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平成２５年度事業外部評価報告書について

標記のことについて、独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会規程（平成
１６年２月２０日規程第４号）第２条第２項の規定に基づき、報告します。
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外部評価結果の総括

【序文】
かねてより、独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）が、多岐にわた
る学術振興のための諸事業を比較的少数の職員により極めて効率よく執行管理している
ことは承知していたが、今回の自己点検評価報告書により事業ごとの従事人員数のデータ
を確認し、改めてこのことを再認識した。理事長をはじめとする職員各位に深く敬意を表
する次第である。
振興会では、平成２４年７月に「日本学術振興会の将来ビジョン検討会報告」
（以下「検
討会報告」という。）を取りまとめており、近年の「学術を巡る状況の変化」を的確に把
握した上で、「学術振興上の課題とその解決のための取組」に関して論じ、さらに重要か
つ有意義な「今後の振興会の在り方」をまとめた上で、今後の方向性を示している。
この検討会報告を基に平成２５年４月１日より開始した第三期中期目標期間における
中期計画を策定し、その中で振興会の事業を、①世界レベルの多様な知の創造、②強固な
国際協働ネットワークの構築、③次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上、④エビ
デンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携、の４項目を柱として推進すべく組
織を再編することで、体制の強化を図ったところである。
振興会は、研究の現場と学術研究推進政策の両者に熟知した唯一の機関であり、研究者
コミュニティや研究機関などからの意見や世界の学術研究の動向を基に、研究者の視点に
立った、また彼らの要望に的確に対応する科学技術政策を立案できる能力を有している。
引き続き、振興会のミッションに沿ったより良い成果を挙げうる政策の立案とその実現に
向けた努力をお願いしたい。
本報告書は、平成２５年度事業の評価についてまとめたものであるが、振興会の業務の
範囲を超えた課題、早期に改善することが困難な課題、国等が実施すべき課題に対する意
見も含まれている。
それらを踏まえつつ、本報告書が振興会における業務改善や文部科学省独立行政法人評
価委員会による評価に活用されるとともに、振興会による支援がより効率的かつ効果的に
研究者・研究機関に活用され、我が国の学術研究が進展していくことを期待し、次のとお
り総括する。

1
3

１．法人の制度運営
振興会の制度運営は事業の特性に配慮した上で行われ、種々の会議には産官学からそれ
ぞれ適切な有識者が参画し理事長の運営を支えていることを評価したい。また、学術研究
の振興のために現役の研究者からなる集合体として創設された学術システム研究センタ
ーについても適切に運営され、科学研究費助成事業（以下「科研費」という。）や特別研
究員制度、国際交流事業などの振興会の事業の審査・評価の制度設計や実務について大き
な貢献をしてきたことも評価できる。同センターが設立されて１０年が経過した今、これ
までの活動をベースに、その役割や今後期待される機能について、あるいは参画する研究
員の任期と業務内容の継続性といった点等について点検すべき時期にあるように思われ
る。
また、ガバナンスの構築と強化については大きな改善が見られる。すなわち、検討会報
告や第三期中期計画に基づき組織改革を実施し、平成２５年４月に「人材育成事業部」と
「グローバル学術情報センター」の設置により、体制が整備された。
振興会の業務運営全体としては、業務・システムの合理化や効率化を図り、公募事業に
おける電子化の推進を実施する等の改善を進めているが、一方では、大学の教育研究機能
の向上やグローバル化への取組み等国が示す大学改革のための新規事業の増大、並びにエ
ビデンスに基づいた学術振興体制の構築に関する業務の規模が増大している。したがって、
振興会全体の業務規模の増大に相応しい人員（マンパワー）が確保されるよう努力しても
らいたい。
２．世界レベルの多様な知の創造
科研費が我が国の学術研究の基盤を支えていることは学術コミュニティにおいて広く
認識されており、その運営の大部分が文部科学省から振興会に移行されてきている。ここ
でも、その審査・評価を含めた制度設計や運営には学術システム研究センターが大きく関
わり、公平性・透明性の高い運営が行われている。また、新しい境界領域分野等も創設さ
れ、募集・交付などの業務においても膨大な作業を適切に行い、研究者から信頼を得てい
る。さらに、年度当初に交付内定通知が発出されるなど、膨大な業務における実績につい
ても、研究者から高く評価されている。
一方、科研費の分科細目や新規分野については、学術システム研究センターにおける学
術動向調査などを活用して新しい研究分野が設けられており、特に平成２６年度公募から
特設分野研究などが創設されるとともに、新しい審査の仕組みが導入された点は高く評価
できる。
一部の科研費については基金化され、研究者の間ではその制度の有効性について高く評
価されている。この５年の間にその有効性についての検証がなされることとなっているが、
研究者ばかりでなく、基金分と補助金分が混在している中で管理を担当する事務担当者へ
も意見聴取が必要であろう。こうしたデータに基づいた有効性を基礎に、他の研究種目へ
も基金化を広げていくことが期待される。
課題設定や研究成果の評価に関して、公正で客観的な指標で評価しようとする仕組みづ
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くりは高く評価できる。得られた成果の中には、社会的な波及効果を及ぼすにはまだ時間
を要するものや、ひとつのマイルストーンを実現したに過ぎないものも少なくないことか
ら、その関係を丁寧に説明していく取組みを粘り強く継続していく必要がある。
制度設計から助成金の交付までのリードタイムが短い中で、迅速かつ確実に事務業務が
実施されたことは評価できる。最先端研究開発支援プログラム（FIRST プログラム）や
最先端・次世代研究開発支援プログラム（NEXT プログラム）は、ほかの施策に比べ助
成金使用の自由度が高い仕組みであったことから、それが研究の加速にどうつながったの
かを検証することは、今後の制度設計においても有効であるものと考える。
科研費のような、競争的資金ではあるが学術研究の全分野を資金面で支えている我が国
随一の「資金的基盤」に関して公平性・透明性を確保することは当然であるが、研究種目
の新設や審査基準の見直し等について詳細な検討を加え、諸外国の事例も精査した上で、
「学術研究と人材育成の一体性」を考慮に入れ、多様な知と多様な人材の育成に向けた我
が国の科学技術イノベーション戦略に叶った制度としてもらいたい。
３．強固な国際協働ネットワークの構築
学術の国際交流を戦略的に支援することは我が国の学術の卓越性と主導性を世界に示
すために不可欠であり、振興会では学術国際交流に関する事業を主要な柱の一つと位置付
けている。
振興会と諸外国の当該機関との間での学術交流協定の締結は、国際共同研究推進のため
の最も強力な支援であり、その新規の締結と見直しは常に行っていくことが求められる。
多くの国々が参加する学術振興機関長会議で取り上げられる地球的諸問題の解決に向
けての学術研究の役割に係る議論において、特にアジア・アフリカにおける課題に関連し
て、振興会には強いリーダーシップを発揮し、課題の克服に向けての我が国の姿勢を示し
てもらいたい。
平成２５年度に開始された外国人特別研究員事業（定着促進）は、常勤職に就いている
外国人研究者の数が少ないという、我が国の研究組織の弱点の補強に繋がるものとして期
待できる。この事業を成功させるために、振興会は研究者を雇用する大学と連携して本事
業の運営を行っていくことが重要である。
平成２５年５月に「日本学術振興会の学術国際活動に関する基本的な戦略」を策定し、
今後振興会が重点的に取り組むべき事業の体系と方向性を明らかにしたことは、以前から
の外部評価委員会の指摘に応えたものとして、高く評価できる。同様に、基本的な戦略と
して「国際戦略の検証・評価」について検討し、具体的な仕組みを定めたことは、今後の
「国際協働ネットワーク」をより強固にする上で大変重要であり、極めて高く評価できる。
４．次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上
「人材育成」は、振興会がかねてより重視してきた「学術研究の推進」と「国際協働ネ
ットワークの構築」に並ぶ重要な柱となる事業であり、その推進を図るために、振興会で
は平成２５年４月より「人材育成事業部」を新設した。
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人材育成については、これまで振興会の業務として行われてきた特別研究員制度と、近
年、振興会の業務に取り入れられてきた大学への支援制度とがあるが、後者についてはそ
の多くが時限付きの事業であり、その善し悪しは制度・政策の問題として検討の余地があ
る。ただし、その検討が振興会の業務かどうかは難しいところである。しかしながら、少
なくとも審査・評価機関として一定の議論をした上で、それを政策に活かせるよう努力す
ることが重要である。
特別研究員制度については、研究現場（教育現場）にも多様な要望があり難しい要素で
はあるが、大型研究費による大学院生やポスドクへの支援策とは基本的に異なる考え方で
の人材育成策であることを主張し、予算の確保に努めることが必要である。少なくとも、
年度ごとの新規採用数が大きく変わらないよう、採用数について長期計画に基づく制度設
計がなされることを期待したい。
なお、特別研究員終了後の進路調査については、現在の大学等の雇用形態が複雑化して
きており、常勤／非常勤という分類では正確な評価ができないものと思われるため工夫が
必要である。海外特別研究員終了後の進路についても、特別研究員と同様、５年後、１０
年後の状況をフォローアップしていくと､本制度の有効性をより一層正確に検証できるの
ではないだろうか。
現在実施している高度な専門的知識と成熟した世界観・価値観を持つグローバルな学術
研究拠点のリーダークラスの人材育成に加え、そのリーダーを支える様々な能力に秀でた
多様な人材を生み出し、輝く個性と優れた機能を有する、知の連山としての国公私立大学
に対する支援事業の検討が望まれる。国際的にも大学数が多い利点を活かし、競争から生
み出されるユニークな取組みを育成する仕組みづくりが求められている。
また、既に始められてはいるが、世界各国で本務を持つ日本人研究者のデータベース構
築のより一層の加速化を図り、これらの人材を活用した国際共同研究事業の推進を誘導す
るなど、世界レベルの研究開発への関心を喚起することは、進学率が著しく減少している
我が国の博士後期課程への進学率向上のための一つの手段として有効である。このような
取組みの強化について、振興会において検討の上で早急に実施してもらいたい。
我が国の学術研究の進展をブレイクスルーできるものとして期待される鍵の一つに女
性研究者の雇用拡大が挙げられているが、これに対する大学の対応は遅い。振興会は、若
手研究者に対して、特別研究員制度、国際的な研鑽機会の提供、日本学術振興会賞と育志
賞という顕彰事業などを通じて多くの優秀な女性研究者の育成に寄与している。しかし、
振興会の実績は大学の人材雇用の現状に反映されていない。このことは、振興会は大学と
連携して女性研究者育成プログラムを拡大・強化すべきことを示している。今後も、大学
で常勤の教授や准教授に昇進する女性研究者の増加につながる女性研究者育成の取組み
が実施されることを期待したい。
５．エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進
（評価・分析の在り方）
グローバル学術情報センターは、設置後の１年間で振興会が保持するデータの一元管理
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を行うために必要な振興会内のシステムを構築するとともに、科研費の成果の解析・評価
のためのデータベースの改善等、将来の質的・量的な大幅な改善を実現できる体制を整備
した。さらに、振興会の事業に関連した諸外国の各事業に関する基本情報を収集し資料化
を行うといった成果を挙げている。
一方、今後データベースの拡充のほか解析・評価機能の強化が求められているところで
あるが、現状の人員数では全く不十分である。一層の充実を図るため、早急な整備が強く
望まれる。
振興会の事業は、多額の国費により実施されていることから、常に国民と社会に対して
理解と適切な評価を求める努力が重要である。
振興会の直接的なミッションは研究のマネジメントであり、研究を加速して成果を得る
ための環境を提供すること、それを実施する人材を育成するための方法を提供することで
ある。マネジメントの成功の最終的なアウトカムは研究成果にあることから、いくつかの
研究成果との組み合わせでマネジメントの成果が提示されてもよいのではないかと考え
る。
事業によっては、研究成果が得られるまでにタイムラグがあったり、因果関係が複雑な
内容もあることから、検証を継続的に行うことは重要である。特に、振興会の主たる使命
である基盤研究領域においては、具体的な成果の指標として何が適当なのか、長期的にそ
の指標がどのように推移しているのかを示すことは困難な取組みであるのは承知してい
るが、粘り強く検討されたい。
また、評価の観点として費用対効果を考慮すると、振興会の多くの事業の評価を行うこ
とは少なからず困難を伴う。振興会の多くの事業の成果を客観的に評価するための手法が
十分でないためだが、国際交流事業等の成果を客観的に評価する手法の開発に引き続き努
力する必要がある。
（成果普及・広報の在り方）
研究成果の公表や社会還元については、学術研究の有効性や重要性を示すためにも、ま
た、社会に理解されるためにも重要であるが、社会での「見える化」についてはまだ十分
とは言えない。振興会の活動が広く国民から支持されるように、積極的な広報活動が期待
される。
多種多様な出版物の発行や極めて充実し内容の豊富なホームページ等において、熱心か
つ丁寧な広報活動が行われていることに間違いはないが、結果として、広報活動が効果的
に行われているか否かという点に関しては、まだ改善の余地があるように思われる。例え
ばホームページを国民目線で見て分かりやすいようにするなど、有効な広報の方法を工夫
する必要がある。
【まとめ】
振興会の業務の四本柱である学術研究の推進、国際協働ネットワークの構築、人材育成
と大学教育研究支援、エビデンスに基づく学術の振興のいずれの事業においても期待され
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る成果が挙がっている。振興会の支援を受けた研究者・研究機関に限らず、研究者コミュ
ニティも振興会の事業の意義と成果を高く評価しているものと推測される。
平成２５年度における事業は、特に優れた実績を挙げた事業も含め、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に高度・精緻な
有機体と言えるほどの完成度を有している。引き続き、学術振興に係る事業を維持してい
くことを切望する。
平成２５年１２月２４日に閣議決定された「独立行政法人等に関する基本的な方針」で
は、振興会が講ずるべき措置として「科学技術振興機構との連携を強化する」と記載され
ている。振興会と科学技術振興機構との関係は、サイエンスからイノベーションにつなが
るロードマップの中では川上－川下の関係にあることは、誰もが異論のないところであろ
う。
しかしながら、各々の事業の中には、その関係が逆転しているかのような内容もある。
このことは、両者のバトンゾーンが重なっているためむしろ望ましい状況であるとも言え
ることから、相互の連携の議論は、この部分をどう切り分けるかよりも、各々の独自領域
の部分を相互にどう発展させ、そのハンドオーバーをどう行うかを中心に推進していくこ
とが望まれる。
振興会の業務は近年益々多様化する傾向にあるが、その中には内閣府や文部科学省が制
度設計し、振興会が具体的な業務を行う場合が少なからず見られる。行政が必要に応じて
役割分担を行うのは当然のことであるが、振興会には実際の業務を通して得られる多くの
データが蓄えられている。平成２５年度に設置されたグローバル学術情報センターはその
調査分析機能を有することから、振興会はその機能を活用することによって、より主体的
に事業を推進するための大きなポテンシャルを獲得している。
最後に、我が国の学術の振興を図る機関である振興会は、その優れたファンディングシ
ステムを最大限に活かすとともに、独自に収集・蓄積したデータの分析結果を駆使して、
学術振興の中心的機関として、より一層の発展を遂げることを期待する。

