 

04 事務所等の見直し 一番町事務所、

一番町第二事務

所の移転集約化

22 年度以降

実施 

 一番町にある２か所の国内事務所について移転・集約

化の可能性を検討する。 

05 海外事務所の見

直し 

22 年度中に

実施 

 北京、バンコクの海外事務所を他の研究開発法人等と

共用化するなど、海外事務所の廃止又は他機関事務所と

の共用化を更に進めるための検討を行い、具体的な結論

を得る。 
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平成２１年１１月２５日改正 

平成２２年３月３０日改正 

平成２３年４月２８日改正 

 

 

 

 

 

 

独立行政法人日本学術振興会が 

達成すべき業務運営に関する目標 

（中期目標） 
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独立行政法人通�法（平成十一年法�����）��十��の�定により、独立行政法人

日本学術振興会が�成すべき業���の目標（以下「中期目標」という。）を定める。 

 

�一 独立行政法人日本学術振興会の果たすべき役割 

 学術研究は、大学等の研究者を担い手として行われる、真理の探究や新しい知識の体系

化などの普遍的な知的創造活動であり、人類共通の優れた知的資産の創出を通じて世界に

知的貢献をしていくことが重要である。研究者の自由な発想と研究意欲を源泉として新た

な知を生み出す学術研究の役割は極めて大きく、その多様かつ幅広い振興が不可欠であり、

学術研究を通じて、世界共通の課題に協働して取組み、世界の発展に貢献していくことも

必要である。 

  独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）は、学術の振興を目的とする

我が国唯一の独立した資金配分機関（ファンディングエージェンシー）として、科学技術

基本計画など国の学術振興策を踏まえつつ、研究者の活動を安定的・継続的に支援するた

め、学術研究への助成、研究者の養成、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関す

る研究とともに、国内外の学術研究動向や諸外国の学術振興方策に関する調査・研究など

を総合的に行う。その結果、我が国の学術研究が振興し、学術研究水準の維持・向上が図

られ、国際競争力のある世界から尊敬される知的存在感のある国として、持続的に発展し

ていくことが可能となる。 

  このような役割を果たすため、振興会の中期目標は、以下のとおりとする。 

 

�� 中期目標の期間 

振興会が実施する学術振興事業は、研究助成や研究者養成など長期的な視点に立って推進

すべきものが多いことから、中期目標の期間は、平成２０年４月から平成２５年３月までの

５年間とする。 

 

�� 国�に�して��する�ー�スその�の業�の�の向上に関する事� 

１ 総合的事� 

（１）学術研究及びその振興を目的とする振興会事業の特性に配慮し、以下の諸点に留意し

つつ事業を推進し、研究者が最適な環境の中で研究に専念できるよう支援することを基

本とする。 

① 学術研究の成果は、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、人文・社会科学から自然科学まで、学問領域を限定せず、分野の性格に応じた適

切な支援方法により、幅広くバランスをとって振興する必要がある。そのため、学術

研究を実際に行う研究者の意見を取り入れ、研究者コミュニティの信頼を得つつ、事

業を推進することが不可欠である。      

    特に、実用化を直接的に目指さない基礎的な研究への支援や、将来の学術研究を担

う優秀な研究者の養成について十分配慮する必要がある。 

② 学術研究の発展性については無限の可能性があることから、中長期的視点を加えた

継続的かつ着実な支援に努めるとともに、このような視点に立った評価を行うことが
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必要である。 

③ 事業の実施に当たっては、関連する事業を実施している機関との適切な連携・協力

関係を構築する。その際、大学等において実施される学術研究に密接に関わる事業の

特性に十分配慮する。 

 

（２）業務運営上の重要事項に関する評議員会の審議及び意見も踏まえ、適切に事業を実施

する。 

 

（３）学術研究に対する高い識見を持つ研究者の意見を反映させることにより、業務運営の

改善を図り、効果的に成果が上がるよう事業を展開する。 

 

（４）研究経験を有する第一線級の研究者を配置し、事業の実施に必要な調査・研究機能や

審査・評価業務に係る機能を充実・強化する。 

 

（５）自己点検や外部評価を実施し、その結果を踏まえて業務運営の改善等を図る。 

 

（６）研究者の負担の軽減等、業務運営を適切に実施するために必要な情報システムを整備

する。併せて、政府の情報セキュリティ対策における方針を踏まえ、適切な情報セキュ

リティ対策を推進する。 

 

（７）助成・支援事業の実施においては、研究費の不合理な重複及び過度の集中の排除並び

に研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行為の防止策を強化する。 

また、研究者が所属する研究機関が研究費を適切に管理することなどにより、適正な

執行等が図られるようにする。 

 

（８）適切な業務運営を図るため、内部統制を充実させる。 

 

２ 学術研究の助成 

（１）人文科学、社会科学、自然科学の各学問分野の学術研究に対する幅広い助成を行うこ

とにより、我が国の大学等の研究基盤の充実及び創造的で優れた学術研究の格段の発展

に寄与する。 

 また、独創的な基礎的研究から将来の学問及び社会の発展に寄与する可能性を秘める

種が芽吹くのを促し、重厚な知的蓄積が図られるよう助成の在り方について不断の検討

を行う。 

  

（２）学術研究の助成は、科学研究費補助金事業及び学術研究助成基金事業により行う。

すなわち科学研究費補助金事業として国から交付される科学研究費補助金を研究者に

交付することに加えて、研究助成の一部に要する費用に充てるために国から別途交付

される補助金により「学術研究助成基金」を設け、文部科学大臣が財務大臣と協議し
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て定める基金運用方針に基づき、学術研究助成基金事業を実施し、研究者に、その研

究の進捗に応じ研究費の交付を行う。 

これらの事業については、国の事業としての一体性を確保しつつ、適正かつ効果的

に、確実に実施する。その際、助成対象となる研究者の側にとってわかりやすいもの

となるよう、文部科学省で行う科学研究費補助金事業を含め一体的に運用する必要が

あるため「科学研究費助成事業（科研費事業）」として実施する。 

 

（３）審査・評価については、それぞれの研究種目に応じて、中長期的観点や国際的な観点

も考慮して適切に行う。研究経験を有する者をプログラム管理者として配置し、その知

見を活用しながら、審査・評価の改善策の検討、審査委員の公正な選考、研究者への情

報提供等を行う。 

 応募書類の受理から採否決定までの審査は迅速に行い、早期交付に努めることとし、

府省共通研究開発管理システムを活用し、審査結果を他の競争的資金の配分機関に対し

迅速に提供する。また、評価結果については、国民に分かりやすい形で公表するととも

に、学術研究に関する理解増進活動を行う。 

 

（４）学術研究助成基金事業について、独立行政法人日本学術振興会法（平成十四年十二月

十三日法律第百五十九号）第 18条第１項の文部科学大臣が財務大臣と協議して定める

ものは、基金運用方針に定める研究事業とする。 

 

（５）学術研究助成基金の運用開始後５年以内に、同基金の執行状況及び成果等について検

討を加え、その結果に基づいて必要な見直しを行う。 

 

３ 研究者の養成 

自立して研究を行い得る段階に達し、研究能力が高まる時期にある若手研究者に対して、

目的や対象者層等に応じた多様な方法により、研究を奨励するための資金を支給する支援

事業を推進することにより、優秀な学術の研究者を養成する。 

   なお、各種事業の実施に当たっては、研究者の自立性向上を図るとともに、一定の競争

環境を維持しつつ、分野の特性を踏まえ、計画的・継続的に優れた研究者を養成・確保す

ることを重視する。その際、研究者養成の重要な時期である大学院博士課程（後期）へ優

秀な人材が経済的不安なく進学できるようにするための博士課程（後期）学生への支援、

女性研究者が研究と出産・育児を両立するための支援、若手研究者の海外での長期研究の

奨励、研鑽の機会の充実に配慮する。 

  また、各種事業における支援対象者の選考審査に関し、審査の独立性、透明性、公平性

を確保し、目的や対象者層等に応じた優れた研究者を的確に見極め、厳正に選考を行う。 

 

４ 学術に関する国際交流の�進 

海外の学術振興機関等との共同研究、研究者交流、セミナー・シンポジウムの開

催等多様な国際交流の支援、及び優秀な外国人研究者の招へいを通じて、学術研究
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活動のグローバルな展開への対応、国内外の優秀な研究者が集まる世界水準の研究

環境の構築による我が国の学術研究の国際競争力の強化、開発途上国の研究者養成

等に貢献する。 

 その際、欧米等学術先進諸国との交流については、とりわけ厳しい国際競争下に

ある先端研究分野における研究交流を支援することにより、若手研究者の育成や、

優秀な研究者ネットワークの形成を図る。 

また、開発途上国との交流については、特に、振興会が長年培ってきた、アジア

地域の学術研究ネットワークを活用し、効果的・効率的にアジア地域における学術

コミュニティの形成を主導するとともに、その他の地域との交流について、学術国

際交流の必要性を踏まえ、促進する。 

さらに、研究環境の国際化に資する外国人研究者の招へいにあたっては、より効

果的・効率的に優秀な人材を受入れるための方策を検討し、実施する。 

加えて、学術研究活動のグローバルな展開に対応するため、大学の国際展開を支

援する。 

 

� 学術の応用に関する研究の実施 

  様々な学術的・社会的要請に応えるとともに、我が国の学術及び社会の発展や社会的問

題の解決につながるような学術研究を行う。 

 

� 学術の社会的��・�力の�進 

  大学等の研究者と産業界の研究者等がそれぞれの発意に基づいた相互のインターフェ

イス機能の充実を図るため、情報交換など研究交流を促進する。 

 

� 国の助成事業に関する審査・評価の実施 

  国の助成事業の審査・評価については、国の定めた制度・方針に従って、審査・評価に

おける公正さ、透明性、信頼性、継続性を確保しつつ、実効性のある評価を実施する。 

 

� 調査・研究の実施 

  学術の振興を図るための各種事業を中長期的観点に立って効果的に展開するため、研究

経歴を有する職員等により、国内外における学術振興施策の現状や学術研究の動向等の調

査研究を行い、公表する。 

また、その結果については、事業実施や新たな事業の企画・立案に活かす。 

 

� 広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用 

  振興会の活動状況及び調査・研究の成果を積極的に情報発信することによって、国内外

の研究者、国民との相互理解を図り、社会との効果的な関係を構築するため、広報の体制

を強化する。 

また、調査・研究の成果については、事業の企画立案等に的確に活かすとともに、ホー

ムページへの掲載や出版等により、研究者をはじめ社会に積極的に提供し、広く普及させ
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る。 

 

１� 前各号に附帯する業務 

学術研究を行う研究者に対する各種の支援など、前各号に附帯する業務を適切に実施す

る。 

 

１１ �成２１年度補���（�１号）等に係る業務 

（１）将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究を集中的に推進す

るため、国から交付される補助金により「先端研究助成基金」を設け、総合科学技術

会議が決定した運用に係る方針を踏まえた文部科学大臣が定める基金運用方針（仮称）

に基づき、我が国の先端的な研究の総合的かつ計画的な振興のために必要な助成を行

う。 

   その際、研究資金の多年度にわたる柔軟な使用を可能とする。 

 

（２）将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる有為な研究者の海外への派遣を

集中的に推進するため、国から交付される補助金により「研究者海外派遣基金」を設

け、我が国の大学等研究機関の国際化を図るとともに、我が国の競争力強化の源とな

る人材の育成を行うために若手研究者を海外に派遣する。 

 

（３）学術研究活動のグローバルな展開への対応、国内外の優秀な研究者が集まる世界水

準の研究環境の構築による我が国の学術研究の国際競争力の強化を図るために、海外

の優秀な研究者を招へいする。 

 

（４）上記（１）の先端的な研究を一層加速・強化するために必要な助成を行う。 

 

（５）若手・女性等研究者が活躍しうる研究基盤・研究環境を充実・強化するとともに、 

海外の大学等研究機関との共同研究等を推進し、若手研究者等の海外派遣を促進する。 

 

�� 業務運営の効率化に関する事� 

国の定めた法令等を遵守し、事業に対する研究者及び国民の信頼性を維持しつつ実施し得

る機能的・効率的な体制整備や業務運営の見直しを図り、経費の効率的執行を推進する。 

 法人の行う業務については、既存事業の徹底した見直し等により、効率化を進める。その

際、国の基準を踏まえた随意契約の見直しや業務委託の積極的な取組を行う。 

なお、効率化に際しては、長期的視点に立って推進すべき学術研究を担う振興会の事業の

特性に鑑み事業の継続性に十分留意する。 

 一般管理費（人件費を含む。）に関しては、中期目標期間中の初年度と比して年率３％以

上の効率化に努めることとし、その他の事業費（競争的資金等を除く。）については、中期

目標期間中、毎事業年度、対前年度比１％以上の業務の効率化を図る。また、寄付金事業等

についても業務の効率化を図る。  
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 人件費については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

（平成18 年法律第 47 号）等を踏まえ、平成 18年度以降の５年間で、平成 17年度を基準と

して 5％以上を基本とする削減を引き続き着実に実施する。さらに、経済財政運営と構造改

革に関する基本方針 2006（平成 18年 7月 7日閣議決定）に基づき、国家公務員の取組を踏

まえ、人件費改革を平成23年度まで継続する。 

 また、職員の能力と実績を適正かつ厳格に評価し、その結果を処遇に反映させるとともに、

適材適所の人事配置とし、職員の能力の向上を図る。 

 