6
8

9

平成 26 年７月
独立行政法人日本学術振興会

平成 25 年度事業
自己点検・外部評価報告書
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（ⅵ）S 評定の根拠（A 評定との違い）

独立行政法人評価委員会等により評価を受ける。

3 月 22 日（平成 24 年 3 月 29 日一部改正）
）に従い、評価基準の区分は以下

することが求められている。





学界及び産業界を代表する有識者の内から理事長が委嘱する。

振興会に独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会を設置。委員は、

F：評価委員会として業務運営の改善その他の勧告を行う必要がある。

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）

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

中期計画の達成度が 70%以上 100%未満）

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

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

度に実施すべき中期計画の達成度が 100%以上）

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

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

会を設置。委員会は理事長、理事、学術システム研究センター所長及び

副所長、さらに、審議役及び各部長によって構成される。

S：特に優れた実績を上げている。

独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」
）に、自己点検評価委員

の SABCF とする。

「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 14 年

いて行われ、さらに、参考資料として自己点検･外部評価報告書を提出

○ 評価の基準

（ⅳ）分析・評価

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の評価は、各法人が作成する事業報告書に基づ

（ⅲ）実績

（ⅱ）評価基準

を行う。

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

（ⅰ）評定

なお、S 評定とした項目については、その根拠を記載。

年度計画の項目毎に評点を記載するとともに、項目毎に以下の内容で構成。

○ 自己点検・外部評価報告書の構成

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

法人が達成すべき業務運営に関する目標を定め、法人はこれを達成する

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

○ 自己点検・外部評価の体制







○ 自己点検・外部評価の位置づけ

平成 25 年度における自己点検・外部評価の概要
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第一

項目
別

1 総合的事項
(1) 学術の特性に配慮した制度運営
(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
(6) 公募事業における電子化の推進
(7) 研究費の不正使用及び不正行為の防止
2 世界レベルの多様な知の創造
(1) 学術研究の助成
① 審査・評価の充実
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
⑤ 学術研究助成基金の管理及び運用
(2) 学術の応用に関する研究の実施
(3) 研究拠点の形成促進
(4) 先端研究助成等
3 強固な国際協働ネットワークの構築
(1) 国際的な共同研究等の促進
(2) 国際研究支援ネットワークの形成
(3) 世界的頭脳循環の推進とグローバルに活躍する若手研究者の育成
4 次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上
(1) 研究者の養成
(2) 若手研究者の海外派遣
(3) 研究者海外派遣業務
(4) 大学の教育研究機能の向上
80

71

59

38
46
52

24
26
29
32

16

11

7

4

1

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

平成 25 年度事業の評価項目（年度計画）

目

第三
第五
第六
第七

項目
別

(1) 調査・研究の実施
① 学術システム研究センター
② グローバル学術情報センター
(2) 広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用
(3) 学術の社会的連携・協力の推進
6 前各号に附帯する業務
(1) 国際生物学賞にかかる事務
(2) 学術関係国際会議開催にかかる募金事務

予算、収支計画及び資金計画
重要な財産の処分等に関する計画
剰余金の使途
その他主務省令で定める業務運営に関する事項

組織の編成及び運営
一般管理費等の効率化
人件費の効率化
業務・システムの合理化・効率化
(1) 外部委託の促進
(2) 随意契約の見直し
(3) 情報インフラの整備
(4) 業務運営の配慮事項

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

1
2
3
4

119

108
117
118

99

97

85
87
89
95

5 エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進

平成 25 年度事業の評価項目（年度計画）

第二 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

次
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総合的事項

（１） 学術の特性に配慮した制度運営
（２） 評議員会
（３） 学術顧問会議

【（中項目）Ⅰ－１】

【（小項目）Ⅰ－１－１】

【25 年度評価】 項目別－1

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績
（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 ・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開催し、振
興会の業務運営に関する重要事項について意見聴取した。
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 ・学術研究に高い識見を有する研究者による学術顧問を委嘱し、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聴取した。
図ったか。
 各事業を実施する際は、関連する事業を実施 ・学術システム研究センターに大学等で活躍する第一線級の研究者からな
る研究員 127 名（所長 1 名、副所長 3 名、相談役 1 名、主任研究員 19 名、
している機関との適切な連携・協力を行った
専門研究員 103 名）の体制を整備したうえで、個々の研究員の高度な専門
か。また、我が国の学術研究の振興を図る観
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、各
点から、大学等において実施される学術研究
事業の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
に密接に関わる事業の特性に配慮しつつ、事

H26

H27

分析・評価

A

A

―

―

―

H28

H29

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
る。各事業を推進するに当たり、振興会の制
度運営は、評議員会、学術顧問、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ており、学術研究の特性
に配慮した制度運営が図られている。

A

A

H25

【外部評価評定】

【自己点検評価評定】

【外部評価評定】

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
（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、研究者が最適な環境の中で研究に専念
自己点検
できるよう支援する。
評価
（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学識経験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
外部評価
果的に成果が上がるよう事業を展開する。
【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
H27
H28
H29
決算額（支出額）
1,017,022
（単位：千円）
従事人員数
45
（単位：人）

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

【（大項目）Ⅰ】

【自己点検評価評定】

独立行政法人日本学術振興会 平成 25 年度事業自己点検・外部評価報告書
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（２）評議員会
 各界・各層の学識経験者で構成する評議員会
を開催したか。
 業務運営に関する重要事項について幅広く高
い識見に基づく審議及び意見を参考に事業を
実施したか。

 大学の国際化、産・官で行われている研究開
発との有機的な連携、研究人材の流動化な
ど、多岐にわたる課題についての議論を行い
取り組んだ。（外部評価（年度／2 期））

 男女共同参画を進めるため、女性研究者を審
査委員に委嘱するよう配慮したか。

業を実施したか。

【25 年度評価】 項目別－2

平成 25 年 10 月 11 日に第 19 回評議員会を開催し、平成 26 年度の事業
展開、学術国際活動に関する基本的な戦略等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項について、長期的な視点から幅広く
高い識見に基づく意見を聴取した。
○第 6 期評議員名簿（平成 26 年 3 月現在）
家 泰弘
東京大学物性研究所教授
大西 隆
慶応義塾大学大学院政策・
メディア研究科特別招聘教授
河田 悌一
日本私立学校振興・共済事業団
理事長
郷 通子
情報・システム研究機構理事
小林 良彰
慶応義塾大学法学部教授
長谷川閑史
経済同友会代表幹事
濱田 純一
東京大学総長

・学術研究の助成等、学術の応用に関する研究、国際的な共同研究等の
促進、研究者の養成等の実施にあたっては研究者の視点に立った事業運
営が必要であることから、学術システム研究センターにおいて公募事業の
審査や事業・業務の在り方を審議し、業務運営に反映させた。

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、調査結果を振興会の事業にフィ
ードバックし、事業の改善に活かした。
・各事業の実施にあたり、国の政策を踏まえつつ、文部科学省等と連携･協
力を図った。特に、競争的資金制度を所管する 8 府省（内閣府・総務省・
文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境
省）等については、府省共通研究開発管理システム（e-Rad）により審査結
果等を提供するなど、研究費の重複確認の連携を図った。
・科研費の審査においては委員約 6,000 名により、また、特別研究員事業
や国際交流事業では特別研究員等審査会委員・専門委員計約 1,800 名や
国際事業委員会によるピア・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。
・男女共同参画社会の一環として、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の際に女性研究者の登用に配慮し
た。

理事長の諮問に応じ、学術界、産業界、大
学等を代表する学識経験者で構成する評議
員会を１回開催し、業務運営に関する重要事
項について幅広く高い識見に基づく意見が得
られている。

各事業を実施する際は、国の政策を踏ま
えつつ、府省共通研究開発管理システム
（e-Rad）等を活用し審査結果を提供するな
ど、関連する事業を実施している機関との適
切な連携・協力が行われている。また、我が
国の学術研究の振興を図る観点から、学術
システム研究センターを活用し、大学等の研
究者の専門的見地からの意見を適宜審査･
評価業務に反映させることで、学術研究の特
性に配慮しつつ、事業が実施されている。
さらに、男女共同参画を進めるため、審査
委員等の選考において女性研究者の登用に
ついて適切に考慮されている。
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（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
幅広い助言を求めたか。

【25 年度評価】 項目別－3

学術の振興に係る諸課題について、理事長らが必要に応じて随時意見
交換できる体制を整えた。
○学術顧問
石 弘光
一橋大学名誉教授
江崎玲於奈
横浜薬科大学学長
豊島久眞男
理化学研究所研究顧問
長尾 真
京都大学名誉教授
中原 恒雄
日本工学アカデミー名誉会長
野依 良治
理化学研究所理事長
星 元紀
放送大学客員教授
吉川 弘之 （学術最高顧問）科学技術振興機構
研究開発戦略センター長

原山 優子
総合科学技術会議議員
ﾊﾝｽ ﾕｰｹﾞﾝ･ﾏﾙｸｽ 学校法人南山学園理事長
日比谷潤子
国際基督教大学学長
平野 眞一
上海交通大学講席教授・
平野材料創新研究所長
松本 紘
京都大学総長
森 重文
京都大学数理解析研究所所長
山本 正幸
自然科学研究機構基礎生物学
研究所長
米倉 弘昌
日本経済団体連合会会長

理事長らが学術研究に関して特に高い識
見を有する学識経験者に対して必要に応じて
随時意見交換できる体制を整えている。
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学術システム研究センター

H25
1,017,022
45

H26

H27

H28

H29

【25 年度評価】 項目別－4

・研究員に対する謝金の支出については、規程等を見直した上、平成 23 年
4 月から研究員の勤務実態に即して、謝金を支出している。また、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ている。

H26

S

S

H27

H28

H29

分析・評価
学術システム研究センターは、9 領域、52
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
カバーしている。
平成 25 年度より振興会の諸事業ならびに
国内外の学術に関する情報収集・蓄積した
情報を分析するグローバル学術情報センタ
ーの所長を副所長として兼務で迎えること
で、両センターの連携のもと、エビデンスに基
づいた振興会諸事業の改善を図る体制を整
備しており評価できる。
独立行政法人や民間の研究機関を含む幅
広い人材を研究員として選任し、大学での研
究とは経歴や立場が異なる研究員を配置
することにより、学術研究における基礎研
究や人材育成の在り方などについての多
様な視点からの意見を活かし、事業改善の
提言・助言や業務運営を行っていることは評