第� 財務��の改�に関する事� 

 寄付金等の外部資金や自己収入の確保、予算の効率的な執行に努め、適正な財務管理の実

現を図る。 

 

第� その��務運営に関する��事� 

 施設・設備の整備については、長期的視点に立って推進する。 
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平成２１年３月３１日改正 

平成２１年１１月２５日改正 

平成２２年３月３１日改正 

平成２３年３月３１日改正 

平成２３年４月２８日改正 

 

 

 

独立行政法人日本学術振興会が 

中期目標を達成するための計画 

（中期計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２０年３月２８日 

独立行政法人日本学術振興会 
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��行�法���法（�成�一年法�第���）第���の規定により、��行�法��

�学術振興会（以�、�振興会�という。）が中期��を�成するための中期��を�のと

おり定める。 

 

第一 国民に対して提�する�ー�スその�の業務の�の向上に関する��を�成するため

とる�き�置 

 

１ ��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度運営等を勘案しつつ、事業

を進める。 

また、各事業の実施に当たっては、関連する事業を実施している機関との適切な連

携・協力関係を構築する。その際、我が国の学術研究の振興を図る観点から、大学等

において実施される学術研究に密接に関わる事業の特性に配慮しつつ、事業を行う。 

 

（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・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、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。 

 

（３）業務運営に関し専門的見地から幅広い助言を求める学術顧問会議については、学界

を代表する有識者６名以上で構成し、定期的に開催する。事業実施に当たっては、効

果的に成果が上がるよう、高い識見を持つ研究者の意見を的確に反映させる。 

 

（４）学術システム研究センターに研究経験を有する第一線級の研究者を配置する。セン

ターは、学術振興策や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。 

また、センターの組織運営について、外部有識者の運営委員会への登用等によるガ

バナンスの強化を図る。 

 

（５）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、毎年度事業ご

とに実施し、事業の改善・見直し等を行う。 

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委員を依

頼することにより体制を整備し、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、その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。 

 

（６）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ステムの

整備を促進する。 

① 公募事業における電子化の推進 
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公募事業の応募手続き及び審査業務については、「電子申請システム」を整備し、

完全電子化に取り組む。完全電子化にあたっては、府省共通研究開発管理システム

との連携を図りつつ、積極的に推進する。 

なお、両システムに共通する機能については、業務効率化の観点から十分な検証

を行い、重複開発を行わないように調整を図る。ただし、応募書類の簡素化が困難

である場合など、電子化による費用対効果が見込めない公募事業については、電子

システムの最適化に留意しつつ、柔軟に対応する。 

（ⅰ）科学研究費助成事業 

科学研究費助成事業については、応募手続き・審査業務の完全電子化に向けた

取組を行う。なお、文部科学省からの研究種目の移管や制度改善に伴い見直しが

必要な場合には、随時開発を実施する。 

（ⅱ）特別研究員事業 

特別研究員事業については、申請書等の電子化に向けた取組を行う。なお、推

薦書等の第三者による認証が必要な調書については、なりすまし・改ざんの防止

対策が不可欠であり、提出書類の信頼性を確保した上で、応募手続き・審査業務

の完全電子化に向けた取組を行う。 

また、海外特別研究員事業の応募書類の電子化については、海外からの応募に

も対応する必要があるため、提出書類の信頼性が確保できるかを検討した上で、

随時開発を行う。 

（ⅲ）学術の国際交流事業 

国際交流事業については、公募・審査業務の完全電子化に向けた取組を行う。 

なお、推薦書等の第三者による認証が必要な調書については、なりすまし・改

ざんの防止対策が不可欠であり、提出書類の信頼性を確保した上で、完全電子化

を行う。 

② 情報共有化システムの整備 

業務に必要な情報の共有化を促進するとともに、業務用データの更新作業の円滑

化を図る観点から、情報共有ソフトを活用することによって情報システムの整備を

行うこととする。 

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。 

また、ホームページ内の各記事に、閲覧者からのアンケート欄を設け、ニーズに

あった記事内容を提供することができる仕組みを確立する。 

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、情報セ

キュリティポリシーの遵守を徹底するとともに、政府の情報セキュリティ対策にお

ける方針を踏まえ、ＰＤＣＡサイクルの構築及び定着を図る。 

 

（７）助成・支援事業のマネジメントの一環として、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受給の防止策を強化する。 
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このため、政府等の方針を踏まえ、研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除す

るため、府省共通研究開発管理システムを活用するとともに、審査結果を他の競争的

資金の配分機関に迅速に提供する。 

また、研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割

分担のもと、同省の定めるガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けてい

る報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把握し、必要

に応じ、各事業毎に適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を

徹底させる。 

また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正行

為の防止策について助言、注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を促進

するとともに、振興会による監査を充実することにより不正の防止に努める。 

 

（８）適切な業務運営を図るため、管理会計の活用、コンプライアンス及びリスクマネジ

メント体制の整備、わかりやすい情報開示等による内部統制の充実を図る。 

また、法定監査のほか、監事による監査を受けることにより、給与水準のみならず、

法人業務全般について厳格なチェックを受ける。その際、国民の理解と信頼が得られ

るよう、監査の結果をホームページ等で公開する。 

 

� 学術研究の助成  

学術研究に対する幅広い助成を行うことにより、独創的かつ多様な基礎的研究を推進し、

人類の知的資産の拡充、将来の学問及び社会の発展に寄与する。その際、公正で透明性の

ある審査・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。また、研究成果の適切な把握に努め、社会への還元・普及活動を行う。 

学術研究の助成は、科学研究費補助金事業及び学術研究助成基金事業により行う。これ

らの事業については、助成対象となる研究者の側にとってわかりやすいものとなるよう一

体的な運用が求められることから、科学研究費助成事業（以下「科研費事業」という。）

として実施する。 

科研費事業は、文部科学省が定める事業実施における基本的考え方・役割分担に基づき、

以下により、滞りなく確実に実施する。 

特に、学術研究助成基金事業については、学術研究助成基金を設け、文部科学大臣が財務

大臣と協議して定める基金運用方針に従って実施する。その際、科学研究費補助金事業との整

合性に配慮しつつ、基金の特性を活かし、研究資金の多年度にわたる柔軟な使用を可能と

するなど、研究計画等の進捗状況に応じて弾力的に運用する。 

・ 科研費事業の配分審査、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を置く。 

・ 科研費事業の交付等の手続きに関する業務は、文部科学省が定めた規程、通知に従って

行う。 

・ 科学研究費委員会において、科研費事業の毎年度の審査方針等を、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えて決定する。 
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（１）審査・評価の充実 

学術システム研究センターの機能を有効に活用し、研究者ニーズ及び諸外国の状況

等を踏まえて、公正な審査委員の選考、透明性の高い審査・評価システムの構築を行

う。 

① 審査業務 

科学研究費委員会は年３回程度開催するとともに、配分審査のための小委員会を

必要に応じて開催する。 

審査委員の拡充等を行い、審査の質的充実を図る。 

不合理な重複及び過度の集中を排除するため、府省共通研究開発管理システムを

活用するとともに、審査結果を他の競争的資金の配分機関に対し４月下旬までに提

供する。 

② 評価業務 

評価については、それぞれの研究種目に応じて行うとともに、大型の研究課題に

ついては、追跡調査等により成果把握に取り組む。その際、適切な評価体制の整備

を図るとともに、その結果については、ホームページにおいて広く公開する。 

 

（２）助成業務の円滑な実施 

① 募集業務（公募） 

公募に関する情報については、科研費事業に関するホームページにより公表する

とともに、研究計画調書の様式などの情報を研究者等が迅速に入手できるようにす

る。 

応募受付前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、科学研究費委員会

において審査方針等を決定し、１０月上旬までに公表する。 

② 交付業務 

早期交付及び研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

定めることにより、迅速かつ確実に行う。 

・ 採否に関する通知は、４月上旬までに行う。 

・ 応募者に対する審査結果の開示の通知は、５月下旬までに行う。 

・ 額の確定は、７月中旬までに行う。 

③ 不正使用及び不正受給の防止 

研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担

のもと、同省の定めるガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている

報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把握し、必要

に応じ、適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を徹底させ

る。 

また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正

行為の防止策について助言、注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革を

促進するとともに、振興会の現地調査による監査を充実することにより不正の防止

に努める。 
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④ 電子システムの導入・活用 

電子システムの導入・活用については、電子情報化された応募者の研究に関する

個人情報等の第三者に対するセキュリティを確保しつつ、応募者及び審査委員の負

担軽減、応募書類の受付・書面審査等の効率化を更に推進するため、応募手続及び

審査業務の完全電子化を図る。 

⑤ 科研費事業説明会の実施 

科研費事業に対する理解を促進し、その支援効果を高めるため、大学等の研究機

関への事業説明を、文部科学省との共同実施、研究機関からの要望に応じての実施

などにより、全国各地で行う。 

特に、学術研究助成基金事業については、大学等の研究機関において、基金の特

性を活かした柔軟な執行が行われ、基金による研究助成の効果が高まるよう理解を

求める。 

 

（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及 

科研費事業の研究課題の研究成果について適切に把握するとともに、インターネッ

トにおいて広く公開する。 

我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科研費事業による研究

成果をわかりやすく説明することなどを通じて、学術と日常生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」を全国各地の大学で幅広く実施する。 

 

（４）助成の在り方に関する検討 

学術研究における様々な特性・ニーズを踏まえた助成の在り方について、学術シス

テム研究センターの機能を活用しつつ検討を行い、事業の改善に反映させる。 

 

３ 研究者の養成 

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

ら生活の不安なく研究に専念できる環境を整備するため、特別研究員事業等を、計画的・

継続的に推進する。 

国際舞台で活躍できる世界レベルの研究者を育成するため、研究者個人への海外派遣に

加え、研究機関の国際研究戦略に沿った研究者海外派遣など、組織的な研究者海外派遣の

支援を計画的・継続的に推進する。 

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、出産・育児に配慮した取組を推進する。また、政府の

留学生政策等を踏まえ、優れた外国人留学生に配慮した取組など、我が国の研究者養成に

資する効果的な事業の実施を検討し、進める。 

 

（１）選考審査の適切な実施 

各種事業の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能を有効に活
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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者を厳正に審査し、

採用する。 

① 学識経験者により構成される特別研究員等企画委員会の審議により、若手研究者

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る。 

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、書面審査に加え面接審査を効果

的に活用して、選考審査を実施する。 

③ 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。 

⑥ 審査結果を申請者に適切にフィードバックし、詳細な開示を推進する。 

⑦ 研究奨励金については、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金との重複受給を

防止するため、研究奨励金の募集要項に、特別研究員として採用された場合に同機

構の奨学金を辞退する旨を掲載するとともに、同機構の協力を得て研究奨励金の採

用内定者が奨学金を受給していないかを組織的に確認する。 

 

（２）事業の評価と改善 

各種事業の評価は、学術システム研究センターにおいて、特別研究員等審査会が実

施した審査内容等の検証・分析をもって行う。評価結果については、特別研究員等審

査会の審査業務等の改善につなげるとともに、学識経験者からなる特別研究員等企画

委員会において調査審議し、改善内容の検討を行う。 

改善内容については、次年度の募集要項等に適切に反映させるとともに、ホームペ

ージ等にも掲載し広く公開する。 

 

（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「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・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、第３期科学技術基本計画等

に十分配慮した上で、本事業を推進する。 

ただし、特別研究員（２１世紀ＣＯＥプログラム）については、「独立行政法人整

理合理化計画」に基づき、平成２０年度まで支援する。 
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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、博士の学位

を有する者等については、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９０％以上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ける研究活動を奨励する。 

また、支援を受けた研究者の研究能力の向上の観点から、各種事業における支給の

効果について適切に評価する。 

特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専門的

知識を生かす企業等の職に就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証すると

ともに、調査結果をホームページ等で国民に判りやすい形で公表する。 

 

（４）海外特別研究員事業  

我が国の大学等学術研究機関に所属する常勤の研究者や博士の学位を有する者等

の中から優れた若手研究者を「海外特別研究員」として採用し、海外の特定の大学等

研究機関において長期間研究に専念させるため、滞在費等を支給する。 

その際、第３期科学技術基本計画等における世界レベルの若手研究者養成のための

国際研鑽機会の充実に十分配慮した上で、本事業を推進する。 

海外特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専

門的知識を生かす企業等の職に就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証す

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形で公表する。 

 

（５）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 

我が国の大学が海外の大学等と組織的に連携し、若手研究者が海外において研究活

動を行うなど、国際的な研さん機会を提供する若手研究者インターナショナル・トレ

ーニング・プログラムの充実を図る。 

 

（６）頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム 

頭脳循環により国際研究ネットワークの核となる優れた研究者の育成を図るため、

研究機関の国際研究戦略に沿って、若手研究者を海外へ派遣し、派遣先の研究機関と

行う世界水準の国際共同研究に携わり、様々な課題に挑戦する機会を提供する大学等

研究機関を支援する。 

 

（７）日本学術振興会賞 

我が国の優秀な学術の研究者養成に資するため、優れた若手研究者を顕彰する日本

学術振興会賞を実施する。 

 

（８）日本学術振興会育志賞 

我が国の学術研究の発展への寄与が期待される若手研究者の養成に資するため、優

秀な大学院博士課程学生を顕彰する育志賞を実施する。 
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４ 学術に関する国際交流の促進 

国際的な共同研究を積極的に促進するなど、日本の研究水準、国際競争力の一層の向上

を目指し国内外からの要請に応えるべく、我が国を代表する資金配分機関として戦略的に

以下の取組を行う。 

なお、公募事業については、学術システム研究センターや国際事業委員会の機能を有効

に活用し、審査の透明性・公平性を確保しつつ、競争環境の中で厳正な審査を行う。 

 

（１）諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進 

日本の研究水準の向上、国際競争力の強化を一層進めるため、諸外国の学術振興機

関との協定等に基づく、国際共同研究、セミナー開催などの事業を実施することによ

り、学術ネットワークの構築を進める。これらの活動を円滑に推進するため、諸外国

の学術振興機関との協力関係をさらに強化・発展させる。 

欧米等学術先進諸国との交流については、対等な立場での協力により、日本の国際

競争力を高め、世界トップレベルの研究水準を維持し、さらに向上させる。 

アジア諸国、特に国際的な研究開発能力を飛躍的に増しつつある韓国、中国、イン

ドとの学術交流を戦略的に推進するための取組を支援することにより、相互的な学術

発展を図る。 

アフリカ・中東諸国等との交流については、長期的視野に立って、外交的な観点や

多様な研究ニーズなど様々な学術に関する国際交流の必要性を踏まえ、関係機関と連

携を図りつつ促進する。 

また、海外研究連絡センターにおいては、当該国の学術振興機関との有機的な協力

の下、セミナー、シンポジウム等を実施する。 

 

（２）研究教育拠点の形成支援 

我が国の学術研究機関が先端研究分野において世界を代表する研究教育拠点とな

ることを目指し、諸外国のトップレベルの学術研究機関との多国間交流ネットワーク

の構築・強化、若手研究者の育成等を通じ、その萌芽段階にある拠点の形成を支援す

る先端研究拠点事業等を推進する。 

 

（３）若手研究者育成のための国際交流支援 

日本と先進諸外国の新進気鋭の若手研究者が学際的な観点から先端的な研究課題

について積極的に討議し情報発信を行う機会を提供する先端科学（Frontiers of 

Science）シンポジウム事業や、ノーベル賞受賞者との討議等を行う会議に若手研究者

を派遣する事業（リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業）等を実施する。 

 

（４）アジア・アフリカ諸国との交流 

アジア・アフリカ諸国との学術連携・協力の深化を図るため、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等により、研

究拠点構築や研究者交流を積極的に促進する。具体的には、それぞれの国の学術の発

展段階等も踏まえながら、共同研究・セミナー等の効果的な実施を促進する。 
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とりわけ、我が国と緊密な関係にあるアジア諸国については、各学術振興機関間、

大学・研究所間、さらには個々の研究者間など多層的なネットワークを我が国が主導

的に形成するための取組を実施することにより、アジアにおける学術コミュニティの

構築、同地域における先端研究や共同課題解決研究の推進及び若手研究者の育成を図

る。 

なお、拠点大学交流事業については、アジア研究教育拠点事業など公募により相手

方に対等な負担を求める方式による事業へと転換し、平成２３年度までに段階的に廃

止する。 

 

（５）研究者の招致 

多様な発想と経験を有する内外の研究者が我が国の大学等研究機関で切磋琢磨する

研究環境を創出するため、次世代の研究を担う優秀な若手研究者や世界的研究業績を

有する第一線の著名研究者等、様々なキャリアステージにある優れた外国人研究者招

致のための取組を推進する。 

また、日本での研究滞在を終え、母国に帰国した後の研究者コミュニティの形成・

強化を図ることも視野に入れ、多様な招へい方法による、きめ細やかな対応を行う。 

さらに、招へいした外国人研究者の協力を得て、高校生に科学や国際社会への関心

を深めさせることを目的としたサイエンス・ダイアログ事業を全国各地で広く実施す

る。 

なお、外国人特別研究員については、全体として効率化を図っていくよう検討を行

い、大学等のニーズに即し、効果的に研究者養成が実施できるよう見直しを行う。 

 

（６）大学等における研究環境の国際化支援 

日本の大学の国際化を促進させるため、職員養成のための取組や大学の組織的な研

究者の派遣・受入れ、国際的な共同研究など大学の国際展開を支援するほか、多様な

研究環境国際化のための取組を積極的に行う。 

海外研究連絡センターにおいて、各大学と協力し、各大学が主催するシンポジウム

の共催、後援、大学改革の動向に関する調査協力や大学が設置する海外拠点の連携強

化等を通じて、各大学の海外展開を積極的に支援する。 

 

（７）事業の評価と改善 

日本の研究水準、国際競争力の一層の向上を目指し、学術システム研究センター等

の機能を活用しつつ、国際共同研究の基本的な方向性についての検討を行う。また、

効率的かつ効果的な業務運営の観点から、事業開始から長期間経過した事業や応募件

数の少ない小規模事業については、交流相手のニーズ・特性、我が国の研究者の意見

を考慮しつつ、費用対効果の検証を行う。その結果を踏まえ、事業の統合・メニュー

化を行い、関係者にわかりやすい体系に整理する。 

併せて、国際交流事業の成果について、ホームページ等を通じて広く公開する。 

各海外研究連絡センターにおいては我が国の各大学や他の独立行政法人との協力・

連携による活動や機能の強化を図るとともに、海外の学術振興機関との間で事業の有
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効性・適切性を相互に評価するなど、事業の成果及び効果を把握することに努め、事

業の改善に反映させ、その成果について広く公開する。 

また、カイロ、ナイロビの両研究連絡センターについては、効率的な業務運営に努

めつつ、増大するアフリカ地域研究などの重要性・学術研究の特殊性に鑑み、当該地

域における拠点性など質的な要素についても留意した運営へと転換を図った上で、学

術動向の収集・発信機能を充実させる。 

さらに、効果的・効率的な業務運営の観点から、事務所の共用化等について検討を

行い、具体的な結論を得る。 

なお、ワシントン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

ワシントン事務所の機能にも着目しつつ、効率的な運営の観点から、同事務所の共同

設置・運用を行う。 

 

� 学術の応用に�する研究の実施 

様々な学術的・社会的要請に応えるとともに、我が国の学術及び社会の発展や社会問題

の解決につながるような学術研究を行う。 

 

① 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「人文・社会科学振興プロジェクト研究」を推進する。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。また、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、公開シンポジウム、共同研究セミナーなどを行う。 

なお、本事業については、平成２０年度に終了する。 

 

② 異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業 

異なる分野の研究者との共同研究を推進し、異なる分野の研究手法等を導入すること

により、確立された従来の研究手法から脱却して、方法論的な観点から既存の知の体系

の根源的な変革や飛躍的な進化（方法的革新）を目指す、人文・社会科学研究の振興を

図る。 

 

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議を開催する。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究者の人材育成の場としての産学協力研究委員会等

の設定、連携・協力支援のための事業を実施する。 

国内外の研究者を集めてのセミナー、シンポジウムを開催するとともに研究成果の刊行

を通じて、これら研究委員会の研究成果を発信する。 
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� 国の助成事業に関する審査・評価の実施 

国の助成事業の審査・評価については、国の定めた制度・方針に従って、審査・評価に

おける公正さ、透明性、信頼性、継続性を確保しつつ、実効性のある評価を実施する。 

 

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（研究拠

点形成費））」について、世界最高水準の研究教育拠点を学問分野毎に形成するととも

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するための構想・計画を

評価する。 

各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。 

なお、本事業に係る業務は、平成２１年度に終了する。 

 

② グローバルＣＯＥプログラム 

国の助成事業である「グローバルＣＯＥプログラム（研究拠点形成費等補助金（研究

拠点形成費））」について、我が国の大学院の教育研究機能を一層充実・強化し、国際

的に卓越した研究基盤の下で世界をリードする創造的な人材育成を図るため、国際的に

卓越した教育研究拠点の形成を重点的に支援し、もって、国際競争力のある大学づくり

を推進することを目的として、教育研究拠点を形成するための構想・計画を審査・評価

する。 

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ともに、

期間終了後に事後評価を実施する。 

 

③ 「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の養成に関連

する構想・計画の評価を行う。 

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。 

なお、本事業に係る業務は、平成２０年度に終了する。 

 

④ 組織的な大学院教育改革推進プログラム 

国の助成事業である「組織的な大学院教育改革推進プログラム（研究拠点形成費等補

助金（若手研究者養成費））」について、社会の様々な分野で幅広く活躍する高度な人

材を養成するための大学院における国際的水準のコースワークの充実等の優れた組織

的・体系的な教育の取組に関連する構想・計画の審査・評価を行う。 

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。 

 

⑤ 質の高い大学教育推進プログラム 

国の助成事業である「質の高い大学教育推進プログラム（大学改革推進等補助金（大

学改革推進事業））」について、大学教育改革を一層推進し、知識基盤社会を担う優れ
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た人材を養成するための大学等における教育の質向上に向けた優れた取組に関連する構

想・計画を審査する。 

また、採択された取組については期間終了後に状況調査等を実施する。 

 

⑥ 大学教育推進プログラム 

国の助成事業である「大学教育推進プログラム（大学改革推進等補助金（大学改革推

進事業））」について、社会の発展を支える優れた資質能力を備えた人材を養成するた

め、学士力の確保や教育力向上のための各大学等の実践を促し、達成目標を明確にした

効果が見込まれる取組に関連する構想・計画を審査する。 

また、採択された取組については期間終了後に状況調査等を実施する。 

 

⑦ 世界トップレベル研究拠点プログラム 

国の助成事業である「世界トップレベル研究拠点プログラム（国際研究拠点形成促進

事業費補助金）」について、高いレベルの研究者を中核とした研究拠点構想を集中的に

支援し、世界中の第一線の研究者が、是非そこで研究をしたいとして集まってくるよう

な、優れた研究環境と高い研究水準を誇る「目に見える拠点」の形成を目的として、国

際的視点から、その審査業務・評価業務・管理業務を行う。その際、プログラムを担当

するＰＤ・ＰＯを配置し、専門的な観点からプログラムの進捗状況を管理する。 

 

⑧ 政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進 

国の委託事業である政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究推進事業（科学

技術試験研究委託事業）について、政策や社会の要請に応じた人文・社会科学分野のプ

ロジェクト研究を大学等の研究ポテンシャルを積極的に活用して実施し、研究成果を社

会へと発信することを目的として、この事業の実施に必要な審査業務・評価業務・プロ

ジェクト管理業務等を行う。 

 

⑨ 大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業 

国の助成事業である「大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業（国際化拠点

整備事業費補助金）」について、国際化の拠点としての総合的な体制整備を図るととも

に、産業界との連携、拠点大学間のネットワーク化を通じて、資源や成果の共有化を図

り、我が国の大学の国際化を推進する取組に関連する構想・計画の審査・評価を行う。 

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ともに、

期間終了後に事後評価を実施する。 

 

⑩ 博士課程教育リーディングプログラム 

国の助成事業である「博士課程教育リーディングプログラム（大学改革推進等補助金）」

について、広く産学官にわたって活躍できる、成長分野等で世界を牽引するリーダーと

なる能力を備えた人材を養成する大学院教育の構想・計画を審査・評価する。 
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⑪ 大学の世界展開力強化事業 

国の助成事業である「大学の世界展開力強化事業（国際化拠点整備事業費補助金）」

について、「キャンパス・アジア」構想の牽引役となる交流拠点の形成や米国等の大学

との協働教育プログラムの開発等の構想・計画を審査・評価する。 

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ともに、

期間終了後に事後評価を実施する。 

 

� 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・研究を実施する。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、国際交流の戦略等について、関係機関のホー

ムページや文献、現地調査、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、事業の企画・立案に反映させる。これ

らの成果については、必要に応じ報告書等にとりまとめホームページ等において公表する。 

 

� 広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用 

（１）広報と情報発信の強化 

振興会の活動内容や調査研究の成果を、より広く内外の研究者、関係機関や国民に理解

してもらうため、魅力ある広報誌等出版物やホームページの内容充実に努めるなど、効果

的な情報提供が実施できるよう、広報体制を整備し、その充実を図る。 

 

（２）成果の普及・活用 

① 学術システム研究センターの調査・研究の成果、各事業において支援対象者から提出

された実績報告書等については、知的所有権等に配慮した上で、事業の企画立案等に活

用するとともに、ホームページへの掲載や出版等により、研究者をはじめ社会に積極的

に提供し、広く普及させる。 

② 学術研究の推進により生じた卓越した研究成果を広く一般に公開することにより、学

術研究の成果・普及及びその重要性についての理解促進に努めるため、「卓越研究成果

公開事業」を実施する。 

 

１� 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年度着実

に実施する。 
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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究者を顕

彰する国際生物学賞にかかる事務を担当する。 

② 野口英世博士記念アフリカの医学研究・医療活動分野における卓越した業績に対す

る賞（野口英世アフリカ賞）に係る医学研究分野の審査業務を担当する。 

③ 学術関係国際会議の開催のため、免税措置を受けられない主催者に代わり、特定公

益増進法人としての募金の事務を行う。 

④ 寄付金を受入れ、寄付者の意向に基づき特定分野の助成を行う個別寄付金事業、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。 

 