S

外部評価

（単位：千円）
（単位：人）

S

自己点検
評価

H25

【外部評価評定】

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績
 独立行政法人や民間の研究機関を含む幅広 ◇学術システム研究センター体制
い機関から研究経験を有する第一線級の研 ・9 領域、52 研究分野に研究員を配置し、すべての学問領域をカバー。独立
行政法人や民間の研究機関を含む機関からの人材を選任。
究者を任期付研究員として配置し、人文・社会
所長 1 人
科学から自然科学に至る全ての学問領域をカ
副所長 3 人（※）
バーする体制を整備することで、多様な視点
相談役 1 人
計 127 人
からの意見を活かした業務を実施したか。
主任研究員 19 人
専門研究員 103 人
※うち 1 名はグローバル学術情報センター所長を兼務とする（平成 25 年度
～）。

【インプット指標】
（中期目標期間）
決算額（支出額）
従事人員数

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
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。また、審査・評価業務については、審査員の審査結果に対する検証等のプロセスに
ついて国民にわかりやすい形で明らかにし、業務内容の透明性の向上を図る。

【（小項目）Ⅰ－１－２】

【自己点検評価評定】

17

◇説明会の実施
・平成 26 年 4 月就任の研究員に係る候補者の推薦を大学等の関係各研究
機関へ依頼するにあたり、東京と大阪にて説明会を実施。
・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で事業説明を実施（平成 25 年度：計 7
回）。

 事業における審査・評価等のプロセス等を含
めセンターの活動について積極的な情報発信
を行ったか。

【25 年度評価】 項目別－5

◇国際シンポジウム
・「素粒子・原子核物理学・物性物理学、宇宙科学、地球惑星科学などの幅

◇リーフレットの更新
・リーフレットを更新し審査・評価業務に関するプロセス等センターの活動に
ついて分かりやすい形での情報発信を実施

◇運営委員会の実施
・運営委員会を外部有識者のみから構成される諮問会議として改組し、セ
ンター継続運営及び業務実施に関する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ている。（2 回）

◇研究発表等の実施
・主任研究員会議において、研究員による研究員自身の研究内容とその意
義について発表を実施
・専門調査班会議においても、研究員による研究発表を実施
・また、特に融合領域、境界領域、揺籃期にある学術研究動向など、最新
の学術動向を踏まえた学術動向調査の情報共有を実施

◇会議開催実績
・「学術研究の助成等」、「国際的な共同研究等の促進」及び「研究者の養
成」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
・主任研究員会議：20 回（原則月 2 回）
・専門調査班会議（9 つの専門調査班において実施）：12 回（月 1 回）
・科学研究費事業改善のためのワーキンググループ：9 回
・特別研究員等審査システム改善のためのワーキンググループ：9 回
・特設分野研究の平成 27 年度公募に関するタスクフォース：5 回

 センターの組織運営について、民間企業等の
外部有識者で構成する運営委員会における
審議・意見を参考にガバナンスの強化を図っ
たか。

 重要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、機動的に対応したか。
 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・評価業務や業
務全般に対する有効な提案・助言等を行った
か。

ガバナンスの強化を目的として、平成 24 年
度から、運営委員会を外部有識者のみから
構成される諮問会議に改組しており、さらな
るガバナンスの強化が図られていることは評
価できる。
また、新規研究員の選考にあたっては、多
様性の確保等に配慮するとともに、独立行政
法人や民間の研究機関等からも参画してお
り、透明性が強化されていることは評価でき
る。
さらに、学術システム研究センターの活動
に関する事業説明等（7 回）も着実に行われ
ており、学術システム研究センター自らが研
究者等からの一層の理解と協力を得られる
よう努めていることは高く評価できる。また、
審査・評価業務のプロセス等、センターの活
動について、国民に分かりやすい形で情報発
信に努めていることも評価できる。

特に、集中的に審議が必要な課題につい
て検討を行うタスクフォースを開催し、特設分
野研究についてタスクフォースを立ち上げて
とりまとめ、学術動向を踏まえつつ、研究者
の視点に立った制度運営の実現に向けて積
極的に活動していることは高く評価できる。

価できる。
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【25 年度評価】 項目別－6

③ センターの活動に関する積極的な情報発信
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られるよう積極的に事業説明会、国際シンポジウムやセンター設立 10 周年記念シンポジ
ウムを開催するとともに、リーフレットを更新して審査・評価業務のプロセス等を含めセンターの活動を国民に分かりやすい形で情報発信を実施していることは評価できる。

② 審査・評価業務や事業全般への提言、助言による業務の充実
１ 学術システム研究センターにおいて、平成 25 年度公募から適用した「系・分野・分科・細目表」について、平成 25 年度公募の応募動向を分析し、キーワード分割について
の見直しや若手研究（Ａ）の書面審査委員の増員について検討するなど事業の改善に反映させている。また、審査結果の検証などを行い、制度改善や公正な審査委員の
選考、透明性の高い審査・評価システムの構築を行っており評価できる。
２ 学術システム研究センターにおける研究助成の在り方などの検討を踏まえ、各事業において平成 26 年度公募から速やかに以下の取組を実施しており評価できる。
・学術システム研究センターに設置したワーキンググループの検討により「特別研究員制度の改善について」をとりまとめ、その検討を踏まえ、若手研究者に対するキャリア
パス確保のために、これまで特別研究員奨励費の応募・受給しか認められなかった日本学術振興会特別研究員について、一部の研究種目への応募を可能とした。
・学術システム研究センターに設置したタスクフォースでの検討を踏まえ、学術団体等の研究成果へのオープンアクセスに関する新たな取り組みを支援するためにオープン
アクセス刊行支援を設けた。
・学術システム研究センターに設置したワーキンググループでの新たな研究分野支援に向けた検討を踏まえ、基盤研究（Ｂ・Ｃ）（特設分野研究）を設け、学術動向を踏まえ
応募分野を設定し、書面審査と合議審査を同一の審査委員が実施する仕組みを検討・導入した。
また、特設分野研究の検討のため、学術システム研究センターにタスクフォースを立ち上げ、学術動向を踏まえつつ、研究者の視点に立った制度運営の実現に向けて
積極的に活動するとともに、文部科学省科学技術・学術審議会の「基本的考え方」を踏まえ、細目の大括り化や審査方法についての検討を学術システム研究センターが
行っており評価できる。

S 評定の根拠（A 評定との違い）
① 多様な視点からの業務運営とガバナンスの強化
１ 平成 25 年度は、新たにグローバル学術情報センター所長を副所長（兼務）で迎え、振興会の諸事業ならびに国内外の学術関する情報収集・蓄積した情報を分析するグロ
ーバル学術情報センターと連携し、エビデンスに基づいた振興会諸事業の改善を図る体制を整備するとともに、独立行政法人や民間の研究機関を含む幅広い人材を研究
員として選任し、大学での研究とは経歴や立場が異なる研究員を配置することにより、学術研究における基礎研究や人材育成の在り方などについての多様な視点
からの意見を活かし、事業改善の提言・助言や業務運営を行っていることは評価できる。
２ ガバナンスの強化を目的として、平成 24 年度から、運営委員会を外部有識者のみから構成される諮問会議に改組しており、さらなるガバナンスの強化が図られていること
は評価できる。 また、新規研究員の選考にあたっては、多様性の確保等に配慮するとともに、独立行政法人や民間の研究機関等からも選任しており、透明性が強化され
ていることは評価できる。

◇10 周年記念シンポジウム
・学術システム研究センター10 周年を記念し、関係者が一堂に会する情報
発信の場をつくり研究者コミュニティのさらなる理解と協力を求めた。

広い分野における研究の最前線を俯瞰し、学術的な視点から今後の展望
を探る」ことをテーマに、ノーベル物理学賞受賞者の南部陽一郎先生を招
へいし、国際シンポジウムを開催した。
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【25 年度評価】 項目別－7

 自己点検・外部評価結果の公表
http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_24.pdf

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績
（１）自己点検及び外部評価の実施
 自己点検及び外部有識者による外部評価を  自己点検評価委員会開催実績
平成 25 年 5 月 1 日 自己点検評価委員会
厳正に実施し、その結果をホームページ等に
各部に設置した作業部会において、平成 24 年度及び第 2 期中期目標期
おいて公表するとともに、業務の改善に役立
間業務に係る評価資料を作成後、自己点検評価委員会に提出。
て振興会における PDCA サイクルを実施した
か。
 外部評価委員会開催実績
第 1 回：平成 25 年 5 月 22 日
第 2 回：平成 25 年 6 月 14 日
第 3 回：平成 25 年 7 月 4 日

H26

H27

分析・評価

A

A

H28

H29

自己点検では、各部に設置した作業部会に
よる評価資料に基づき自己点検評価委員会
が自己点検評価報告書をまとめた。外部評
価では、計 3 回委員会を開催し､外部評価報
告書をとりまとめた。その結果を受け、業務
の現状、課題の把握、分析、改善方策など業
務の改善や見直し、効率的な実施に役立て
られており PDCA サイクルが実施されてい
る。
また、規程、実施要領と共に評価指針を示
した評価手法や外部評価委員名簿等もホー
ムページで公表し、透明性を確保しており、
評価できる。

A

A

H25

【外部評価評定】

【自己点検評価評定】

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
（１）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り、振興会における PDCA サイ
クルを構築する。また、振興会の事業内容及び成果について、達成すべき内容や水準等を可能な限り具体
自己点検
的に示し、目標の到達度について第三者が検証可能なものとなるよう努める。
評価
（２）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。
（３）助成・支援事業に実施においては、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
外部評価
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、適切な執行等が図られるようにする。
【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
H27
H28
H29
決算額（支出額）
1,017,022
（単位：千円）
従事人員数
45
（単位：人）

【（小項目）Ⅰ－１－３】

（１）自己点検及び外部評価の実施
① 自己点検
② 外部評価
（２）公募事業における電子化の推進
（３）研究費の不正使用及び不正行為の防止
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･補助金が交付されている基盤研究（S・A）、基金が交付されている基盤研
究（C）、挑戦的萌芽研究、若手研究（B）、研究活動スタート支援の交付申
請手続き及び実績報告手続きについて電子申請システムにより行った。

 特別推進研究、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交付申請
書及び実績報告書の作成を電子システムによ

【25 年度評価】 項目別－8

･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、研究成果公開促進費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、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不採択となった応募者のうち希望
者に対し、総合評点、おおよその順位、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、基盤研究、挑戦的萌芽研
究、若手研究は 4 月 19 日、研究活動スタート支援は 9 月 13 日に電子申
請システムを活用して開示している。

･特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究及び研究活動スタ
ート支援の応募書類の受付を電子申請システムにより行った。平成 24 年
度からは、システム上の入力項目名に英語の併記を行い、平成 25 年度に
ついても英語での応募に引き続き対応している。

◇公募事業における電子化の推進状況
・募集要項・応募様式等の書類については、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可能とした。
・電子申請システムについては、一部種目の交付申請業務への電子化拡
充を実施するとともに、全種目対応の実現にむけて必要な機能追加及び
改修を実施した。
・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採択課題情報の e-Rad への登録を行った。
・システムの設計・開発において、情報セキュリティポリシーなどの規則を踏
まえた情報セキュリティ対策を実施し、可能な限り脆弱性を保有しないよう
に努めた。

 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並びに特別推
進研究の審査意見書の結果の受付を電子シ
ステムにより行ったか。また、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
支援の第一段（書面）審査結果の開示を電子
システムにより行ったか。

○科学研究費助成事業
 特別推進研究、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応募書
類の受付を電子システムにより行ったか。

（２）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
可能な状態としたか。
 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、本格運用を開始している
公募事業を継続実施するとともに、制度的・技
術的課題を検討しながら他の事業への拡充を
進めたか。
 拡充に当たっては、府省共通研究開発管理シ
ステム（e-Rad）との連携活用を模索し、柔軟な
実現方法を検討したか。
 システムの設計・開発に当たっては、情報セキ
ュリティポリシー及び「政府機関の情報セキュ
リティ対策のための統一基準」を含む政府機
関における一連の対策を踏まえた情報セキュ
リティ対策を実施したか。

制度が変更された特別推進研究を除き、
交付申請書及び実績報告書の作成を電子申
請システムで行っており、報告書の作成上の

書面審査結果の受付や審査結果の開示を
電子申請システムで行っており、審査委員や
審査結果を確認したい研究者がどこからでも
アクセスできるなど利便性の向上を図ってお
り、評価できる。

応募書類の受付を電子申請システムによ
り行い、応募者の利便性の向上を図るだけで
なく、システム上の入力項目に英語の併記を
行い、外国人研究者の応募に当たり利便性
の向上を図っており評価できる。

募集要項・応募様式等については、原則全
ての公募事業においてホームページからダ
ウンロード可能となっている。
電子申請システムについては、全種目対
応の実現に向けて研究者や機関担当者の要
望等についても考慮した上で改修を実施して
おり、より利用しやすい環境の構築に向けた
取組は評価できる。
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 に採
択課題情報の登録がされている。
システムの設計・開発において、情報セキ
ュリティポリシーなどの規則を踏まえた情報
セキュリティ対策を実施しており、セキュリティ
レベルの向上に対する取組は評価できる。
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 新たに応募・審査業務の電子化を検討する際