１１ 平成２１年度補正予算（第１号）等に係る業務 

（１）先端研究助成業務 
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる先端的な研究を集中的に推進

するため、平成２１年度補正予算（第１号）により交付される補助金により、先端研

究助成基金を設け、我が国の先端的な研究の総合的かつ計画的な振興のために必要な

助成を行う。 

その際、研究資金の多年度にわたる柔軟な使用を可能とするなど、研究計画等の進

捗状況に即応して、機動的・弾力的な経費の支出を行う。 

 

（２）研究者海外派遣業務 

将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる有為な研究者の海外への派遣を

集中的に推進するため、平成２１年度補正予算（第１号）により交付される補助金に

より、研究者海外派遣基金を設け、我が国の大学等研究機関の国際化を図るとともに、

我が国の競争力強化の源となる人材の育成を行うため、若手研究者を海外に派遣する。 

① 優秀若手研究者海外派遣事業  

我が国の大学等研究機関に所属する助教等常勤研究者及び日本学術振興会特別研

究員を対象として、海外の優れた大学等研究機関において研究を行い、海外の研究

者と切磋琢磨する機会を提供するため、滞在費等を支援する。 

② 組織的な若手研究者等海外派遣プログラム 

海外の学術研究機関と協力関係を有する我が国の大学等研究機関が、将来研究者

を志す大学生の研さん、大学院生等若手研究者の研究活動のための海外派遣を計画

し、組織的に派遣することを支援する。 

 

（３）先端学術研究人材養成事業 

我が国が世界をリードし得る先端的研究拠点に、海外の著名研究者及び若手研究者

を組織的に招へいする取組を支援するため、平成２１年度補正予算（第１号）により

追加的に措置された交付金により、先端学術研究人材養成事業を実施する。本交付金

については、「経済危機対策」（平成21年4月10日）の「底力発揮・21世紀型インフラ

整備」のために措置されたことを認識し、海外の研究者の招へいを通じた我が国の経

済成長の鍵を握る人材力を強化するために活用する。 
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（４）先端研究助成基金による研究の加速・強化 

上記（１）の先端的な研究を一層加速・強化するために必要な助成を行う。 

 

（５）若手・女性等研究者への支援の強化 

若手・女性等研究者が活躍しうる研究基盤・研究環境を充実・強化するために必要

な助成を行うとともに、海外の大学等研究機関との共同研究等を推進し、若手研究者

等の海外派遣を促進するための機会を提供する。 

 

第� 業務運営の効率化に関する目標を達成するため取る�き措置 

 

１ 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。 

（１）一般管理費等の効率化 

一般管理費（人件費を含む。）に関しては、中期目標期間中の初年度と比して年率３％

以上の効率化を達成するほか、その他の事業費（競争的資金等を除く。）については、中

期目標期間中、毎事業年度、対前年度比１％以上の業務の効率化を図る。 

 

（２）人件費の効率化 

人件費については、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法

律」（平成１８年法律第４７号）を踏まえ、平成１８年度以降の５年間で、平成１７年度

を基準として５％以上を基本とする削減を引き続き着実に実施する。 

さらに、経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６（平成１８年７月７日閣議

決定）に基づき、国家公務員の取組を踏まえ、人件費改革を平成２３年度まで継続する。 

ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分、競争的研究資金並びに国からの委託

費及び補助金により雇用される任期付職員については削減対象から除く。 

具体的には、国家公務員の給与構造改革を踏まえた勤務評定に基づく昇給等の見直しを

行う。また、給与水準の適正化を図るため、職務内容、経歴、勤務状況等を勘案した管理

職員手当の見直しを行うとともに職員給与の昇級号数の抑制を行うなどにより、総人件費

の縮減を図る。 

さらに、「公務員の給与改定に関する取扱いについて」（平成２２年１１月１日閣議決

定）を踏まえ、役職員の給与改定に当たっては、国家公務員の給与水準を考慮し、給与水

準の適正化を図ることとする。 

 

（３）業務運営の配慮事項 

業務の効率化、人件費の効率化、事務所の集約化等の可能性を検討する際、研究者等へ

のサービス低下を招かないように配慮する。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。 

 

２ 複数の評定者による客観的な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

などを含め、職員の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・効果的
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な遂行を可能にする。 

 

３ 中期的な計画の下に、情報インフラの整備を図る。 

（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を与える

ことから、必要に応じ、開発及び改善を行う。 

 

（２）情報管理システムの構築 

法人文書の作成、決裁、保存まで、業務上作成された文書を適切に管理するととも

に、業務に必要な振興会内の諸手続については、情報共有ソフト（グループウェア）

を活用し、効率的な業務運営が実施できるよう引き続き整備を行う。 

 

４ 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。 

 

５ 「随意契約見直し計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、その取組状況を公表

する。また、随意契約見直し計画の実施状況を含む入札及び契約の適正な実施については、

監事による監査及び契約監視委員会によるフォローアップを受けるとともに、その結果を

公表する。 

 

６ 財務内容等の一層の透明性を確保するため、決算情報・セグメント情報の公表の充実等

を図る。 

 

�� 予算（人�費の見�りを含む。）、収支計画及び資金計画（��法�３���２��

３�） 

 

１ 予算（中期計画の予算） 

別紙１－１～１－５のとおり 

 

２ 収支計画 

別紙２－１～２－５のとおり 

 

３ 資金計画 

別紙３－１～３－５のとおり 

 

�� 短期借入金の限度額（��法�３���２��４�） 

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。 

 

�� 重要な財産の処分等に�する計画（��法�３���２��４の２�、��５�） 

重要な財産を譲渡、処分する計画はない。 
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第� 剰余金の��（��法第３０�第２�第６号） 

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。 

 

第� その��務��で定める業務��に関する事�（��法第３０�第２�第７号） 

 

１ 施設・設備に関する計画 

施設・設備に関する計画はない。 

 

２ 人事に関する計画 

（１）人事方針 

① 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。 

また、振興会職員の意識向上を図るため、情報セキュリティ研修等を定期的に

実施する。 

② 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置を行う。 

③ 職員の業績等の人事評価を定期的に実施し、その結果を処遇、人事配置等に適

切かつ具体的に反映することで、人材の効果的活用や職員の職務遂行能力・方法

の向上を図る。 

④ 国の助成事業等関連業務を有効かつ円滑に実施するため、実務経験を有する質

の高い人材の確保を図り、適切な人事配置を行う。 

⑤ 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）人件費に係る指標 

中期目標期間中、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する

法律」（平成１８年法律第４７号）に示された方針に基づき、平成１７年度決算を基

準として試算した削減対象人件費については、総人件費改革の取組の削減対象外とな

る任期付職員に係る人件費を除き総額３，５０６百万円を支出する。 

ただし、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し、上記の削減対象とされた人件費に総人件費

改革の取組の削減対象外となる任期付職員に係る人件費を含めた総額は、４，５７８

百万円である。（この金額は今後の競争的研究資金、国からの委託費もしくは補助金

又は民間資金の獲得の状況により増減があり得る。） 

 

３ 中期目標期間を超える債務負担 

中期目標期間を超える債務負担については、学術研究助成基金事業及び先端研究助成事

業において、当該期間が中期目標期間を超える場合で、当該債務負担行為の必要性及び資

金計画への影響を勘案し合理的と判断されるものについて行う。 
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４ 積立金の使途 

前中期目標の期間の最終事業年度において、独立行政法人通則法第４４条の処理を行っ

てなお積立金があるときは、その額に相当する金額のうち文部科学大臣の承認を受けた金

額について、前払費用等に係る会計処理に充てることとする。 
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（別紙１－１） 

平成２０年度～平成２４年度 予算（総括表） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

運営費交付金 

 うち補正予算による追加 

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 

大学改革推進等補助金 

国際化拠点整備事業費補助金 

科学技術総合推進費補助金 

先端研究助成基金補助金 

研究者海外派遣基金補助金 

最先端研究開発戦略的強化費補助金 

若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金 

学術研究助成基金補助金 

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 

 

１４１，８３１ 

４９５ 

１，０４３，０１７ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

１５０，０００ 

７，５６４ 

７５，０００ 

３，５００ 

１７０，６５６ 

９００ 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

１，１９０，７０１ 

支出 

一般管理費 

うち人件費 

物件費 

事業費 

うち人件費 

物件費 

 うち先端学術研究人材養成事業 

科学研究費補助事業費 

研究拠点形成費等補助事業費 

大学改革推進等補助事業費 

国際化拠点整備事業費補助事業費 

科学技術総合推進費補助事業費 

先端研究助成事業費 

研究者海外派遣事業費 

最先端研究開発戦略的強化費補助事業費 

若手研究者戦略的海外派遣事業費補助事業費 

学術研究助成基金事業費 

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 

 

４，５５９ 

１，８７６ 

２，６８３ 

１３９，５７９ 

２，８１７ 

１３６，７６１ 

４９５ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

１１６，９５８ 

７，４０７ 

７５，０００ 

３，５００ 

１１０，６９７ 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

１，０９８，９５０ 

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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※２ 基金補助金は、次期中期計画期間分を含めた金額を一括で収入額に計上しているため、

収支が一致しない。 

※３ 運営費交付金収入には、平成２１年度補正予算（第１号）により「経済危機対策」（平

成21年4月10日）の「底力発揮･２１世紀型インフラ整備」のために措置された、我が国の

経済成長の鍵を握る人材力を強化するための先端学術研究人材養成事業が含まれている。 

 

［人件費見積り］ 

中期目標期間中、「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

（平成１８年度法律第４７号）において削減対象とされた人件費については、総人件費改革

の取組の削減対象外となる任期付職員等に係る人件費を除き、総額３，５０６百万円を支出

する。 

なお、上記の削減対象とされた人件費に総人件費改革の取組の削減対象外となる任期付職

員に係る人件費を含めた総額は、４，５７８百万円である。（ただし、この金額は今後の競

争的研究資金、国からの委託費、補助金及び民間資金の獲得の状況により増減があり得る。） 

 

［運営費交付金の算定ルール］ 

毎事業年度に交付する運営費交付金(Ａ)については、以下の数式により決定する。 

Ａ(y)＝(Ｃ(y)×α1(係数)＋｛(Ｒ(y)＋Ｐｒ(y))×α2(係数)｝＋ε(y)－Ｂ(y)×λ(係数) 

Ｒ(y)＝Ｒ(y-1)×β(係数)×γ(係数) 

Ｃ(y)＝Ｐｃ(y-1)×σ(係数)＋Ｅ(y-1)×β(係数) 

Ｂ(y)＝Ｂ(y-1)×δ(係数) 

Ｐ(y)＝Ｐｒ(y)＋Ｐｃ(y)＝｛Ｐｒ(y-1)＋Ｐｃ(y-1)｝×σ(係数) 

 

各経費及び各係数値については、以下の通り。 

Ｂ(y)：当該事業年度における事業収入の見積り。Ｂ(y-1)は直前の事業年度におけるＢ(y)。 

Ｃ(y):当該事業年度における一般管理費。Ｃ(y-1)は直前の事業年度におけるＣ(y)。 

Ｅ(y):当該事業年度における一般管理費中の物件費。Ｅ(y-1)は直前の事業年度におけるＥ

(y)。 

Ｐ(y)：当該事業年度における人件費（退職手当を含む）。Ｐ(y-1)は直前の事業年度におけ

るＰ(y)。 

Ｐｒ(y)：当該事業年度における事業費中の人件費。Ｐｒ(y-1)は直前の事業年度におけるＰ

ｒ(y)。 

Ｐｃ(y)：当該事業年度における一般管理費中の人件費。Ｐｃ(y-1)は直前の事業年度におけ

るＰｃ(y)。 

Ｒ(y)：当該事業年度における事業費中の物件費。Ｒ(y-1)は直前の事業年度におけるＲ(y)。 

ε(ｙ)：当該事業年度における特殊経費。重点施策の実施（例：特別研究員研究奨励金）、

事故の発生、退職者の人数の増減等の事由により当該年度に限り時限的に発生する

経費であって、運営費交付金算定ルールに影響を与えうる規模の経費。これらにつ

いては、各事業年度の予算編成過程において、人件費の効率化等一般管理費の削減

方策を反映し具体的に決定。ε(y-1)は直前の事業年度におけるε(y)。 
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α1：一般管理効率化係数。中期目標に記載されている一般管理費に関する削減目標を踏ま

え、各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決

定。 

α2：事業効率化係数。中期目標に記載されている削減目標を踏まえ、各事業年度の予算編

成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

β：消費者物価指数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な

係数値を決定。 

γ：業務政策係数。各事業年度の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係

数値を決定。 

δ：事業収入政策係数。過去の実績を勘案し、各事業年度の予算編成過程において、当該事

業年度における具体的な係数値を決定。 

λ：収入調整係数。過去の実績における事業収入に対する収益の割合を勘案し、各事業年度

の予算編成過程において、当該事業年度における具体的な係数値を決定。 

σ：人件費調整係数。各事業年度予算編成過程において、給与昇給率等を勘案し、当該事業

年度における具体的な係数値を決定。 

 

[中期計画予算の見積りに際し使用した具体的係数及びその設定根拠等] 

上記算定ルール等に基づき、以下の仮定の下に試算している。 

・ 運営費交付金の見積りについては、特別研究員研究奨励金については、第３期科学技術

基本計画を踏まえて当該事業年度における具体的な額を決定するが、ここでは各年度に

おいて便宜的に平成２０年度予算額を用いている。またα1（一般管理効率化係数）を

各事業年度3.0％の縮減、α2（事業効率化係数）を各事業年度1.0％の縮減とし、λ（収

入調整係数）は一律1として試算。 

・ 事業費中の物件費については、β（消費者物価指数）は変動がないもの（±0％）とし、

γ（業務政策係数）は一律1として試算。 

・ 人件費の見積りについては、σ（人件費調整係数）は変動がないもの（±0％）とし退

職者の人数の増減等がないものとして試算。 

・ 事業収入の見積りについては、δ（事業収入政策係数）は据え置き（±0％）とし試算。 
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（別紙１－２） 

平成２０年度～平成２４年度 予算（一般勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

運営費交付金 

 うち補正予算による追加 

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 

大学改革推進等補助金 

国際化拠点整備事業費補助金 

科学技術総合推進費補助金 

最先端研究開発戦略的強化費補助金 

若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金 

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 

 

１４１，８３１ 

４９５ 

７１４，７９７ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

７５，０００ 

３，５００ 

１８８ 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

８６１，７６９ 

支出 

一般管理費 

うち人件費 

物件費 

事業費 

うち人件費 

物件費 

 うち先端学術研究人材養成事業 

科学研究費補助事業費 

研究拠点形成費等補助事業費 

大学改革推進等補助事業費 

国際化拠点整備事業費補助事業費 

科学技術総合推進費補助事業費 

最先端研究開発戦略的強化費補助事業費 

若手研究者戦略的海外派遣事業費補助事業費 

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 

 

２，４４０ 

１，２４６ 

１，１９５ 

１３９，５７９ 

２，８１７ 

１３６，７６１ 

４９５ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

７５，０００ 

３，５００ 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

８６１，７６９ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙１－３） 

平成２３年度～平成２４年度 予算（学術研究助成業務勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

国庫補助金収入 

 学術研究助成基金補助金 

事業収入 

計 

 

 

１７０，６５６ 

１７７ 

１７０，８３３ 

支出 

一般管理費 

うち人件費 

物件費 

学術研究助成基金事業費 

計 

 

１，０１８ 

１５７ 

８６１ 

１１０，６９７ 

１１１，７１５ 

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※２ 基金補助金は、次期中期計画期間分を含めた金額を一括で収入額に計上している

ため収支が一致しない。 
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（別紙１－４） 

平成２１年度～平成２４年度 予算（先端研究助成業務勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

国庫補助金収入 

 先端研究助成基金補助金 

事業収入 

計 

 

 

１５０，０００ 

５２５ 

１５０，５２５ 

支出 

一般管理費 

うち人件費 

物件費 

先端研究助成事業費 

計 

 

９５６ 

４０６ 

５５０ 

１１６，９５８ 

１１７，９１３ 

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※２ 基金補助金は、次期中期計画期間分を含めた金額を一括で収入額に計上している

ため収支が一致しない。 
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（別紙１－５） 

平成２１年度～平成２４年度 予算（研究者海外派遣業務勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

国庫補助金収入 

 研究者海外派遣基金補助金 

事業収入 

計 

 

 

７，５６４ 

１０ 

７，５７４ 

支出 

一般管理費 

うち人件費 

物件費 

研究者海外派遣事業費 

計 

 

１４５ 

６７ 

７８ 

７，４０７ 

７，５５２ 

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※２ 基金補助金は、次期中期計画期間分を含めた金額を一括で収入額に計上してい

るため収支が一致しない。 
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（別紙２－１） 

平成２０年度～平成２４年度 収支計画（総括表） 

 

                                                             （単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

経常経費 

業務経費 

うち先端学術研究人材養成事業 

科学研究費補助事業費 

研究拠点形成費等補助事業費 

大学改革推進等補助事業費 

国際化拠点整備事業費補助事業費 

科学技術総合推進費補助事業費 

先端研究助成事業費 

研究者海外派遣業務費 

最先端研究開発戦略的強化費補助事業費 

若手研究者戦略的海外派遣事業費補助事業費

学術研究助成基金事業費 

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 

 

収益の部 

運営費交付金収益 

うち補正予算による追加 

科学研究費補助金収益 

研究拠点形成費等補助金収益 

大学改革推進等補助金収益 

国際化拠点整備事業費補助金収益 

科学技術総合推進費補助金収益 

先端研究助成基金補助金収益 

研究者海外派遣基金補助金収益 

最先端研究開発戦略的強化費補助金収益 

若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金収益 

学術研究助成基金補助金収益 

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 

受託事業収益 

資産見返負債戻入 

  

純損失 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

総利益 

 

１，０９９，１１０ 

１４５，２２３ 

４９５ 

６２８，３５２ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

１１６，９５８ 

７，４０７ 

７５，０００ 

３，５００ 

１１０，６９７ 

４３４ 

１，３７３ 

６ 

２，７４２ 

４，５５７ 

８３ 

 

１，０９９，０３１ 

１４１，８３１ 

４９５ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

１１７，３８８ 

７，５４３ 

７５，０００ 

３，５００ 

１１１，５３５ 

９０１ 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

８３ 

 

７９ 

７９ 

０ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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                                                               （別紙２－２） 

平成２０年度～平成２４年度 収支計画（一般勘定） 

 

                                                             （単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

経常経費 

業務経費 

うち先端学術研究人材養成事業 

科学研究費補助事業費 

研究拠点形成費等補助事業費 

大学改革推進等補助事業費 

国際化拠点整備事業費補助事業費 

科学技術総合推進費補助事業費 

最先端研究開発戦略的強化費補助事業費 

若手研究者戦略的海外派遣事業費補助事業費

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 

 

収益の部 

運営費交付金収益 

うち補正予算による追加 

科学研究費補助金収益 

研究拠点形成費等補助金収益 

大学改革推進等補助金収益 

国際化拠点整備事業費補助金収益 

科学技術総合推進費補助金収益 

最先端研究開発戦略的強化費補助金収益 

若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金収益 

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 

受託事業収益 

資産見返負債戻入 

 

純損失 

前中期目標期間繰越積立金取崩額 

総利益 

 

８６１，９３２ 

１４５，２２３ 

４９５ 

６２８，３５２ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

７５，０００ 

３，５００ 

４３４ 

１，３７３ 

６ 

２，７４２ 

２，４４０ 

８３ 

 

８６１，８５２ 

１４１，８３１ 

４９５ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

７５，０００ 

３，５００ 

１８８ 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

８３ 

 

７９ 

７９ 

０ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙２－３） 

平成２３年度～平成２４年度 収支計画（学術研究助成業務勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

経常経費 

学術研究助成基金事業費 

一般管理費 

 

収益の部 

学術研究助成基金補助金収益 

業務収益 

 

純利益 

総利益 

 

１１１，７１３ 

１１０，６９７ 

１，０１６ 

 

１１１，７１３ 

１１１，５３５ 

１７８ 

 

０ 

０ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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                                                               （別紙２－４） 

平成２１年度～平成２４年度 収支計画（先端研究助成業務勘定） 

 

                                                             （単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

経常経費 

先端研究助成事業費 

一般管理費 

 

収益の部 

先端研究助成基金補助金収益 

業務収益 

 

純利益 

総利益 

 

１１７，９１３ 

１１６，９５８ 

９５６ 

 

１１７，９１３ 

１１７，３８８ 

５２５ 

 

０ 

０ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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 （別紙２－５） 

平成２１年度～平成２４年度 収支計画（研究者海外派遣業務勘定） 

 

                                                             （単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

経常経費 

研究者海外派遣事業費 

一般管理費 

 

収益の部 

研究者海外派遣基金補助金収益 

業務収益 

 

純利益 

総利益 

 

７，５５２ 

７，４０７ 

１４５ 

 

７，５５２ 

７，５４３ 

１０ 

 

０ 

０ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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                                                               （別紙３－１） 

平成２０年度～平成２４年度 資金計画（総括表） 

 

                                                             （単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

業務活動による支出 

 うち先端学術研究人材養成事業 

次期中期目標期間への繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

うち補正予算による追加 

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 

大学改革推進等補助金による収入 

国際化拠点整備事業費補助金による収入 

科学技術総合推進費補助金による収入 

先端研究助成基金補助金による収入 

研究者海外派遣基金補助金による収入 

最先端研究開発戦略的強化費補助金 

による収入 

若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金 

による収入 

学術研究助成基金補助金による収入 

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 

前期中期目標期間よりの繰越金 

 

１，１００，２１９ 

４９５ 

９４，８６３ 

 

 

１，１９０，９１０ 

１４１，８３１ 

４９５ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

１５０，０００ 

７，５６４ 

７５，０００ 

 

３，５００ 

 

１７０，６５６ 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

１，１０８ 

４，１７３ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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    （別紙３－２） 

平成２０年度～平成２４年度 資金計画（一般勘定） 

 

                                                             （単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

業務活動による支出 

 うち先端学術研究人材養成事業 

次期中期目標期間への繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

うち補正予算による追加 

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 

大学改革推進等補助金による収入 

国際化拠点整備事業費補助金による収入 

科学技術総合推進費補助金による収入 

最先端研究開発戦略的強化費補助金 

による収入 

若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金 

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 

前期中期目標期間よりの繰越金 

 

８６３，０６７ 

４９５ 

３，０８２ 

 

 

８６１，９７６ 

１４１，８３１ 

４９５ 

６３３，５２０ 

１，４７０ 

６００ 

１９６ 

５１２ 

７５，０００ 

 

３，５００ 

 

４３４ 

１，３９７ 

７ 

３，１１５ 

３９５ 

４，１７３ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙３－３） 

平成２３年度～平成２４年度 資金計画（学術研究助成業務勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

業務活動による支出 

次期中期目標期間への繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

学術研究助成基金補助金による収入 

その他の収入 

 

１１１，６８７ 

５９，１４７ 

 

 

１７０，８３４ 

１７０，６５６ 

１７８ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙３－４） 

平成２１年度～平成２４年度 資金計画（先端研究助成業務勘定） 

 

                                                             （単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

業務活動による支出 

次期中期目標期間への繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

  先端研究助成基金補助金による収入 

その他の収入 

 

１１７，９１３ 

３２，６１２ 

 

 

１５０，５２５ 

１５０，０００ 

５２５ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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                                 （別紙３－５） 

平成２１年度～平成２４年度 資金計画（研究者海外派遣業務勘定） 

 

                                                             （単位：百万円） 

区分 金額 

資金支出 

業務活動による支出 

次期中期目標期間への繰越金 

 

資金収入 

業務活動による収入 

  研究者海外派遣基金補助金による収入 

その他の収入 

 

７，５５２ 

２１ 

 

 

７，５７４ 

７，５６４ 

１０ 

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第三十一条の規定により、平成２２ 

年３月３１日付け２１文科振第６９０号で認可を受けた独立行政法人日本学術振興会の中

期目標を達成するための計画（中期計画）に基づき、平成２２年度の業務運営に関する計

画を次のとおり定める。 

 

第一 国�に対して提�する�ー�スその�の業務の�の向�に関する目標を達成する

ためとる�き�置 

 

１ ��的事項 

（１）学術の特性に配慮した制度運営 

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。 

また、各事業を実施する際には、関連する事業を実施している機関との適切な連携・

協力を行う。その際、我が国の学術研究の振興を図る観点から、大学等において実施さ

れる学術研究に密接に関わる事業の特性に配慮しつつ、事業を実施する。 

 

（２）評議員会 

   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）学術顧問会議 

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）学術システム研究センター 

   研究経験を有する第一線級の研究者を任期付研究員として、センター所長、センタ

ー副所長（３名）、主任研究員及び専門研究員に配置する。主任研究員を１名、専門研

究員を４名増員し、主任研究員１９名、専門研究員９７名の体制とすることにより、

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充実する。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やタスクフォ

ースを設置し、機動的に対応する。 

   これらにより、センターが行う学術振興策や学術動向に関する調査・研究体制を整

備し、振興会事業における公正で透明性の高い審査・評価業務や振興会業務全般に対

する有効な提案・助言等を行うことを可能とする。 

 

（５）自己点検及び外部評価の実施 

① 自己点検 

平成２１年度事業に係る自己点検については、「独立行政法人日本学術振興会自

己点検評価委員会規程」、「独立行政法人日本学術振興会平成２２年度自己点検評
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価実施要領」及び「独立行政法人日本学術振興会平成２１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。 

② 外部評価 

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。 

外部評価の結果は、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。 

 

（６）情報システムの整備 

① 公募事業における電子化の推進 

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、原則と

してすべて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。 

なお、拡充に当たっては、文部科学省が開発・運用を行っている府省共通研究開

発管理システム（e-Rad）の連携活用を模索し、柔軟な実現方法を検討する。 

  （ⅰ）科学研究費補助金事業 

研究活動スタート支援の交付申請書受付に向け、電子申請システムに異動情報

入力機能等を追加する。 

また、他の研究種目における交付申請書受付の電子化について、検討を行う。 

  （ⅱ）特別研究員事業 

申請者及び審査員がシステムに登録したデータを利用し、審査会等で必要とな

る各種書類を出力できる機能を向上させ、審査準備にかかる期間の短縮を図る。 

海外特別研究員については、申請者が直接データを登録するシステムの構築を

行う。 

また、電子申請を受付ける際に障害となる推薦書等の第三者による認証が必要

な調書の電子化について、引き続き検討を行う。 

（ⅲ）学術の国際交流事業 

     公募・審査手続きの完全電子化に向けた検討を行い、必要に応じて順次電子化

を行う。 

     また、電子申請を受け付ける際に障害となる推薦書等の第三者による認証が必

要な調書の電子化について、引き続き検討を行う。 

② 情報共有化システムの整備 

振興会事業全般の情報共有として、グループウェアを用いた情報共有化を推進し、

横断的かつ業務効率化に資するデータベースを引き続き構築する。 

また、外部機関と電子ファイルを共有しつつ作業を行う際には、情報セキュリテ

ィを確保したうえで情報共有を実現する仕組みを構築する。 
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③ ホームページの充実 