 推薦書等の第三者による認証が必要な調書
の提出を伴う事業については、調書の提出以
外の申請手続において電子申請システムを
活用したか。

・既に電子化を行っている事業については、平成 25 年度も引き続き申請受
付・審査業務を電子申請システムにより行った。

○学術の国際交流事業
 既に電子申請システムにより応募手続・審査
業務を実施している事業については引き続き
当該システムを活用したか。

【25 年度評価】 項目別－9

・半期毎に各事業の担当から、応募･審査業務の追加も含めて電子申請シ
ステムの改修希望を聴取して取りまとめ、システム開発業者から見積を徴
取した上で、費用対効果を勘案して改修の是非を判断した。費用対効果

・推薦書の添付が必要な「外国人特別研究員事業」、「外国人研究者招へ
い事業」及び「論文博士号取得希望者に対する支援事業」では、申請者情
報等の提出に電子申請システムを活用した。

・内定者に向けた詳細な審査結果を公開する機能の拡充や、特別研究員
制度改正に対応したシステムの改修を行った。この他に、電子申請システ
ムを安定的に運用し、ネットワーク機器の単一障害によるシステム停止を
抑制するため「ネットワーク機器の更新」も実施するとともに、応募受付、
審査業務等を電子的に実施できるシステムの導入についての検討も引き
続き行った。

･平成 25 年度は、新たに基盤研究（Ｂ・Ｃ）に新たに設けられた審査区分「特
設分野研究」の応募受付を行うべく、改修を実施した。また、平成 24 年度
から導入された科研費（一部基金分）の交付申請手続き及び実績報告手
続き、それまで CD-R で提出を求めていた科研費（補助金分）、科研費（基
金分）及び科研費（一部基金分）の成果報告手続きについて、平成 26 年 4
月より電子申請システムの活用を開始すべく改修を行った。

なお、平成 24 年度より研究費総額の 500 万円までを基金で交付されるこ
ととなった基盤研究（B）及び若手研究（A）（一部基金分）については、電子
申請システムで作成できるように改修を行った。また、平成 25 年度から国
庫債務負担行為に基づく補助金が交付されることとなった特別推進研究
については、交付申請書及び実績報告書の様式をホームページやメール
を活用して配付することで、業務の効率化を図った。

○特別研究員等事業
 特別研究員事業において、応募受付と審査
業務を電子的に実施できるシステムの導入を
検討したか。
 海外特別研究員事業において、応募受付と
審査業務を電子的に実施できるシステムを導
入し、申請者や審査委員の利便性向上を図
ったか。

 制度改善に伴い電子申請システムの見直しが
必要な場合は随時開発を行ったか。

り行ったか。

引き続き電子申請システムを活用した応
募・審査業務を行うと共に、改修にあたって
は費用対効果を勘案して是非を判断してお
り、評価できる。

内定者に向けた詳細な審査結果を公開す
る機能の拡充や、特別研究員制度改正に対
応したシステムの改修を行った。この他に、
電子申請システムを安定的に運用するため
の改修も実施され、応募受付、審査業務等を
電子的に実施できるシステムの導入につい
ての検討も引き続き行われており、評価でき
る。

平成 26 年度公募から新たに設けた「特設
分野研究」の応募受付や審査を実施するた
め電子申請システムの改修を行った。また、
科研費（一部基金分）の交付申請・実績報告
手続きや成果報告手続きの電子化に取り組
むなど、利用者の利便性の向上や業務の効
率化を図るために改修を行っており、評価で
きる。

ミスが軽減されるなど研究者の負担を軽減し
ていることは評価できる。
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 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、実地検査で把握した事例の周知を
通じて、注意喚起・助言等を行い関係者の意
識改革を促進するとともに、振興会による監
査の充実化により不正の防止に努めたか。

（３）研究費の不正使用及び不正行為の防止
 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たか。

 受益者負担の妥当性・合理性はあるか。（二
次評価）

は、申請数や公募を行う回数等とシステム開
発に要する費用を比較し、電子化することの
効率性も勘案して導入の是非を判断したか。

【25 年度評価】 項目別－10

・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、同システムを通じ、審査結果を他
の競争的資金の配分機関に対して迅速に提供した。
・募集要項において、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周知した。
・「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）」
に基づく報告書を文部科学省に提出することを応募要件化し、研究費の
管理・監査を徹底した。
・科研費では文部科学省と連携して実地検査（59機関）を行い、各研究機関
の科研費管理体制の実態の把握に努めた。また、管理体制の改善を要す
る点等についての検査記録を研究機関と共有し、フォローアップを行うこと
とした。
・事業説明会等の場において、実地検査で把握した事例の周知を通じて、
研究者及び研究機関の事務担当者に対して不正使用、不正行為の防止
策について注意喚起、指導等を実施した。
・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
受付窓口の設置を行った。
・「科学者の行動規範」に基づく研修プログラム作成協力者会議を新たに設
置し、研修プログラムの作成に向けた検討を実施した。
・科研費、特別研究員等、一部の資金配分事業では、研究の不正等の防
止について研究者の理解が必要な事項について、交付手続き等の際に、
その内容を確認したことを研究者に明らかにさせるなど、研究者の意識改
革の取組を実施した。

振興会が行う評価業務は、国からの補助金等を財源として学術研究の
助成等を行うに当たって公正な審査及び評価等を行うものであり、受益者
負担の観点は該当しない。

が十分でないと判断した部分については、改修を見送った。

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。また、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
ている。
さらに、事業説明会等で研究者や事務担
当者等に対し、注意喚起、指導を行い、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点で評
価できる。
また、「科学者の行動規範」に基づく研修プ
ログラム作成協力者会議を新たに設置したこ
とも、研究活動における不正行為や研究費
の不正使用を事前に防止するための取組と
して評価できる。
なお、文科省と協力して多数の研究機関の
実地検査を行い、また、その結果について研
究者や研究機関に注意喚起や指導を行って
いる。
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学術研究の助成
① 審査・評価の充実

【（小項目）Ⅰ－２－１（１）】

【25 年度評価】 項目別－11

H26

H27

分析・評価

S

S

―

H28

H29

審査・評価における公正性と透明性に関し
ては、日常的かつ継続的に学術システム研
究センターの機能を活用してその確保・向上
に務めており、平成 25 年度公募から改正し、
適用した「系・分野・分科・細目表」について
も、応募動向を分析した上でキーワード分割

S

外部評価

（単位：千円）
（単位：人）

S

自己点検評
価

H25

【外部評価評定】

【自己点検評価評定】

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績
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 ･平成 25 年度公募から適用した「系・分野・分科・細目表」について、主に応
募件数が多い基盤研究（Ｃ）約 33,000 件の平成 25 年度公募の応募動向を
テム研究センターの機能を活用して、公正で
キーワード毎に分析し、キーワード分割について見直しを行うとともに審査
透明性の高い審査・評価を実施するとともに、
委員の総数を増やすことなく若手研究（Ａ）の１研究課題あたりの書面審
業務の簡素化と必要な拡充を図りつつ、研究
査委員を 4 名から 6 名に増員するなど事業の改善に反映させた。
者の視点に立った助成事業を実施したか。
また、審査方法改善や各種資料などの作成に当たり、学術システム研

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
①それぞれの研究種目に応じて、長期的観点や国際的な観点も考慮して審査・評価を適切に行う。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。また、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
資金の配分基金に対し迅速に提供する。さらに、評価における客観性の一層の向上を図る観点から、評価
業務の効率化を図り、人員及びコストの増大を極力抑制しつつ、評価機能を充実させるための具体的方策
を検討し、実施する。
【学術研究の助成において達成すべき成果】
・ 審査・評価の公正さ、透明性、信頼性
・ 募集業務・交付業務の円滑な実施
・ 国内外の学術研究動向を把握し事業に反映
・ 融合的分野、萌芽的分野など新しい研究分野の創出支援
・ 広く国民に向けた研究成果の情報発信
【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
H27
H28
H29
決算額（支出額）
264,555,570
従事人員数
51

世界レベルの多様な知の創造

【（中項目）Ⅰ－２】
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･平成 25 年度には、新学術領域研究の交付業務及び研究成果公開促進費
（研究成果公開発表）の公募・審査・交付業務が移管されたことにより、特
別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究（Ａ・Ｂ）、研究活動ス
タート支援、奨励研究、研究成果公開促進費（研究成果公開発表、国際情
報発信強化、学術図書、データベース）及び特別研究員奨励費について、
公募・審査・交付事務を行うとともに、新学術領域研究、新規募集を停止し
ている若手研究（S）及び研究成果公開促進費（学術定期刊行物）につい
ては交付業務を行った。
･科学研究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領や補助条件等を改正
し、振興会からの交付を可能とするとともに、公募要領の作成や「科学研
究費助成事業における審査及び評価に関する規程」を改正し、業務実施
可能な体制を整備した。

 新学術領域研究の交付業務並びに研究成果
公開促進費（研究成果公開発表）の交付業務
及び公募・審査業務の文部科学省からの移管
を受け、業務実施可能な体制を整備したか。

 科学研究費委員会において、科研費事業の平
成 26 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
を踏まえて決定したか。

【25 年度評価】 項目別－12

･科学研究費委員会を開催して、文部科学省の科学技術・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、平成 26 年度公募から創設した基盤研究
（B・C）（特設分野研究）や文部科学省から移管された研究成果公開促進
費（研究成果公開発表）等について「科学研究費助成事業における審査
及び評価に関する規程」を改正した。

･平成 26 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）約 91,000 件に
ついて、平成 25 年 12 月上旬から平成 26 年 3 月中旬にかけて書面審査
（審査委員約 5,200 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 25,000 件の採択を行った。なお、交付内定通
知は、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 26 年 4 月 1
日に発出した。（4 月中旬に発出することとしている研究成果公開促進費
（国際情報発信強化〔国際情報発信強化（Ｂ）〕）を除く。）

 科学研究費助成事業（科研費事業）につい
て、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、特別推進研
究、新学術領域研究、基盤研究、挑戦的萌芽
研究、若手研究、研究活動スタート支援、奨励
研究、研究成果公開促進費、特別研究員奨励
費の交付業務及び平成 26 年度課題の公募・
審査業務（文部科学省が公募・審査業務を行
う新学術領域研究を除く。）を行ったか。

究センターの機能を活用した。

新しく平成 26 年度公募から創設した基盤
研究（B・C）（特設分野研究）や文部科学省か
ら移管された研究成果公開促進費（研究成
果公開発表）等について、学術システム研究
センターにおける十分な検討踏まえ、審査に
係る規程の改正を行っており評価できる。

研究成果公開促進費（研究成果公開発
表）の公募要領を作成し、応募を受け付ける
とともに、交付に係る規程や審査に関する規
程を改正し、振興会で審査・交付を可能とす
る体制を整備するなど、適切に対応しており
評価できる。

審査件数が増加するなかで、平成 25 年度
から移管された新学術領域研究も含め、膨
大な応募研究課題を年度当初に交付内定通
知を発出できるように迅速に審査を実施して
おり、評価できる。

等の見直しを行うとともに、若手研究（Ａ）の１
研究課題あたりの書面審査委員を 4 名から 6
名に増員するなど事業の改善があり特に評
価できる。
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･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 25 年度
において約 5,800 名の新規登録者を加えることにより登録者数が約 76,000
名と充実した）を活用し、専門的見地から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。

･審査の検証の結果に基づき、第二段審査（合議審査）のために有意義な
審査意見を付した審査委員（124 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。
また、6 月に開催された科研費委員会において平成 25 年度科研費の審
査結果の総括を行った。

 審査委員の選考について、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
ム研究センター研究員の幅広い参画を得て実
施したか。

 審査の手引きの作成や審査の検証を行うとと
もに、審査結果を総括したか。

【25 年度評価】 項目別－13

･10 月 8 日に科学研究費委員会を開催し、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、「科学研究費助成事業におけ
る審査及び評価に関する規程」を改正した。また、前年度の 9 月～11 月の
応募時期に応募できなかった研究者を支援するため公募・審査の時期を
別途設定している研究活動スタート支援を除き、2 月から 5 月にかけて配
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っ
た。

･学術システム研究センター等の機能を活用するために科学研究費ワーキ
ンググループを設置しており、制度改善を進めている。平成 25 年度には、
平成 25 年度公募に適用した「系・分野・分科・細目表」について主に応募
件数が多い基盤研究（Ｃ）約 33,000 件の応募動向を分析し、キーワード分
割について見直しを行った。
また、平成 25 年度応募研究課題約 82,000 件の審査結果の検証などを
行い、制度改善や公正な審査委員の選考、透明性の高い審査・評価シス
テムの構築を行った。
なお、平成 26 年度公募から創設した基盤研究（B・C）（特設分野研究）
については、学術システム研究センターでの検討の結果、書面審査と合
議審査を同一の審査委員が実施し、審査委員相互の議論を通じて採択候
補研究課題を選定する審査方式を導入した。