公募情報を中心として、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

速に提供し、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。 

また、ホームページの管理システムを刷新し、更新に係る作業時間の短縮を図る。 

また、ホームページの情報量増加に伴い、閲覧者が必要な情報にアクセスしづら

くなりつつあるため、利用者へのアクセシビリティを考慮し、各事業のページにつ

いて、順次見やすさ・わかりやすさを改善したページに再構築する。 

④ 情報セキュリティの確保 

情報セキュリティポリシーの遵守を徹底するため、ポリシー遵守のためのマニュ

アル等を整備し、ポリシー遵守の手順を明確にする。 

    また、職員等に対して情報セキュリティに関する意識を高めるために、セキュリ

ティ講習を年 1回実施する。 

 

（７）研究費の不正使用及び不正行為の防止 

事業説明会実施時等において、研究費の不正使用及び不正行為の防止策についての

助言、注意喚起等を行い、国のガイドライン等に基づき、不正の防止に対する研究機

関の取組の強化及び研究者の意識改革の促進などにより不正の防止に努める。 

 

（８）内部統制の充実 

監事監査については、一般的な業務・会計監査のほか重点項目を引き続き設けるこ

ととし、外部監査については監査法人による任意監査を受ける。 

なお、平成２２年度の決算については、事業報告書（会計に関する部分のみに限る）、

財務諸表及び決算報告書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受ける。 

 

２ 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。 

科学研究費補助金事業は、文部科学省が定める事業実施における基本的考え方・役割

分担に基づき業務を行う。 

平成２２年度においては、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ｓ）、研究活動ス

タート支援、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、交付業務及び公募・審査業務を

行う。また、文部科学省が交付する特別推進研究、若手研究（Ａ・Ｂ）の公募・審査業

務を行う。 

 

（１）審査・評価の充実 

前年度までの経験に基づき、学術システム研究センターの機能を有効に活用しなが

ら制度の改善を図り、公正な審査委員の選考、透明性の高い審査・評価システムの構
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築を行う。 

① 審査業務 

（ⅰ） 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「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」を改正する。 

また、配分審査のための小委員会を開催し、応募された研究課題の審査を行う。 

（ⅱ） 審査委員の選考については、審査委員候補者データベースを充実しつつ、専

門的見地から、より適切な審査委員を選考するため、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。 

（ⅲ） 研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するため、合議審査において、

研究計画調書に記載された他の研究費への応募・採択状況を確認するとともに、

府省共通研究開発管理システム（e-Rad）を活用する。また、審査結果を他の競

争的資金の配分機関に対し迅速に提供する。 

② 評価業務 

（ⅰ） 研究進捗評価の実施 

特別推進研究、基盤研究（Ｓ）、若手研究（Ｓ）及び学術創成研究費につい

ては、当該研究課題の研究の進捗状況を把握し、当該研究の今後の発展に資す

るため、現地調査・ヒアリング・書面・合議により研究進捗評価及び研究成果

の検証を行う。また、その評価結果については、ホームページにおいて広く公

表する。 

（ⅱ） 事後評価の実施 

特別推進研究、基盤研究（Ｓ）及び学術創成研究費の研究課題のうち、研究

進捗評価を行わない研究課題については、現地調査・ヒアリング・書面・合議

により事後評価を行う。 

また、その評価結果については、ホームページにおいて広く公開する。 

 

（２）助成業務の円滑な実施 

① 募集業務（公募） 

平成２３年度公募に関する情報については、科学研究費補助金に関するホームペ

ージにより公表するとともに、研究計画調書の様式などの情報を研究者等が迅速に

入手できるようにする。 

  また、応募受付前に研究者等が審査方針等の内容を確認できるよう、科学研究費

委員会において審査方針等を決定後、速やかに公表する。 

② 交付業務 

      平成２２年度科学研究費補助金について、科学研究費委員会の審査結果に基づき、

基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ｓ）、研究活動スタート支援、奨励研究、

研究成果公開促進費（学術定期刊行物、学術図書、データベース）、特別研究員奨

励費及び学術創成研究費の交付業務を迅速に行う。 

      また、平成２１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を受け、

額の確定を行う。 
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・ 採否に関する通知は、４月上旬までに行う。 

・ 応募者に対する審査結果の開示の通知は、開示内容を充実しつつ、新たに電子

システムにより５月下旬までに行うことを目指す。 

・ 額の確定は、７月中旬までに行う。 

③ 不正使用及び不正受給の防止 

研究費の不正使用及び不正受給を防止するため、文部科学省との適切な役割分担

のもと、同省の定めるガイドライン等に基づき、研究機関に提出を義務付けている

報告書等により各研究機関の不正防止に対する取組の状況等を的確に把握し、必要

に応じ適切な指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査を徹底させる。 

また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用、不正受給及び研究活動の不正

行為の防止策について、助言・注意喚起等を行い、研究者を含む関係者の意識改革

を促進するとともに、振興会による監査を充実することにより不正の防止に努める。 

④ 電子システムの導入・活用 

（ⅰ） 応募手続 

特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究及び若手研究の応募書類の受付を

電子システムにより行う。 

（ⅱ） 審査業務 

特別推進研究の審査意見書及び基盤研究、挑戦的萌芽研究並びに若手研究の

書面審査の結果の受付については、電子システムにより行う。 

（ⅲ） 交付業務 

研究活動スタート支援の交付申請書受付を電子システムにより行うととも

に、他の研究種目の交付申請書受付への電子システムの導入を検討する。 

（ⅳ） 審査結果の開示 

基盤研究、挑戦的萌芽研究及び若手研究の第一段（書面）審査結果の開示に

ついては、電子システムにより行う。 

⑤ 科学研究費補助金説明会の実施 

大学等の研究機関への事業説明を、文部科学省との共同実施、研究機関からの要

望に応じての実施などにより、全国各地で行い、制度の改善等に係る正しい理解の

促進を図る。その際、地域バランスに配慮する。 

また、制度に係るパンフレット、説明資料の向上を図る。 

 

（３）研究成果の適切な把握及び社会還元・普及 

① 研究成果の把握・公表 

平成２１年度に終了した研究課題の研究実績の概要及び平成２１年度に研究期間

が終了した研究課題の研究成果報告書については、国立情報学研究所のデータベー

スにより広く公開する。 

② ひらめき☆ときめきサイエンス事業 

我が国の将来を担う児童・生徒を主な対象として、研究者が科学研究費補助金に

よる研究成果をわかりやすく説明することなどを通じて、学術と日常生活との関わ

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
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イエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」を全国各地の大学等で幅広

く実施する。 

 

（４）助成の在り方に関する検討 

① 審査結果の検証 

科学研究費補助金の審査結果について、学術システム研究センターの機能を活用

しつつ検証を行い、事業の改善に反映させる。 

② 「系・分野・分科・細目表」の改正案の検討 

平成２５年度公募から適用する「系・分野・分科・細目表」の改正案について、

文部科学省からの基本的考え方を踏まえ、学術システム研究センターの機能を活用

しつつ検討を行う。 

 

� 研究者の養成 

（１）全般的な取組み 

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のとおり推進する。 

・ 新規支援対象者を採用する。 

・ 支援対象者に対し、円滑に資金を支給する。 

・ 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長の取扱いを

実施する。また、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

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取扱を実施す

る。 

・ 大学院博士課程在籍者に対する支援については、優れた研究能力を有する外国人留

学生についても、引き続き採用する。 

・ 振興会の研究者養成事業について周知するため、各大学等の要望に基づき、説明会

を開催する。 

 

（２）選考審査の適切な実施 

① 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。 

② 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。 

③ 引き続き公平で公正な審査体制を維持するため、書面審査の基準及び評価方法の書

面審査員への周知、面接終了後の合議審査により、精度の高い選考、評価を実施する。 

④ 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。 

⑤ 改定された特別研究員の申請資格について、適切な経過措置を講ずるとともに、説
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明会等を開催し、周知に努める。 

⑥ 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ととも

に、不採択者に対し、その評価結果を通知する。 

⑦ 特別研究員に対する研究奨励金については、独立行政法人日本学生支援機構の奨学

金との重複受給を防止するため、採用内定者情報を同機構に提供し重複チェック等を

行う。 

 

（３）事業の評価と改善 

特別研究員等審査会が実施した審査内容等について、学術システム研究センターに

おいて分析・検証を行い、審査業務に改善すべき点が生じた場合は、改善につなげる

とともに「特別研究員等企画委員会」において検討を行う。 

高水準の待遇で採用した者（特別研究員-SPD）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、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

る評価体制のもと、支給の効果について評価し、その結果を本人に通知する。 

改善事項については、十分な周知期間、経過措置を講じた上で、募集要項等に反映

させ、ホームページへの掲載、説明会の開催等を行い、広く周知する。 

 

（４）特別研究員事業 

    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た、優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-RPD を引き続き実施する。 

① 平成２２年度支援対象者に係ること 

（ⅰ） 特別研究員-DC 

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、採用した特

別研究員-DC に対し研究奨励金を支給する。 

（ⅱ） 特別研究員-PD 

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、採用した特

別研究員-PD に対し研究奨励金を支給する。 

（ⅲ） 特別研究員-SPD 

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。 

（ⅳ） 特別研究員-RPD 

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。 

（ⅴ） 特別研究員（グローバルＣＯＥ） 

「グローバルＣＯＥプログラム」に選定された拠点において採用された特別研

究員（グローバルＣＯＥ）に対し研究奨励金を支給する。 

② 平成２３年度新規採用に係ること 

平成２３年度採用分特別研究員-DC1、DC2、PD 及び RPD の公募に際し、更なる申請
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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改善を検討

する。 

選考審査等に当たっては、特に以下の点に留意する。 

（ⅰ） 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。 

（ⅱ） 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２１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定期的に行い、研究者若しくは専門

的知識を生かす企業等の職に就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証す

るとともに、調査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。 

 

（５）海外特別研究員事業  

     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業を円滑に

実施する。 

   海外特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を定期的に行い、研究者若しくは専

門的知識を生かす企業等の職に就いている者の状況を分析し、社会への貢献を検証す

るとともに、調査結果をホームページ等で国民にわかりやすい形で公表する。 

 

（６）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 

   我が国の若手研究者が海外で活躍・研さんする機会の充実・強化を図ることを目的

とし、我が国の大学が、海外の大学等と組織的に連携し、若手研究者が海外において

一定期間研究活動等を行う機会を提供することを支援する。 

 

（７）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。 

 

（８）大学院生に対する顕彰 

我が国の学術研究の発展への寄与が期待される若手研究者の養成に資するため、優

秀な大学院博士課程学生を顕彰し、その勉学及び研究意欲を高める事業を実施するた

めに募集、選考、授賞に係る業務を円滑に実施する。 
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（９）若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラム 

科学技術振興調整費における若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラムにつ

いて、選考委員会委員の推薦等、適切な審査が行われるよう協力する。 

 

� 学術に関する国際交流の促進 

  日本の研究水準、国際競争力の一層の向上を目指し国内外からの要請に応えるべく、

学術に関する国際交流を促進する事業を実施する。なお、公募事業については、学術シ

ステム研究センターや国際事業委員会の機能を有効に活用し、審査の透明性・公平性を

確保しつつ、競争環境の中で厳正な評価を行う。 

 

（１）諸外国の学術振興機関との協力による国際的な共同研究等の促進 

諸外国の学術振興機関との協定等に基づき、共同研究やセミナーの開催、研究者交

流を支援する事業を実施する。その際、各国の研究水準・研究ニーズや外交的観点等、

学術に関する国際交流の必要性に配慮しつつ、円滑に実施する。特にインド・韓国に

ついては、両国の研究者により構成される委員会を活用して運営する。 

また、ノーベル博物館との協力の下、ノーベル博物館巡回展日本開催に向けた準備

を行う。 

国際的に取り組むべき課題の解決に向け、研究者からのボトムアップによる発意に

基づき主要国学術振興機関と共同し支援するボトムアップ型国際共同研究を実施する。 

   なお、海外研究連絡センターにおいては、当該国の学術振興機関との有機的な協力

の下、セミナー、シンポジウム等を実施する。 

 

（２）研究教育拠点の形成支援 

先端研究分野において、我が国の学術研究機関が欧米等の中核的研究機関と双方向

の大規模な研究交流を行う中で、世界的水準の研究交流拠点の形成及び若手研究人材

の育成を図る先端研究拠点事業を実施する。 

また、大学院教育の国際化及び博士課程における若手研究者の育成のため、ドイツ

研究振興協会と協力し、日独の大学が大学院における教育研究を共同で行う日独共同

大学院プログラムを実施する。 

 