○審査業務
 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、必要に応じて「科学研究費助
成事業における審査及び評価に関する規程」
を改正したか。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
行ったか。

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
究センター等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っ
たか。

学術システム研究センターを通じて、前年
度の審査の検証を実施し、有意義な審査意
見を付した書面審査委員を選考・表彰、個別
書面審査委員の傾向についての本人通知な
どにより審査の質や公正性の向上を図って
おり評価できる。

新たに約 5,800 名の新規登録者を加えるな
ど、審査委員候補者データベースを着実に充
実させるとともに、学術システム研究センター
研究員において、前年度の審査を検証した
上で適切な審査委員を選考しており評価でき
る。

科研費に応募を予定している研究者が事
前に審査方針等を確認できるように 10 月 8
日に科学研究費委員会を開催し、「科学研究
費助成事業における審査及び評価に関する
規程」を改正し、直ちに公表している。
また、2 月から 5 月にかけて配分審査のた
めの小委員会を開催し、応募された研究課
題の審査を行っており評価できる。

審査委員の公正な選考、透明性の高い審
査・評価システムの構築に関しては、日常的
に学術システム研究センターの機能を活用し
ており、膨大な審査の検証を実施し、不適切
な審査を行った審査委員の選考を行わない
こととするなど制度改善を図っており、評価で
きる。
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･「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・合議による研究進
捗評価（119 件）、及び研究成果の検証（146 件）が行われた。
なお、研究進捗評価及び研究成果の検証の結果については、他の競争
的資金の配分機関に提供し、ホームページにおいて広く公開するととも
に、翌年度の配分審査に活用した。

○評価業務
 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、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
の検証を行ったか。また、評価結果をホームペ
ージにおいて広く公開したか。

平成 25 年 5
～9 月
平成 25 年 9
月
平成 25 年 9
月
平成 25 年 9

委員会開催
実績

【25 年度評価】 項目別－14

◇研究進捗評価・追跡評価の実施状況
研究進捗評価・
研究種
追跡評価の別の内
部会名
目
容
研究進捗評価
（現地調査）
審査・評
研究進捗評価
特別推
価第一
進研究
研究進捗評価
部会
（検証）
追跡評価

18 件

19 件

14 件

19 件

評価実施課
題数

･「特別推進研究」については、研究終了後一定期間経た後に、その研究成
果から生み出された効果・効用や波及効果を検証するため、書面・合議に
より追跡評価（18 件）を行った。また、追跡評価の結果については、他の競
争的資金の配分機関に提供し、ホームページにおいて広く公開した。

･科研費の審査結果について、e-Rad を通じて審査結果を他の競争的資金
の配分機関に対して迅速に提供した。

 e-Rad を通じて審査結果を他の競争的資金の
配分機関に対して迅速に提供したか。

 特別推進研究について、研究終了後一定期
間経た後に、その研究成果から生み出された
効果・効用や波及効果を検証するため、書面・
合議により追跡評価を行ったか。また、その評
価結果をホームページにおいて広く公表した
か。

･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、審査委員からの要望に基づき、e-Rad を活用し、研究者の応
募・採択状況について確認を行った。

 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、e-Rad を活用したか。

「特別推進研究」の追跡評価についても、
適切に実施されるとともに、評価結果につい
ても他の競争的資金配分機関に提供すると
ともにホームページにおいて広く公開されて
いることは評価できる。

「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」の研究進
捗評価及び研究成果の検証は適切に実施さ
れており、評価結果についても他の競争的資
金配分機関に提供するとともにホームページ
において広く公開され、翌年度の配分審査に
活用されていることは評価できる。

e-Raｄを通じて、科研費の審査結果を他の
競争的資金の配分機関に対して迅速に提供
しており、評価できる。

e-Rad を活用し、研究者の応募・採択状況
について確認するなどして、研究費の不合理
な重複及び過度の集中を排除することに努
めており評価できる。

また、平成 25 年度科研費の審査結果の総
括についても、科研費委員会においてを行っ
ており、評価できる。
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研究進捗評価
（検証）
研究進捗評価
（検証）

平成 25 年 7
～9 月
平成 25 年 7
～9 月
平成 25 年 7
～9 月

平成 25 年 9
月

30 件

88 件

86 件

9件

･科研費制度については、学術システム研究センターの機能を活用し、月に
１回開催される科研費 WG において、審査・評価制度に対しての審査委員
からの意見などを踏まえて柔軟に見直しを行っている。

評価を充実させるために研究種目によって
異なる審査方法や書面審査と合議審査を同
一の審査委員が実施する審査方式について
も検討しており、評価できる。

【25 年度評価】 項目別－15

・学術研究の助成に関する審査・評価の充実に関しては、それぞれの分野を現役でリードしている研究者たちからなる学術システム研究センターにおいて、学術の発展という
目標を共有しつつ、種々のデータに基づき忌憚のない意見交換と熱心な検討作業が継続的に遂行されており、平成 25 年度に関しても、「系・分野・分科・細目表」のキーワ
ード分割についての見直し、若手研究（Ａ）について審査委員の総数を増やすことなく１研究課題あたりの書面審査委員を４名から６名に増員するなど、事業の改善を行って
いる。また、平成 25 年度応募研究課題約 82,000 件について審査結果を丁寧に検証し、制度改善や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っ
ており、特に優れた実績を上げていると評価できる。
・平成 26 年度公募から創設した基盤研究（B・C）（特設分野研究）については、学術システム研究センターで検討し、書面審査と合議審査を同一の審査委員が実施し、審査委
員相互の議論を通じて採択候補研究課題を選定する審査方式を導入しており、評価できる。

S 評定の根拠（A 評定との違い）

 学術システム研究センター等の機能を活用し
て、人員及びコストの増大を極力抑制しつつ、
評価機能を充実させるための方策を検討した
か。

若手研
究（Ｓ）

基盤研
究（Ｓ）

研究進捗評価

研究進捗評価
（検証）

計
283 件
･特別推進研究
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/25_tokusui/hyouka_25.html
･基盤研究（Ｓ）
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/12_kiban/cg_hyouka25.html
･若手研究（Ｓ）
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/23_startup_s/hyouka25/shinchoku_hy
ouka25.html
･学術創成研究費
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/18_sousei/hyouka_25.html

審査・評
価第二
部会

学術創
成研究
費

月
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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

【（小項目）Ⅰ－２－１（２）】

実績

【25 年度評価】 項目別－16

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準

S

S

H25

H26

【外部評価評定】

【自己点検評価評定】

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
② 世界レベルの多様な知の創造に向け、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、人文
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で、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。その際、文部科学省で行う科学研 自己点検
評価
究費補助金事業を含め国の事業として一体性を確保しつつ適正かつ効果的に確実に実施する。
③ 評価結果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 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。また、文部科学省が直接業務を行っ
外部評価
ている新学術領域研究、特別研究促進費及び研究成果公開促進費については、業務の効率化、利便性の
向上を図る観点から、振興会への一元化を進める。
【学術研究の助成において達成すべき成果】
・ 審査・評価の公正さ、透明性、信頼性
・ 募集業務・交付業務の円滑な実施
・ 国内外の学術研究動向を把握し事業に反映
・ 融合的分野、萌芽的分野など新しい研究分野の創出支援
・ 広く国民に向けた研究成果の情報発信
【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
H27
H28
H29
決算額（支出額）
264,555,570
（単位：千円）
従事人員数
51
（単位：人）

世界レベルの多様な知の創造

【（中項目）Ⅰ－２】

分析・評価

H27

S

S

―

H28

H29

29

○交付業務
 科学研究費委員会の審査結果に基づき、交
付業務を迅速に行ったか。また、採否に関す
る通知は 4 月上旬までに行ったか。

 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、速やかに公表した
か。

② 助成業務の円滑な実施
○募集業務（公募）
 平成 26 年度公募に関する情報をホームペー
ジにより公表するとともに、研究計画調書様式
などを研究者等が迅速に入手できるようにした
か。

【25 年度評価】 項目別－17

・各種目において下記の日程で交付内定を発出した。
【4 月 1 日】
基盤研究（Ａ・Ｂ・Ｃ）、挑戦的萌芽研究、若手研究＜新規・継続＞、
新学術領域研究の継続の研究領域＜新規・継続＞、
特別推進研究、基盤研究（Ｓ）、研究活動スタート支援＜継続＞
【4 月 10 日】
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）＜
新規・継続＞
【4 月 17 日】
研究成果公開促進費（研究成果公開発表）＜新規・継続＞、
研究成果公開促進費（国際情報発信強化〔国際情報発信強化（Ｂ）〕）
＜新規＞
【4 月 26 日】
特別推進研究及び特別研究員奨励費＜新規＞

･平成 25 年度科学研究費助成事業について、科学研究費委員会の審査結
果及び文部科学省からの通知に基づき、下記種目の交付業務を迅速に
行った。
特別推進研究、新学術領域研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研
究、研究活動スタート支援、奨励研究、研究成果公開促進費（研究成果
公開発表、国際情報発信強化、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

･11 月上旬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 日に速やかに公表した。

･平成 26 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、科学研究費助成事業に関するホーム
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。

科学研究費委員会の審査結果に基づき、
大部分の研究種目について、年度当初の 4
月 1 日付で交付内定通知を発出している。1
課題当たりの交付額が大きくより充実した審
査を行うために、書面審査だけでなくヒアリン
グ審査も行っている研究種目についても、交
付業務を迅速に行っており評価できる。

審査方針等は、応募受付期限の約１ヶ月
前に科学研究費委員会が開催され、決定後
速やかに公表されており評価できる。

公募情報については、すみやかにホーム
ページ等で公表されている。平成 26 年度から
英語版の公募要領等も作成公表されており、
日本の研究機関に所属している外国人研究
者が応募する際の利便性の向上が図られて
おり評価できる。
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ヒアリング等の必要な一部の研究種目を
除き、大部分の研究種目は 4 月 19 日に電子
申請システムを活用して、速やかに審査結果
を開示しており評価できる。

･基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究（※）の審査結果について、平成 25
年 4 月 19 日に電子申請システムを活用して開示を行った。また、不採択と
なった応募者のうち希望者に対しては、総合評点、おおよその順位、評定
要素毎の平均点、不十分と評価された項目など第一段審査の結果につい
ても開示を行った。

 応募者に対する審査結果の開示は、電子申
請システムにより 4 月下旬までに行ったか。

･平成 25 年度から科学研究費補助金に「調整金」の枠を設け、補助金分の
対象研究種目において前倒し使用や繰越事由に該当しない研究課題に

 科研費事業の中に設けられた調整金の枠を
活用し、補助金事業においても、研究費の前

【25 年度評価】 項目別－18

･平成 25 年度に継続した科研費（基金分）の課題については、前期分につ
いて、4 月 5 日に送金を行った。

 平成 25 年度に継続した基金事業の課題に対
しては 4 月中に研究費を送金したか。

平成 25 年度に継続した基金事業の課題に
ついて、4 月中に送金を実施しており評価で
きる。
調整金の枠を活用し、研究費の前倒し使
用や次年度使用を可能とするなど、研究者の

平成 25 年度に継続した科研費（基金分）の
課題について、5 月 31 日までに実施状況報
告書の提出を受け、約 33,000 件について状
況の確認を行っており評価できる。

･平成 25 年度に継続した科研費（基金分）の課題については、5 月 31 日ま
でに実施状況報告書の提出を受け、約 33,000 件（平成 23 年度採択分約
14,000 件、平成 24 年度採択分約 19,000 件）について状況の確認を行っ
た。

 平成 25 年度に継続した基金事業の課題につ
いて実施状況報告書の提出を受けて状況の
確認を行ったか。

※その他の 4 月 1 日以降に交付内定を通知した各種目についても、通知し
た後に順次電子申請システムを活用して開示を行った。

平成 25 年度に提出された実績報告書の提
出を受け、迅速に額の確定を行っており評価
できる。

･平成 25 年度に提出された科学研究費助成事業に係る実績報告書（約
32,000 件（うち基金分約 5,500 件））を 5 月 31 日までに提出を受け、8 月 30
日に額の確定を行った。

 補助事業期間が終了した課題に係る実績報
告書の提出を受けて額の確定を行ったか。

【5 月 16 日】※
研究成果公開促進費（国際情報発信強化〔国際情報発信強化（Ａ）〕、
〔オープンアクセス刊行支援〕）＜新規＞
【5 月 31 日】※
基盤研究（Ｓ）＜新規＞
【6 月 28 日】※
新学術領域研究＜新規＞
【8 月 30 日】※
研究活動スタート支援、特別研究員奨励費＜新規＞
※1 課題当たりの交付額が大きく、より充実した審査が必要であり書面審査だ
けではなくヒアリング審査も実施しているため、4 月 1 日以降の通知となってい
る。また、研究活動スタート支援は事業趣旨により公募･審査の時期を別途設
定している。
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③ 研究成果の適切な把握及び社会還元・普及
 平成 24 年度に終了した研究課題の研究実績
の概要及び研究成果報告書について、科学研
究費助成事業データベース（KAKEN）により広
く公開したか。また、期限までに研究成果報告
書が提出されなかった場合にその理由を確認
し、特段の理由がない場合は提出を促した
か。

 科研費に対する正しい理解の促進を図るた
め、初めて科研費に携わる研究機関の事務職
員や研究活動をスタートさせたばかりの研究
者を対象に、全国各地で初任者研修会を実施
したか。

【25 年度評価】 項目別－19

・平成 24 年度に終了した研究課題の研究成果報告書について、平成 25 年
6 月末に提出が必要であった約 20,000 件については、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 26 年 3 月末時点で、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。

・平成 26 年度は科研費に対する正しい理解の促進を図るため、初めて科
研費に携わる研究機関の事務職員や研究活動をスタートさせたばかりの
研究者を対象に６月から全国８カ所で実務担当者向け説明会を開催した。

・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（8 回）、研究機関等からの要望に応じての実施（58 回）
により、全国各地で行い、基金化をはじめとする制度の改善や公募の内
容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する
とともに、過去に開催した際に寄せられた意見を踏まえ、事業説明資料を
より分かりやすいものに改善した。

･特別推進研究においては、平成 25 年度から国庫債務負担行為が導入さ
れたことにより、複数年度の交付決定を行った。

 科研費事業の予算の一部に国庫債務負担行
為が導入されたことに伴い、特別推進研究に
おいて複数年度の交付決定を行ったか。

○科研費事業説明会の実施
 大学等の研究機関への事業説明を、文部科
学省との共同実施等により、地域バランスに
配慮しつつ全国各地で行い、制度の改善等に
係る正しい理解の促進を図ったか。

ついて次年度使用を可能とする制度改革を行い、67 件の研究課題の前倒
し使用、76 件の研究課題の次年度使用の承認を行うなど、研究計画等の
進捗状況に応じて弾力的に運用した。

倒し使用や次年度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し
たか。

平成 24 年度に終了した研究課題の研究成
果報告書について、国民へ研究成果を還元
するという観点から、正当な理由がある課題
を除き、全ての研究課題について提出を促
し、全て提出を完了しており評価できる。

事業説明会や公募要領説明会のみに留ま
らず、科研費に携わる研究機関の事務職員
や研究活動をスタートさせたばかりの研究者
を対象に、全国各地で説明会を開催したこと
は、参加者の利便性を考慮するとともに、制
度の正しい理解の促進を図っており評価でき
る。

文部科学省と共同し、参加者の利便性も
考慮し、大学等の研究機関等に対する科研
費の事業説明会を全国各地で実施し、制度
の正しい理解の促進を図っており評価でき
る。

国庫債務負担行為の導入により、特別推
進研究のように、複数年度にわたる研究装置
の製作契約や、研究支援者を複数年度にわ
たって安定的・継続的に雇用することが望ま
しかった種目について、多額の研究費を更に
安定的かつ効果的・効率的に使用できるよう
にしたことは評価できる。

研究計画等の進捗状況に応じて弾力的に研
究費を使用できる仕組みを構築、実施してお
り評価できる。
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・文部科学省から示された「平成 27 年度公募において設定する系・分野・分
科・細目表の見直し、時限付き分科細目の設定、特設分野の設定に当た
っての基本的考え方」に基づき、学術システム研究センター等の機能を活
用しつつ検討し、平成 26 年 3 月に科学技術・学術審議会に時限付き分科
細目の設定について報告した。
・基金事業の執行状況や成果等について検討を行うため、学術研究助成基
金の管理から執行までを一元的に把握できるように振興会内の体制の見
直しを行った。

 平成 27 年度課題の公募において設定する時
限付き分科細目について、文部科学省から示
される「時限付き分科細目の設定に当たって
の基本的考え方」を踏まえ、学術システム研究
センター等の機能を活用しつつ検討したか。

 学術研究助成基金事業の執行状況や成果等
について検討を加えその結果に基づいて必要
な見直しを行うため、必要な体制を検討・構築

【25 年度評価】 項目別－20

・平成 26 年度公募から基盤研究（B・C）（特設分野研究）を設け、学術シス
テム研究センター等の機能を活用し、学術動向を踏まえ、「ネオ・ジェロント
ロジー」、「連携探索型数理科学」、「食料循環研究」の３分野を設定した。
また、審査方法は、書面審査と合議審査を同じ審査委員が実施し、議論
によって採択課題を決定する方式とするなど新たな仕組みを導入した。

・学術システム研究センターの機能を活用し平成 25 年度公募から適用した
「系・分野・分科・細目表」について、主に応募件数が多い基盤研究（Ｃ）約
33,000 件の平成 25 年度公募の応募動向をキーワード毎に分析し、キーワ
ード分割について見直しを行うとともに、若手研究（Ａ）の書面審査委員の
増員について検討し、審査委員の総数を増やさない方法で１研究課題あ
たりの書面審査委員を４名から６名に増員するなど事業の改善に反映さ
せた。

・「科研費 NEWS」（科研費により支援した研究活動の最近の研究成果等を
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、科学コミュニケーターを起用して作成した。また、紹介した研究成果に
ついては、科研費ホームページのトップページに写真付きで目立つように
表示されるようにした。さらに、毎月１名、科研費による助成を受けた研究
者に科研費に関する意見・期待等をエッセイ「私と科研費」として執筆して
もらい、科研費ホームページに掲載するなど、科研費にかかる一層の情
報発信・広報普及活動を行った。

 学術システム研究センター等の機能を活用
し、多様性の中で自律的に変化していく学術
研究の中から新たな学術の芽を掘り起こすた
めの新たな仕組みについて検討したか。

④ 助成の在り方に関する検討
 科研費事業の審査について、学術システム研
究センター等の機能を活用しつつ検証を行
い、事業の改善に反映させたか。

 「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
介するとともに、科研費による助成を受けた研
究者の意見・期待をエッセイ「私と科研費」とし
てホームページに掲載し、科研費の情報発
信・広報普及活動を行ったか。

基金の成果等について把握するために振
興会内の体制の見直しを行ったことは評価で
きる。

学術システム研究センター等において、時
限付き分科細目について検討を行い、検討
結果について平成 26 年 3 月に文部科学省科
学技術・学術審議会に報告した点は評価でき
る。

新たな学術の芽を掘り起こすための仕組
みとして、平成 26 年度公募から基盤研究（B・
C）（特設分野研究）を創設したこと、また、審
査方法において、書面審査と合議審査を同
一の審査委員が実施し、議論によって採択
課題を決定する方式とするなど、学術システ
ム研究センターの機能を活用して新たな仕組
みを導入しており、評価できる。

科研費助成の審査等においては、日常的
に学術システム研究センターの機能を活用し
て、審査の質や審査の精度を向上図るよう業
務改善に努めており、高く評価できる。

学術システム研究センターの機能の活用
や科学コミュニケーターの起用により、科研
費にかかわる情報発信と研究者とのコミュニ
ケーションの媒体である「科研費 NEWS」につ
いて、内容の充実とデザイン等の改善が図ら
れており、評価できる。
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・平成 26 年度公募から基盤研究（B・C）（特設分野研究）を設け、学術シス
テム研究センター等の機能を活用し、学術動向を踏まえ、異分野融合的な
分野である「ネオ・ジェロントロジー」、「連携探索型数理科学」、「食料循環
研究」の３分野を設定し、公募を行った。

・平成 25 年度には、新学術領域研究の交付業務及び研究成果公開促進費
（研究成果公開発表）の公募・審査・交付業務が移管され、交付業務の日
本学術振興会への業務の一元化が一層進んだ。
また、審査結果や一部研究種目（特別推進研究、基盤研究（S）、若手研
究（S）、学術創成研究費）については、評価結果についても独立行政法人
科学技術振興機構に情報提供を行った。
また、文部科学省科学技術・学術審議会の基本的考え方を受け、細目
の大括り化及び適切な審査方法についての検討を行った。その際、評価
機能を充実させるために、研究種目によって異なる審査方法をとることや
書面審査と合議審査を同一の審査委員が実施する審査方式についても
検討を行っている。
・文部科学省科学技術・学術審議会の検討状況を踏まえ、平成 26 年度公
募から基盤研究（B・C）（特設分野研究）を設けた。

・科研費制度では、平成 25 年度も若手研究など様々な研究種目を設け、小
規模大学、地方大学も含め幅広く助成した。
・平成 26 年度公募から基盤研究（B・C）（特設分野研究）を設けており、特

 融合的分野、萌芽的分野など新しい研究分野
の創出支援を図っているか。

 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・進捗評価結果に関する
他機関との情報提供を通じた事業の効率的
な遂行を実現しているか。また、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し
ているか。（事務・事業の見直し）

 研究種目の在り方については、文部科学省
の科学技術・学術審議会の検討状況を踏ま
えて見直しを実施したか。（JSPS 部会 2 期評
価）

 科研費制度を精査し、審査基準に幅広い人
材育成効果を導入するなど、小規模大学、地
方大学を含めた研究教育現場の一層の活性

【25 年度評価】 項目別－21

・学術システム研究センターの機能を活用し、現役の研究者であるセンター
研究員から寄せられる国内外の学術研究動向について、例えば特設分野
研究の分野の設定や審査方法の改善などの際に事業に反映させている。
また、特別推進研究の審査においては、海外の第一線の研究者に応募
研究課題についての審査意見を求めるなど、審査においても国内外の動
向を反映している。

 国内外の学術研究動向を把握し事業に反映し
ているか。

したか。

小規模大学、地方大学も含め助成を行うこ
とにより、研究教育現場の一層の活性化を図
っていると評価できるが、大学タイプ別の応

文部科学省科学技術・学術審議会の基本
的考え方を踏まえ、平成 26 年度公募から基
盤研究（B・C）（特設分野研究）を設けており、
評価できる。

新学術領域研究の交付業務及び研究成
果公開促進費（研究成果公開発表）の公募･
審査・交付業務が移管され、科研費業務の
一元化が進んだことは評価できる。
また、他機関への情報提供の実施や細目
の大括り化、審査方法の改善など、効果的・
効率的な観点から絶えず、事業の見直しを行
っている点でも評価できる。

学術システム研究センター等において各分
野の学術動向を踏まえた検討を行い、平成
26 年度公募から基盤研究（B・C）（特設分野
研究）について異分野融合的な分野である
「ネオ・ジェロントロジー」、「連携探索型数理
科学」、「食料循環研究」の３分野を設定し、
公募を行っており評価できる。

学術システム研究センターの研究員を中
心に、国内外の学術研究動向についての調
査研究を推進し、その結果を様々な形で事業
に反映させており評価できる。
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・平成 24 年度に終了した研究課題の研究実績の概要及び平成 24 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、データベース
（KAKEN：科学研究費助成事業データベース）により広く公開するため、情
報提供を行った。
また、文部科学省科学技術・学術審議会での検討状況を踏まえ、平成
25 年度公募から学術団体等の研究成果へのオープンアクセスに関する取
り組みを支援するために研究成果公開促進費に「オープンアクセス刊行支
援」を設け、支援を行った。

 分野や組織を超えた連携によるグループ研
究の促進や集合知の増幅による高度化、異
分野の若手研究者交流の促進につなげるべ
く、オープンサイエンスの観点から科研費の
成果をデータベースとして公開するための検
討を行ったか。（外部評価（年度／2 期））

科研費の研究成果は KAKEN データベース
で継続的に公開されており評価できる。
また、オープンアクセス刊行支援を設け、
研究成果へのオープンアクセスに関する取
組を支援する仕組みが設けられ、評価でき
る。

これまで特別研究員奨励費以外の応募資
格がなかった日本学術振興会特別研究員に
ついて、一部研究種目への応募を可能とし、
若手研究者に自立を促進する制度改革を行
っており評価できる。

募・採択状況のデータを収集分析するなどし
て、更なる検討の継続が望まれる。
平成 26 年度公募からの基盤研究（B・C）
（特設分野研究）で、審査結果の所見を開示
するとした点は、応募者が自らの研究計画を
再検討する機会となり、人材育成機能の向上
に繫がることができると評価できる。

④助成の在り方に関する検討

【25 年度評価】 項目別－22

③研究成果の適切な把握及び社会還元・普及
研究成果報告書の提出促進、「科研費ＮＥＷＳ」を通じての研究成果の広報活動の充実・改善、さらには科研費事業への説明会の実施などにおいて、一層の進展が見ら
れ、科研費に関する一層の情報発信や広報普及活動に積極的に取り組んでいると評価できる。

②助成業務の円滑な実施
文部科学省科学研究費委員会や科学技術・学術審議会などにおける検討結果等を踏まえながら、学術システム研究センターの機能を活用して、助成業務を円滑
かつ効率的に実施している。具体的には、新しく移管された新学術領域研究の交付業務及び研究成果公開促進費（研究成果公開発表）の公募・審査・交付業務の
実施
平成 25 年度から国庫債務負担行為が導入されることとなった特別推進研究についての関係規程や様式等の整備と交付決定、さらには「調整金」の枠の活用による研究費
の次年度使用や前倒し使用についての整備・申請受け付けなど、助成業務の改善と円滑な実施に積極的に取り組んでおり、高く評価できる。