（３）若手研究者育成のための国際交流支援 

次世代を担う研究者の育成等のため、諸外国の学術振興機関と連携し、学際的な観

点から先端的な研究課題について集中的に議論を行う先端科学シンポジウム事業や、

特定の研究領域に係る著名な研究者の講義等からなる日本－欧州先端科学セミナーを

実施する。 

また、国際経験を培うべく、ノーベル賞受賞者との討議等を行うリンダウ・ノーベ

ル賞受賞者会議など、国際的な会議等への若手研究者の参加を支援する。 
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（４）アジア・アフリカ諸国との交流 

① アジア・アフリカにおける研究教育拠点の形成支援等 

アジア・アフリカ諸国との共同研究拠点形成を推進するため、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を実施する。また、

中韓の対応機関との協議に基づき、日中韓フォーサイト事業を実施する。 

なお、拠点大学交流事業に係る業務は平成２２年度末をもって終了する。 

② アジア科学技術コミュニティ形成戦略事業 

我が国が主導的立場に立ってアジアにおける科学技術コミュニティを形成するこ

とを目的とし、「アジア学術振興機関長会議」「HOPE ミーティング」「機動的国際

交流」など多層的なネットワーク形成を支援する各事業を、文部科学省と連携しつ

つ戦略的に実施する。 

③ 論文博士号取得希望者への支援事業  

論文提出により我が国の博士号取得を希望するアジア・アフリカの若手研究者を

支援する事業を実施する。 

  ④ アジア学術セミナーの開催 

アジアの若手研究者に最新の学術成果を紹介する「アジア学術セミナー」を対応

機関と協力して開催する。 

  ⑤ 科学技術研究員派遣支援システム調査 

政府開発援助と連携した科学技術研究員派遣事業の実施において、我が国と開発

途上国との共同研究ニーズの調査・分析及び候補案件を形成するためのマッチング

を行うとともに、有識者による運営委員会を開催し派遣候補者を選定する。 

 

（５）研究者の招致 

① 全般的な取組み 

我が国の大学等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、研究

者のキャリアステージに沿い、その経歴及び訪問目的に即し、優れた外国人研究者

を我が国に招へいする事業を実施する。 

とりわけ、我が国が世界をリードする研究分野において、若手の外国人研究者に

対して我が国の卓越した研究者の指導・監督の下で研究に従事する機会を提供する

ことにより、優れた外国人研究者を確保する。 

また、個々の研究者の招へいに加え、柔軟かつ多様な方法により、研究環境の一

層の国際化を目的とした研究者を招致するため、「若手研究者交流支援事業」等に

より、大学等研究機関における組織的な招へいの機会を設ける。 

② 外国人特別研究員事業 

外国人特別研究員については、多様な国からの招へいを着実に図る。とりわけ、

欧米諸国からの若手研究者の招へいについては、招へい期間を柔軟に設定し、また

海外研究連絡センターを通じた広報活動を積極的に行うことにより、優秀な若手研

究者の確保に努める。 

また、振興会事業を終えて帰国した研究者のネットワーク強化を図るべく、世界

12 カ国において形成された研究者コミュニティによる活動への支援を拡充すると
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ともに、その他の国においても新たな研究者コミュニティの形成を推進する。 

長期に来日する研究員に対しては、我が国での研究生活を円滑に開始するための

オリエンテーションを来日直後に実施するとともに、「来日外国人研究者のための

生活ガイドブック」の配布や日本語研修支援等のフェローサービスを行い、日常生

活面においても支援する。 

更に、我が国の将来を担う高校生等を対象に、科学や国際社会への関心を深めさ

せることを目的とし、外国人研究者が高等学校等において、自身の研究活動や母国

について英語で講義を行うサイエンス・ダイアログを実施する。 

 

（６）大学等における研究環境の国際化支援  

日本の大学の国際化を促進させるため、大学の職員養成のための取組等を支援する。

我が国の大学等の研究者が、国内で開催する国際的な研究集会への支援を行うととも

に、国外で開催される国際的な研究集会への派遣支援を行う。 

また、海外研究連絡センターにおいては、各大学が主催するシンポジウムなどの実

施や各大学の海外拠点の活動を支援する。 

 

（７）事業の評価と改善 

学術システム研究センター等の機能を活用しつつ、学術国際交流事業の基本的な方

向性についての検討を行う。また、事業開始から長期間経過した事業や応募件数の少

ない小規模事業について、研究者へのサービス向上を図る観点から検討を行う。併せ

て、海外の学術振興機関との間で事業の有効性・適切性の相互評価など、事業の成果

及び効果を把握するための手法の検討を行う。 

また、カイロ、ナイロビの両研究連絡センターについては、効率的な業務運営に努

めつつ、増大するアフリカ地域研究などの重要性・学術研究の特殊性に鑑み、当該地

域における拠点性など質的な要素についても留意した運営へと転換を図り、学術動向

の収集・発信機能の充実に努める。 

 

� 学術の応用に関する研究の実施 

○ 異分野融合による方法的革新を目指した人文・社会科学研究推進事業 

既存の学問・研究分野にとらわれずに、異なる分野の知見や方法論を取り入れた人

文・社会科学における「異分野融合型共同研究」を推進する。 

平成２２年度は、平成２１年度に採択された研究テーマ（領域）のフォローアップ

を行う。 

その際、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。 

 

６ 学術の社会的連�・協力の推進 

学界と産業界の第一線の研究者等からのボトムアップによる発意に基づき、自由な研

究発表、情報交換を行う場を提供し、産学協力の橋渡しを行う。また、産学協力研究委

員会の活動についての情報発信に努める。 
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・ 産学協力総合研究連絡会議 

産学協力研究委員会等諸事業の充実強化を図るとともに、学界と産業界との学術の

社会的協力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。 

・ 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

とともに、蓄積された成果発信の場として国際シンポジウム等の開催、活動成果の刊

行を行う。 

・ 研究開発専門委員会 

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、専門的な調査審議を行う。 

 

� 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 

国の助成事業である「２１世紀ＣＯＥプログラム」について、採択されたプログラ

ム終了後の状況について情報公開に努める。 

 

（２）グローバルＣＯＥプログラム 

   国の助成事業である「グローバルＣＯＥプログラム」について、委員会を開催し、

評価を行う。 

平成２２年度は、平成２０年度に採択されたプログラムの中間評価を行う。 

その際、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りつつ、情報公開に努める。 

 

（３）組織的な大学院教育改革推進プログラム 

国の助成事業である「組織的な大学院教育改革推進プログラム」について、委員会

を開催し、事後評価を行う。 

平成２２年度は、平成１９年度に採択されたプログラムの評価を行う。 

その際、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りつつ、情報公開に努める。 

 

（４）質の高い大学教育推進プログラム 

平成２０年度に審査を実施した、国の助成事業である「質の高い大学教育推進プロ

グラム」については、採択されたプログラムの情報公開に努める。 

 

（５）大学教育推進プログラム 

国の助成事業である「大学教育推進プログラム」について、委員会を開催し、審査

を行う。 

平成２２年度においては、新たに公募するプログラムの審査・選定を行う。 

その際、専門家による公正な審査体制を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保し、

適切かつ円滑な運営を図りつつ、情報公開に努める。 
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（６）世界トップレベル研究拠点プログラム 

国の助成事業である「世界トップレベル研究拠点プログラム」について、委員会を

開催し、審査・評価・管理業務を行う。 

   平成２２年度は、新たに公募するプログラムの審査・選定を行うとともに、平成１

９年度に採択された５拠点のフォローアップ・管理業務を行う。 

 その際、専門家による公正な審査・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りつつ、情報公開に努める。 

また、既存の５拠点についてはプログラムを担当するＰＤ・ＰＯを配置し、専門的

な観点からプログラムの進捗状況を管理する。 

 

（７）政策や社会の要請に対応した人文・社会科学研究の推進 

   国の「世界を対象としたニーズ対応型地域研究推進事業」及び「近未来の課題解決

を目指した実証的社会科学研究推進事業」について、評価・管理業務を実施する。 

   平成２２年度は、平成１８年度に採択されたプロジェクト研究の最終評価、平成２

０年度に採択されたプロジェクト研究の中間評価を行う。 

その際、専門家による公正な審査・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りつつ、情報公開に努める。 

 

（８）国際化拠点整備事業（グローバル３０） 

国の助成事業である「国際化拠点整備事業（グローバル３０）」について、中間評

価の内容・方法について検討を行うための委員会を開催する。 

その際、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りつつ、情報公開に努める。 

 

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として、海外研究連絡センターとの連携に

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、今後の振興会事業に反映させることとする。 

  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分野にか

かる最新の学術の動向を調査し、その成果をより適切な審査員の選考や評価システムの

整備等に反映させ、振興会が行う審査・評価業務等の向上に役立てる。 

  また、これらの成果については、必要に応じ報告書等にとりまとめホームページ等に

おいて公表する。 

 

９ 広報と情報発信の強化及び成果の普及・�� 

（１）広報と情報発信の強化 

   国民及び研究者等に向けた広報の在り方、実施方法についての協議を行い、その検

討結果を踏まえた適切な広報に努める。 

   また、各事業の実施状況等、学術研究に関わる情報について、以下の方法により公

開し、普及に努める。 
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  ① ホームページへの掲載 

    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。 

  ② パンフレット等の配布 

    振興会の事業内容について分かり易く編集された和文・英文のパンフレットを作

成し、学術機関、行政機関、海外の諸機関に対して送付するほか、必要に応じて事

業毎にパンフレットを作成・配布する。 

③ メールマガジンの発信 

インターネットを活用したメルマガ方式により、公募案内や行事予定等の情報提

供を行う。 

④ 英文ニューズレター 

英文ニューズレターを年 4回（各回 17,000 部）発行し、振興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する。 

 

（２）成果の普及・活用 

学術システム研究センターの調査・研究の成果については、事業の企画・立案に反

映させるとともに、必要に応じ報告書等にとりまとめホームページ等において公表す

る。 

 

１� 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年度着実

に実施する。 

（１）国際生物学賞にかかる事務 

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２６回顕彰にか

かる事務を行うとともに、第２７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）学術関係国際会議開催にかかる募金事務 

   学術関係国際会議の開催のため、指定寄付金による募金、並びに特定公益増進法人

としての募金の事務を行う。 

 

（３）個別寄付金及び学術振興特別基金の事業 

   寄付金を受入れ、寄付者の意向に基づき特定分野の助成を行う個別寄付金事業及び

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。 

 

１１ �成２１年度補�予�（第１号）等に係る業務 

（１）先端研究助成業務 

先端研究助成基金の適切な管理・運用に努めるとともに、前年度に先端研究助成基

金助成金を交付した補助事業について、助成金の執行状況調査を行う。また、「最先

端・次世代研究開発支援プログラム」について、プログラムの公募を行い、円滑な審
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査を実施するとともに、補助事業者決定後には速やかに助成金を交付する。 

① 最先端研究開発支援プログラム 

（ⅰ） 助成業務 

補助事業者からの交付請求に応じ、取扱要領等関係規程を踏まえて助成金を

迅速に交付する。 

（ⅱ） 執行管理 

補助事業者から提出される実施状況報告書の確認や、現地調査等を行い、助

成金の執行状況を適切に把握・管理することに努める。 

② 最先端・次世代研究開発支援プログラム 

（ⅰ） 公募・審査業務 

プログラムの適切な公募に努めるとともに、適切な審査方針のもと専門家に

よる公正かつ透明性の高い審査を実施する。 

  （ⅱ） 助成業務 

取扱要領等関係規程を踏まえ、補助事業者に対して適切かつ迅速に助成金を

交付する。 

 

（２）研究者海外派遣業務 

研究者海外派遣基金助成金を交付した助成事業の執行状況を適切に把握・管理する

とともに、基金の適切な管理・運用に努める。 

① 優秀若手研究者海外派遣事業 

（ⅰ） 助成業務 

助成事業者からの交付請求に基づき、助成金の取扱要領等関係規程を踏まえ、

滞在費等を適正に交付する。 

（ⅱ） 執行管理 

    助成事業者から提出される実施状況報告書等の確認を行い、助成金の執行状

況を適切に把握・管理することに努める。 

② 組織的な若手研究者等海外派遣プログラム 

（ⅰ） 助成業務 

助成事業者からの交付請求に基づき、助成金の取扱要領等関係規程を踏まえ、

滞在費等を適正に交付する。 

（ⅱ） 執行管理 

助成事業者から提出される実施状況報告書等の確認を行い、助成金の執行状

況を適切に把握・管理することに努める。 

 

（３）先端研究助成基金による研究の加速・強化 

上記（１）①の先端研究助成基金により助成する先端的な研究の加速・強化に必要

な助成事業を行う。 

事業の実施に当たっては、取扱要領等関係規程を整備し、補助事業者に対して補助

金の交付を行う。 
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（４）若手・女性等研究者への支援の強化 

若手・女性等研究者が活躍しうる研究基盤・研究環境を充実・強化するために必要な

助成を行うとともに、海外の大学等研究機関との共同研究等を推進し、若手研究者等

の海外派遣を促進するための機会を提供する事業を行う。事業の実施に当たっては、

取扱要領等関係規程を整備し、補助事業者に対して補助金の交付を行う。 

 

第� 業務運営の効率化に関する目標を達成するためとる�き�置 

 

１ 業務運営の効率化 

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、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。）については、中期目標期