S 評定の根拠（A 評定との違い）

・平成 26 年度公募から日本学術振興会特別研究員について、研究従事機
関から科研費の応募資格を付与された場合には、科研費の一部研究種
目へ応募が可能となるよう制度改革を行った。それにより、特別研究員奨
励費以外の研究を実施することが可能となった。

設分野研究では、審査結果の所見を開示することとした。

 我が国の若手研究者のキャリアパス確保の
ため科研費の中型・小型の研究種目を増加
するなど、若手研究者に自立のチャンスを与
えるような方策について検討したか。（外部評
価（年度／2 期））

化と大学における人材育成機能の向上に繋
がる方向性について検討を行ったか。（外部
評価（年度／2 期））
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【25 年度評価】 項目別－23

助成の在り方については、審査方法も含め、科研費のあり方について、日常的に学術システム研究センターの機能を活用して検討し改善に努めており、とくに、平成 26 年
度公募からは新たに以下の取組を実施するなどの成果が見られ、高く評価できる。
・若手研究者に対するキャリアパス確保のために、これまで特別研究員奨励費の応募・受給しか認められなかった日本学術振興会特別研究員について、一部の研究種
目への応募を可能とした。
・基盤研究（Ｂ・Ｃ）（特設分野研究）を設け、学術動向を踏まえ応募分野を設定し、書面審査と合議審査を同一の審査委員が実施する仕組みを検討・導入した。
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学術研究の助成
⑤ 学術研究助成基金の管理及び運用

【（小項目）Ⅰ－２－１（３）】

H27

H28

H29

【25 年度評価】 項目別－24

H26

H27

分析・評価

A

S

―

H28

H29

学術研究助成基金については、安全性の
確保を最優先としつつ、運用期間、運用額及
び金融商品を設定して流動性を確保するとと
もに、複数の金融機関から引き合いを行い、
収益性の向上に留意し、管理及び運用を行
っており評価できる。
また、学術研究助成基金を元にして執行し
ている科研費（基金分）については、研究計

A

外部評価

（単位：千円）
（単位：人）

S

自己点検
評価

H25

【外部評価評定】

【自己点検評価評定】

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績
⑤ 学術研究助成基金の管理及び運用
 基金管理委員会による運用方針に基づき、 ・学術研究助成基金については、「独立行政法人日本学術振興会における
学術研究助成基金並びに先端研究助成基金及び研究者海外派遣基金の
流動性の確保と収益性の向上に努めつつ、
運用に関する取扱要項」（平成 21 年度制定、平成 23 年度改正）に基づき、
安全かつ安定的な基金の運用を行ったか。
安全性の確保を最優先としつつ、流動性の確保や収益性の向上に留意し
た管理及び運用を行った。
具体的には、助成金の交付時期及び交付額を考慮した上で、運用期間、
運用額及び金融商品を設定して流動性を確保するとともに、金融庁の指
定する格付け機関のうち、2 社以上から高い格付けを受けた金融機関を

【学術研究の助成において達成すべき成果】
・ 審査・評価の公正さ、透明性、信頼性
・ 募集業務・交付業務の円滑な実施
・ 国内外の学術研究動向を把握し事業に反映
・ 融合的分野、萌芽的分野など新しい研究分野の創出支援
・ 広く国民に向けた研究成果の情報発信
【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
決算額（支出額）
264,555,570
従事人員数
51

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
⑤ 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、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。同基金の運用開始後 5 年以内にその執行状況及び成果等につい
て検討し、その結果に基づき必要な見直しを行う。

世界レベルの多様な知の創造

【（中項目）Ⅰ－２】
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【25 年度評価】 項目別－25

・学術研究助成基金制度に基づく科研費の基金化については、科学技術・
学術政策研究所により実施されている産学官の研究者・有識者に対する
意識定点調査（2011～2015 年度の 5 年間にわたって実施する調査の 3 回
目）において、2011 年度から引き続き、一番高い値となっている。（文部科
学省科学技術・学術政策研究所『科学技術の状況に係る総合的意識調査
（NISTEP 定点調査 2013）報告書』）

選定することにより、安全性を確保した。また、これら複数の金融機関から
引合いを行い、運用利回りのより高い金融商品を選ぶことにより、競争性
の確保及び運用収益の向上に努めた。
また、学術研究助成基金を元に執行している科研費（基金分）について
は、前倒し使用（平成 25 年度申請実績約 800 件）や次年度使用等（科研
費（基金分）の次年度使用率は全体の 70%以上）の年度にとらわれない弾
力的な運用を行った。

画の進捗状況に応じ、弾力的に使用できる
制度として運用しており評価できる。
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H27

H28

H29

【25 年度評価】 項目別－26

H26

A

A

H27

H28

H29

分析・評価
◇課題設定による先導的人文・社会科学研
究推進事業
事業委員会において公平・公正な第三者
による審査を実施し、「実社会対応プログラ
ム」は 13 件、「グローバル展開プログラム」は
5 件の研究テーマを採択するともに、ホーム
ページにおいて各研究テーマの審査結果、
研究概要を公表し、審査に係る情報も提供す
るなど公正性・透明性の確保及び情報公開
に努めている。また、当事業の課題設定にあ
たっては、主任研究員を事業委員会委員と
し、最新の学術動向や現場の声を反映する
など、学術システム研究センターの機能を活
用している。これらの取組は、異なる分野の
知見や方法論を取り入れた人文・社会科学
研究を推進する観点から評価できる。

A

外部評価

（単位：千円）
（単位：人）

A

自己点検
評価

H25

【外部評価評定】

【自己点検評価評定】

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績
① 課題設定による先導的人文・社会科学研究 ◇課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業
【実社会対応プログラム】
推進事業
平成 25 年 9 月実施の「課題設定による先導的人文・社会科学研究推進
 文部科学省科学技術・学術審議会学術分科
事業」事業委員会（以下、「事業委員会」という。）において公平・公正な第
会報告「リスク社会の克服と知的社会の成熟
三者による審査を実施して 13 件の研究テーマを採択し、社会的貢献に向
に向けた人文学及び社会科学の振興につい
けた分野間連携による共同研究を推進した。
て」（平成 24 年 7 月）を踏まえ、「『領域開拓』を
目的とした諸学の密接な連携を目指す研究」、 ・課題設定型研究テーマ：2 件
「『実社会対応』により社会的貢献を目指す研 ・公募型研究テーマ：11 件
究」、「『グローバル展開』を目指す研究」を推
【グローバル展開プログラム】
進したか。
平成 26 年 1 月実施の事業委員会において公平・公正な第三者による審
 社会的貢献に向けた分野間連携による共同
査を実施して 5 件の研究テーマを採択し、海外の研究者との対話やグロー
研究を推進する「実社会対応プログラム」及び
バルな成果発信を推進した。
海外の研究者との対話やグローバルな成果
発信を推進する「グローバル展開プログラム」 ・課題設定型研究テーマ：2 件
の実施に当たり、専門家による公正な審査体 ・公募型研究テーマ：3 件
また、円滑な事業実施の観点から、複数年契約を実施し、研究費の年
制を整備し、透明性・信頼性の確保及び適切

【学術の応用に関する研究の実施において達成すべき成果】
・ 適切な課題設定と研究の実施
・ 広く国民に向けた研究成果の情報発信
【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
決算額（支出額）
264,555,570
従事人員数
51

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
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。

【（小項目）Ⅰ－２－２】

学術の応用に関する研究の実施
① 課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業
② 東日本大震災学術調査
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◇東日本大震災学術調査
平成25年度は3年間の調査研究期間におけ
る２年目に当たり、前年度に引き続き８つの
調査研究班がそれぞれの担当事項の調査研
究を行った。実施に当たっては、調査実施委

◇東日本大震災学術調査
・平成 24 年度に引き続き、それぞれ調査を行う 8 つの調査研究班及び各調
査研究班の進捗状況を把握・管理する総合調整班という体制により、調査
実施委員会の開催などを通して、東日本大震災がもたらした社会システム
への被害・影響とその復旧過程の記録・検証を行うとともに、相互の情報

② 東日本大震災学術調査
 東日本大震災がもたらした社会システムへの
被害・影響とその復旧過程を記録・検証し、災
害の基礎的な情報を提供したか。
 調査研究の有機的な連携に配慮しつつ、学

【25 年度評価】 項目別－27

採択した各研究テーマについて延長を認める
ことで、高い評価を得た研究テーマの更なる
発展を促すとともに、各プログラムの最終年
度に新規公募を検討し、プログラムの継続的
な実施を目指すことで、人文学、社会科学の
一層の活性化に資することができる点から評
価できる。また、成果に応じて、期間を延長で
きる仕組みは効果的であると考えられる。

◇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
平成 23 年度の評価結果を踏まえ、12 件の
研究テーマ（領域）について研究を継続して
推進するとともに、事業委員会において公
平・公正な第三者による最終評価を面接（ヒ
アリング）評価により実施した。最終評価はホ
ームページにおいて情報を公開し、透明性・
信頼性の確保及び情報公開に努めている。
また、実施機関において、ホームページへの
掲載やセミナー・シンポジウムの開催等によ
り広く研究成果を発信している。これらの取
組は、異なる分野の知見や方法論を取り入
れた人文・社会科学研究を着実に推進する
観点から評価できる。

今後は個々のプログラムの進捗に応じて、
実社会やグローバル展開という目的がどこま
で達成できたかの検証が必要であると思わ
れる。

・課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業の平成 25 年度公募
（実社会対応プログラム及びグローバル展開プログラム）において、研究
期間の最終年度に実施する研究評価結果により延長する場合があること
とした。また、各プログラムの最終年度に新規公募を行うスキームを検討
し導入した。

（平成 25 年度評価実施状況）
・平成 21 年度に採択した 12 件の研究テーマ（領域）について、事業委員か
ら選出した委員により、平成 26 年 2 月及び 3 月に最終評価を面接（ヒアリ
ング）評価により公平かつ公正に行った。
・評価結果はホームページで情報公開している。

◇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
平成 23 年度実施の事業委員会による評価を経た 12 件の研究テーマ（領
域）について、「異分野融合型共同研究」を推進した。
・課題設定型研究テーマ（領域）：2 件
・公募型研究テーマ（領域）：9 件
また、各研究テーマ（領域）において、ホームページへの掲載やセミナー・
シンポジウムの開催等により、広く研究成果を発信している。

【領域開拓プログラム】
・平成 26 年度からの実施に向け、制度設計等を行った。
・課題設定に当たっては、主任研究員を事業委員会委員とするなど、学術
システム研究センターの機能を活用した。

度間繰越を認め、弾力的な経費執行の促進に努めた。

 人文学、社会科学は、人類の学術研究にとっ
て最も基礎的かつ全体の調和をもたらす分野
であり、我が国アカデミアの課題の一つであ
ることから、その一層の活性化のため、事業
の実施期間の長期化などの検討を行ったか。
（外部評価（年度／2 期））

 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、研究テ
ーマ（領域）の実施及び最終評価を行ったか。
また、評価に当たり、専門家による公平かつ公
正な評価を実施したか。

かつ円滑な運営を図るとともに、情報の公開
に努めたか。
 課題設定に当たり、学術システム研究センタ
ー等の機能を活用したか。
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 東日本大震災学術調査委員会が決定した調
査事項に基づき調査を継続するとともに、シ
ンポジウムを開催し情報発信を行ったか。

術的に貴重な資料を収集したか。

【25 年度評価】 項目別－28

・平成25年5月26日に、仙台でシンポジウムを開催し、本事業に関わる研究
者、一般参加者との対話を通じて研究成果を社会に広く発信した。

共有を図りつつ調査研究を進めた。併せて有機的な連携に配慮しつつ、
学術的に貴重な資料の収集を行った。

員会を複数回開催する等総合調整班による
各調査研究班の進捗状況の把握や仙台での
シンポジウム開催（5月26日）による関係者の
意見交換等を通じて、一体的な調査研究体
制を構築し、東日本大震災がもたらした社会
システムへの被害・影響とその復旧過程の記
録等に努めており、評価できる。また、関連
情報をホームページで公開するなど、必要な
情報公開に努めている点も評価できる。
なお、震災に関する調査は、各所で実施さ
れているが、学振でしか実施できない学術的
かつ基盤的な内容の調査が実施されたこと
は評価できる。
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研究拠点の形成促進

H27

H28

H29

【25 年度評価】 項目別－29

H26

S

S

H27

H28

H29

支援期間延長の検討においては、研究成果
の定量的評価の手法について多岐にわたる
検証を入念に行ったことは評価できる。
また、フォローアップ結果をホームページで
公表し、さらに、9 拠点合同でシンポジウムを
開催するなど、積極的なアウトリーチ活動を