間中の初年度と比して年率３％以上の効率化を達成するための取組を行う。その他の事

業費（競争的資金を除く。）について、平成２１年度予算に対して１％以上の削減を図

る。また寄付金事業等についても業務の効率化を図るなど、中期計画に従い業務の効率

化を図る。 

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年度の人件費と比較し、５％

以上削減し、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針２００６」（平成１８年７月

７日閣議決定）に基づき、国家公務員の改革を踏まえ、人件費改革を平成２３年度まで

継続する。そのため、平成２２年度の人件費については、平成１７年度の人件費と比較

し、5％以上の削減を実施する。ただし、今後の人事院勧告を踏まえた給与改定分、競争

的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員については削

減対象から除く。 

具体的には、職員の給与格付けを見直すことなどにより、総人件費の縮減を図る。 

業務の実施に当たり委託等を行う場合には、国における見直しの取組（「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。財務大臣から各省各庁の

長あて。））等を踏まえ、一般競争入札の範囲の拡大や随意契約の見直し等を通じた業

務運営の一層の効率化を図ることとする。 

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する。 

 

２ 職員の能力に応じた人員配置 

能力に応じた処遇、人員配置を可能にするため、複数の評定者による客観的な勤

務評定をより厳格に行い、給与への反映を図る。 

 

３ ������の整備 

（１）業務システムの開発・改善 

   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う。 

また、特別研究員の日常管理業務システムを刷新し、奨励金支給関連業務の信頼性
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の更なる向上を図る。 

 

（２）情報管理システムの構築 

   業務に必要な振興会内の諸手続については、情報共有ソフト（グループウェア）を

活用し、効率的な業務運営が実施できるよう引き続き整備を行う。 

 

４ 外部委託の促進 

  事業の効率的な遂行のための外部委託については、効率化が図られる業務や分野、部

門を調査し、外部委託の有効性を検討し、外部委託を促進する。 

 

� 随意契約の見直し及び監査の適正化 

（１）随意契約の見直し 

契約監視委員会の意見を踏まえて、随意契約を減少させるために「随意契約等見直

し計画」に基づく取組を着実に実施するとともに、契約監視委員会による点検・見直

しを実施する。 

（２）監査の適正化 

入札及び契約の適正な実施については、引き続き監事による監査を受ける。 

（３）点検・見直し結果の公表 

「随意契約等見直し計画」の取組状況、契約監視委員会での討議事項及び監事監査

による契約に関する点検・見直し状況については、ホームページに公開する。 

 

� 決算情報・セグメント情報の公表 

決算情報とともにセグメント情報を公表する。 

 

� 基金の管理及び運用 

  安全かつ安定的な基金の運用を図るため、基金管理委員会を組織する。基金管理委員

会は、安全性や利便性等に優れた金融機関を取引銀行として選定するとともに、流動性

も考慮に加えつつ基金の運用方針を適切に定める。 

また、基金の運用状況を確認するとともに、必要に応じて、安全な金融機関の選択や

効率的な金融商品の選択等に関する運用方針の見直しを行う。 

 

�� �算、��計画及び�金計画 

  

１ �算 

別紙１－１～１－４のとおり 

 

２ ��計画 

別紙２－１～２－４のとおり 

 

３ �金計画 
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別紙３－１～３－４のとおり 

 

�� 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、運営費交

付金の受入れに遅延が生じた場合である。 

 

�� 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。 

 

�� 剰余金の�� 

 

  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。 

 

�� その��務��で定める業務運営に関する事� 

 

１ 施設・設備に関する計画 

  施設・設備に関する計画はない。 

 

２ 人事に関する計画 

（１）職員の研修計画 

職員の専門性及び意識の向上を図るため、下記の研修を実施する。 

また、資質の向上を図るため、外部で実施される研修に職員を参加させる。 

① 語学研修 

② 海外の機関での研修 

③ 情報セキュリティ研修（１回） 

 

（２）人事交流 

   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・育成を図り、適切な人

事配置を行う。 

 

（３）人事評定 

   職員の業務等の勤務評定を実施し、その結果を処遇、人事配置等に適切かつ具体的

に反映することで、人材の効果的活用や職員の職務遂行能力・方法の向上を図る。 

 

（４）競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用される任期付職員にか

かる人事配置 

実務経験を有する質の高い人材の確保を図り、適切な人事配置を行う。 
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（５）職員の福利・厚生 

   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。 

 

（６）人件費に関する指標 

（参考１） 

平成２２年度中「簡素で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する法律」

（平成18年法律第47号）等に示された方針に基づき、平成１７年度決算を基準とした削

減対象人件費は、総人件費改革の取組の削減対象外となる任期付職員に係る人件費を除

き、総額６９８百万円。 

 

（参考２） 

平成２２年度中、上記の削減対象となる人件費に総人件費改革の取組の削減対象除外

となる任期付職員に係る人件費を含めた人件費額は、総額９３８百万円（ただし、この

金額は、今後の国からの委託費、補助金、競争的研究資金の獲得状況により増減があり

得る。） 
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（別紙１－１） 
 

平成２２年度 予算（総括表） 
 

（単位：百万円） 
      区    分 金   額 
収入 
 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 
  大学改革推進等補助金 
  国際化拠点整備事業費補助金 
  科学技術総合推進費補助金 

最先端研究開発戦略的強化費補助金 
 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 

      ２８，０２１
１７０，１０４
１２９，７８１

１３４
２９
１９

１４０
４０，０００

３３２
４７

２７２
１

５０６
１９９，２８３

支出 
 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 
 大学改革推進等補助事業費 
 国際化拠点整備事業費補助事業費 
 科学技術総合推進費補助事業費 
先端研究助成事業費 
研究者海外派遣事業費 
最先端研究開発戦略的強化費補助事業費 
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 

 ８６７
４００
４６７

２７，５６４
５６１

２７，００３
１２９，７８１

１３４
２９
１９

１４０
４４，８１３

９７３
４０，０００

４７
２７２

１
５０６

２４５，１４８
※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
※２ 基金補助金は平成２２年度以降分を含めた金額を平成２１年度に一

括で収入額に計上しているため収支が一致しない。 
※３ 競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用される

任期付職員にかかる人件費は総額２４０百万円。（ただし、この金額は
今後の競争的研究資金、国からの委託費、補助金及び民間資金の獲得の
状況により増減があり得る。） 
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（別紙１－２） 

 

平成２２年度 予算（一般勘定） 

 

（単位：百万円） 
区分 金額 

収入 
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 
  大学改革推進等補助金 
  国際化拠点整備事業費補助金 
  科学技術総合推進費補助金 

最先端研究開発戦略的強化費補助金 
 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 

２８，０２１
１７０，１０４
１２９，７８１

１３４
２９
１９

１４０
４０，０００

３８
４７

２７２
１

５０６
１９８，９８８

支出 
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 
 大学改革推進等補助事業費 
 国際化拠点整備事業費補助事業費 
 科学技術総合推進費補助事業費 
 最先端研究開発戦略的強化費補助事業費 
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 

４９４
２５４
２４１

２７，５６４
５６１

２７，００３
１２９，７８１

１３４
２９
１９

１４０
４０，０００

４７
２７２

１
５０６

１９８，９８８

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※２ 競争的研究資金並びに国からの委託費及び補助金により雇用される

任期付職員にかかる人件費は総額９４百万円。（ただし、この金額は今

後の競争的研究資金、国からの委託費、補助金及び民間資金の獲得の状

況により増減があり得る。） 
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（別紙１－３） 

 

平成２２年度 予算（先端研究助成業務勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

事業収入 

計 

２８８

２８８

支出 

一般管理費 

うち人件費 

物件費 

先端研究助成事業費 

計 

３４０

１２６

２１４

４４，８１３

４５，１５３

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※２ 基金補助金は、平成２２年度以降分を含めた金額を平成２１年度に一

括で収入額に計上しているため収支が一致しない。 
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（別紙１－４） 

 

平成２２年度 予算（研究者海外派遣業務勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

収入 

事業収入 

計 

６

６

支出 

一般管理費 

うち人件費 

物件費 

研究者海外派遣事業費 

計 

３３

２１

１３

９７３

１，００６

※１ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 

※２ 基金補助金は、平成２２年度以降分を含めた金額を平成２１年度に一

括で収入額に計上しているため収支が一致しない。 
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（別紙２－１） 

 

平成２２年度 収支計画（総括表） 

 

（単位：百万円） 
区    分 金    額 

費用の部 
 経常経費 
  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 
  大学改革推進等補助事業費 
  国際化拠点整備事業費補助事業費 
  科学技術総合推進費補助事業費 

先端研究助成事業費 
研究者海外派遣事業費 
最先端研究開発戦略的強化費補助事業費
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 
 
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 
大学改革推進等補助金収益 
国際化拠点整備事業費補助金収益  
科学技術総合推進費補助金収益 
先端研究助成基金補助金収益 
研究者海外派遣基金補助金収益 
最先端研究開発戦略的強化費補助金収益 
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 
受託事業収益 
資産見返負債戻入 

 
純利益 
総利益 

２４５，１６０
２７，５６４

１２９，７８１
１３４
２９
１９

１４０
４４，８１３

９７３
４０，０００

４７
２７２

１
５０６
８６７
１２

２４５，１６０
２８，０２１

１２９，７８１
１３４
２９
１９

１４０
４４，９２８
１，０００

４０，０００
    ２６９

４７
２７２

１
５０６
１２

 ０
０

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙２－２） 

 

 

平成２２年度 収支計画（一般勘定） 

 

（単位：百万円） 
区分 金額 

費用の部 
経常経費 

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 
大学改革推進等補助事業費 
国際化拠点整備事業費補助事業費 
科学技術総合推進費補助事業費 
最先端研究開発戦略的強化費補助事業費
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 

 
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 
大学改革推進等補助金収益 
国際化拠点整備事業費補助金収益 
科学技術総合推進費補助金収益 
最先端研究開発戦略的強化費補助金収益 
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 
受託事業収益 
資産見返負債戻入 

 
純利益 
総利益 

１９９，０００
２７，５６４

１２９，７８１
１３４
２９
１９

１４０
４０，０００

４７
２７２

１
５０６
４９４
１２

１９９，０００
２８，０２１

１２９，７８１
１３４
２９
１９

１４０
４０，０００

３８
４７

２７２
１

５０６
１２

０
０

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙２－３） 

 

平成２２年度 収支計画（先端研究助成業務勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

経常経費 

先端研究助成事業費 

一般管理費 

 

収益の部 

先端研究助成基金補助金収益 

業務収益 

 

純利益 

総利益 

 

４５，１５３

４４，８１３

３４０

４５，１５３

４４，９２８

２２５

０

０

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙２－４） 

 

平成２２年度 収支計画（研究者海外派遣業務勘定） 

 

（単位：百万円） 

区分 金額 

費用の部 

経常経費 

研究者海外派遣事業費 

一般管理費 

 

収益の部 

研究者海外派遣基金補助金収益 

業務収益 

 

純利益 

総利益 

 

１，００６

９７３

３３

１，００６

１，０００

６

０

０

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙３－１） 

 

平成２２年度 資金計画（総括表） 

 

（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 

 

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 

大学改革推進等補助金による収入 

 国際化拠点整備事業費補助金による収入 

 科学技術総合推進費補助金による収入 

最先端研究開発戦略的強化費補助金に 

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 

２４５，５３１

９８，８４６

１９９，６５６

２８，０２１

１２９，７８１

１３４

２９

１９

１４０

４０，０００

４７

２７２

１

５０６

７０６

１４４，７２１

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙３－２） 

 

平成２２年度 資金計画（一般勘定） 

 

（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 

 

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 

大学改革推進等補助金による収入 

国際化拠点整備事業費補助金による 

収入 

科学技術総合推進費補助金による収入 

最先端研究開発戦略的強化費補助金に 

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 

１９９，３７２

５，７８７

１９９，３６２

２８，０２１

１２９，７８１

１３４

２９

１９

１４０

４０，０００

４７

２７２

１

５０６

４１１

５，７９８

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙３－３） 

 

平成２２年度 資金計画（先端研究助成業務勘定） 

 

（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 

 

資金収入 

業務活動による収入 

  その他の収入 

前期繰越金 

４５，１５３

８９，３１７

２８８

２８８

１３４，１８１

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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（別紙３－４） 

 

平成２２年度 資金計画（研究者海外派遣業務勘定） 

 

（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 

 

資金収入 

業務活動による収入 

  その他の収入 

前期繰越金 

１，００７

３，７４２

６

６

４，７４３

※ 各欄積算と合計額の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。 
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平成２２年度事業 
自己点検評価�外部評価の実施�� 

 

 

平成23年3月25日 

独立行政法人日本学術振興会平成23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22年度事業の評価手法について」の決定 

 

平成23年5月25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：平成22年度事業に係る自己点検評価について 

 

平成23年6月3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）外部評価の実施方法について 

２）平成22年度事業の外部評価項目の分担について 

３）平成21年度事業に係る外部評価結果のフォローアップについて 

 

平成23年6月3日～9日 

外部評価委員に対し、個別に事業説明を実施 

 

平成23年6月3日～6月15日 

外部評価委員による平成22年度事業の外部評価（案）の検討 

 

平成23年6月21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：平成22年度事業の外部評価について 

 

平成23年6月3日～28日 

外部評価委員会による「外部評価結果の総括」の検討 

 

平成23年7月5日 

独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会（第３回）を開催 

議事：１）外部評価結果（案）について 

２）外部評価結果の総括について 

 
平成23年7月28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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