分析・評価
世界トップレベル研究拠点プログラムについ
ては、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)に加え、PD を補佐するた
め新たに配置した PD 代理及び各拠点担当
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・管理業務について着実に
実施した。また、新規拠点に PO を迅速に配
置し、拠点の立ち上げを支援している。

S

外部評価

（単位：千円）
（単位：人）

S

自己点検
評価

H25

【外部評価評定】

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績
 高いレベルの研究者を中核とした研究拠点 ・世界トップレベル研究拠点プログラム委員会を 3 回開催し、審査・評価・管
理業務を行った。
構想を集中的に支援し、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 ・その他、以下の調査を行い、評価手法の作成に活用した。
①平成 26 年度に行う延長審査に向けて、評価手法、予算スキーム、延長
成を目的とした国の助成事業「世界トップレ
審査後の課題の状況、フォローアップ等を調査するため、ドイツの拠点形
ベル研究拠点プログラム（WPI）」について、
成プログラム “Excellence Initiative”の担当者や採択課題担当研究者等
委員会を開催し、審査・評価・管理業務を行
と意見交換を行い情報収集するとともに、ＷＰＩの広報活動の場としても活
ったか。
用した。
②平成 27 年度に行う本事業の外部評価に向けて、イスラエルで開催され
た“Centers of Excellence as a Strategy for Supporting National Science”
に出席し、イスラエル、フランス、ドイツ、スウェーデン、スイスの学術機関
の担当者と意見交換を行い、拠点形成プログラムの各国の状況やプログ
ラムの評価を情報収集するとともに、ＷＰＩの広報活動の場としても活用し
た。

【研究拠点の形成促進において達成すべき成果】
・国の定めた制度・方針に従った評価
・評価の公正さ、透明性、信頼性の確保
・積極的な情報発信
【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
決算額（支出額）
264,555,570
従事人員数
51

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
学術の中心である大学に対し、それぞれの特徴とミッションに対応した支援が適切に行われ、大学の研究力
が向上するよう、国が示す大学改革の方向性を踏まえた取り組みを行う。

【（小項目）Ⅰ－２－３】

【自己点検評価評定】
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・PO を中心とした拠点作業部会による現地視察を行うとともに、プログラム委
員会等により、平成 19 年度採択 5 拠点、平成 22 年度採択 1 拠点及び平成
24 年度採択 3 拠点の全 9 拠点について、進捗状況についてヒアリングを経
て確認し、フォローアップ結果として改善点等をとりまとめた（評価対象には
事務部門も含まれる）。なお、フォローアップにあたっては、「世界トップレベ
ル研究拠点プログラム委員会規定」に基づき、公正さ、透明性、信頼性確保
のため、ホームページ等において評価基準を公表した。
また、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
（基本的取組方針）」に基づき、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）。平成 25 年度は 3
回の会合を開催して情報を共有するとともに、9 拠点合同でシンポジウムを
開催するなど、アウトリーチ活動の強化に努めた。
なお、本事業についてはホームページにて情報公開しており、各拠点のリ
ンクを張ることで国費による支援の結果が見えるようにしている。また、社会
への情報公開をより活性化させるために、平成 25 年度はフェイスブックを開
設した。
http://www.jsps.go.jp/j-toplevel/04_saitaku.html

 採択された全 9 拠点のフォローアップを行
い、その結果をホームページで公表したか。

【25 年度評価】 項目別－30

・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）を補佐するた
め、新たに PD 代理を配置した。また、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、PD・PO
による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 2
回開催した。さらに拠点の補助金の支援期間延長について検討するため、
プログラム委員会等の会議のほか、プログラム委員長と 11 回の打ち合わせ
を行い、延長審査実施手順を作成した。また検討を行うにあたって、プログ
ラムの長期計画について試案を策定したほか、評価基準のひとつとなる研
究成果の定量的評価の手法について検証するため、論文データベースを用
いた論文分析についてトムソン・ロイターに 4 回、アカデミック・レピュテーショ
ン調査について Nature に 2 回、聞き取り調査を行ったほか、ベンチマークの
ための候補機関選定のために、平成 19 年度採択拠点ごとに 10 機関の候補
を挙げ、検討を行った。
フォローアップにあたっては、「世界トップレベル研究拠点プログラム委員
会規定」に基づき、公正さ、透明性、信頼性確保のため、ホームページ等に
おいて評価基準を公表した。
また、長期的な維持・運営等、プログラムの充実を目的に長期展望につ
いて検討を行った。

 業務の実施に当たり、国の定めた制度・方針
を踏まえ、プログラムを担当する PD 及び拠
点毎の 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したか。

よって、世界トップレベル研究拠点プログラ
ム委員会が実施した、拠点の管理・評価・広
報等の業務、プログラムの発展・展開に向け
ての検討は、自己点検評価に記されている
如く、本プログラムが目的に沿った成果を上
げるよう、JSPS に求められている管理・運営
の役割が十二分に果たされていることを示し
ている。特に現地視察を含むフォローアップと
研究成果の評価手法の検討が行われている
ことは、関係者に支援の必要性と妥当性を理
解させる上で不可欠な業務であると高く評価
できる。

実施しており、WPI プログラムの国内外にお
ける認識を高めた点で評価できる。
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・各拠点のフォローアップは、現地視察やプログラム委員会等において外国
人研究者の参画を得て、国際的な視点で実施した。

【25 年度評価】 項目別－31

【定性的根拠】
採択拠点に対するきめ細かなフォローアップ等による拠点管理は、ホスト機関に波及効果を生み出しつつあるほか、フォローアップ結果の英語でのホームページへの掲
載、９拠点合同シンポジウムの実施及び、AAAS への出展等、国内外にわたる積極的なアウトリーチ活動により認知度を高めるなど、先導的な取り組みは、総合科学技術会
議から高い評価を受けている。
総合科学技術会議での評価を受け、我が国の大学等にチャレンジを促し、我が国の研究力・研究環境ひいては我が国全体にインパクトを与えていくために、本事業をプロ
グラムとして長期的に維持・運営していくことが重要と位置づけ、再点検及び、現状プログラムを発展させるプログラムとして検討を行ったことは評価できる。
フォローアップの実施において、外国人を含む作業部会委員の構成と、評価の観点が、本プログラムの特性を考慮して十二分に検討されている。研究成果の評価手法の
開発に向けて、多様な検討がなされている。これらの業務により、本プログラムが的確な客観的評価法によって評価されるばかりでなく、開発された評価法は他のプログラム
の評価にも活用できることから大いに評価できる。

S 評定の根拠（A 評定との違い）
【定量的根拠】
プログラムの実施期間（支援期間）の延長審査実施手順作成にあたっては、プログラム委員長と 11 回に及ぶ入念な打ち合わせを行い、本プログラムの主旨を踏まえ、採択
拠点の進展・持続に資する内容となるよう配慮した。また、採択拠点のこれまでの成果を評価するにあたり判断基準となる項目の決定にあたり、トムソン・ロイター等の各種論
文データベースを用いた論文分析のほか、Nature 等が実施しているアカデミック・レピュテーション調査の検証、ベンチマーク機関との比較等について関連業者に対し、計 6 回
に及ぶ聞き取り調査を実施して、これまで評価に用いてこなかった手法について多岐にわたる検討を行い、評価結果が適切かつ支援の必要性・妥当性が国民から見てわか
りやすいものとなるよう配慮したことは高く評価できる。また、延長評価のスキーム策定に先駆け、ボン研究連絡センターを活用してドイツの類似のプログラムについて調査を
実施するなど、プログラムの持続・発展に資する効果的な取り組みを行った点で評価できる。

 各拠点のフォローアップは外国人研究者の
参画を得て国際的な視点で実施したか。

https://www.facebook.com/wpi.japan
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【25 年度評価】 項目別－32

◇執行管理
・補助事業者による実施状況報告書に基づき平成 24 年度助成金の執行状
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

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績
◇助成業務
① 先端研究助成業務
・補助事業者からの交付請求に基づき平成 25 年度分の助成金を速やかに
○最先端研究開発支援プログラム
交付した。
 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 ・ホームページ（http://www.jsps.go.jp/j-first/index.html）では、交付条件等を改正
付したか。
した際には速やかに公開するとともに、助成金の使用に関する Q&A を随時
 補助事業者から提出された実施状況報告書
更新して、補助事業者が助成金の執行に関し最新の情報を共有できるよう
の確認等により、助成金の執行状況を適切
努めた。また、Twitter により各研究課題の研究成果やイベント情報等の発
に把握・管理することに努めたか。
信も継続的に行った。（http://twitter.com/FIRST_Program）

H27

A
H28

H29

分析・評価
先端研究助成業務については制度が確定
した事業として継続的業務を実施しているほ
か、多数の件数の助成事業を確実に実施し、
まとめている。
先端研究助成基金を財源とする最先端研
究開発支援プログラムは、年度末における未
使用額の自由な繰越しや年度途中における
助成金の追加請求が可能であるなど、研究
の進捗に応じた柔軟な使用を可能とする制
度である。
平成 25 年度の助成金は、4 月 1 日に前期
分、10 月 10 日に後期分をそれぞれ交付して

H26

【外部評価評定】

A

【自己点検評価評定】

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
H25
①②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
補助金により造成された「先端研究助成基金」を活用し、総合科学技術会議が決定した運用に係る方針を踏まえ 自己点
A
た文部科学大臣が定める基金運用方針に基づき、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 検評価
必要な助成・執行管理を行う。また、研究資金の多年度にわたる柔軟な使用を可能とするほか、若手・女性研究
者の先端的な研究に関する進捗管理を適切に行う。
外部評
③ 先端的研究の内容を広く公開する活動に対して必要な助成を行う。
A
価
④ 若手・女性等研究者が活躍しうる研究基盤・研究環境の充実・強化に係る必要な手続きを行う。
【先端研究助成等において達成すべき成果】
・ 先端研究助成業務において、全ての補助事業者に対し申請に基づく助成金を迅速に交付する。
・ 先端研究助成基金による研究の加速・強化に関する業務において、全ての補助事業者に対し申請に基づく助成金を迅速に交付する。
・ 最先端研究基盤事業において、実地検査を経た額の確定の実施と前年度からの繰越しがあった場合の確実な事務処理を行う。
【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
H27
H28
H29
決算額（支出額）
264,555,570
（単位：千円）
従事人員数
51
（単位：人）

【（小項目）Ⅰ－２－４】

先端研究助成等
① 先端研究助成業務
② 先端研究助成基金の管理及び運用
③ 先端研究助成基金による研究の内容を広く公開する活動
④ 最先端研究基盤事業
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12 課題

23 機関

平成 25 年 8 月 5 日～
平成 26 年 1 月 15 日

実施期間

調査内容
･経理処理の体制
･内部監査の実施状況
･助成金の執行状況 等

・ホームページ （http://www.jsps.go.jp/j-jisedai/index.html） では、補助事業者の各
ホームページへのリンクを適宜更新することでより一層の情報集約性を高
めるとともに、各研究課題の内容を広く社会に発信すべく、補助事業者が作
成した平成 24 年度の補助事業に係る実施状況報告書を掲載した。
・年度途中で補助事業を廃止した研究課題について、助成金収支や得られ

 補助事業者から提出された実施状況報告書
の確認等により、助成金の執行状況を適切
に把握・管理することに努めたか。

【25 年度評価】 項目別－33

◇助成業務
・補助事業者からの交付請求に基づき、平成 25 年度分の助成金を速やかに
交付した。

○最先端・次世代研究開発支援プログラム
 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
付したか。

・経費執行に疑義が生じている一部研究課題について、研究支援担当機関
に対し報告を求める等、調査を行った。

課題数

機関数

◇現地調査の実績

七第 1 項の規定に基づき平成 24 年度先端研究助成業務の報告書を文部
科学大臣に提出した。
また、現地調査により補助事業の実施状況や助成金の執行状況を確認
することで、適切な執行管理に努めた。併せて、補助事業者に対し経費の
適切な執行に万全を期すよう通知した。

平成 25 年度助成金は 4 月 1 日に交付して
いる。
また、平成 24 年度において謝金・人件費
及び旅費の支出が適正に行われたかを中心
に現地調査を行うことで、助成金が取扱要領
等に沿って適正に執行されているかを確認
し、研究機関における管理の実態を把握する
とともに、必要に応じて指導・助言を行うこと
で、補助事業者等の助成金の適正管理に関

いる。
また、平成 24 年度実施状況報告書により
執行状況を把握するとともに、23 機関に対し
現地調査を行い補助事業の実施状況や助成
金の執行状況を確認し、必要な指導・助言等
を行うことで、助成金の執行状況を適切に把
握・管理することに努めている。さらに、事業
最終年度であることに鑑み、改めて補助事業
者に対し経費の適切な執行に万全を期すよ
う通知している。
その他、文部科学大臣に提出した先端研
究助成業務に関する報告書をはじめ、各種
規程や Q&A の更新版を振興会のホームペー
ジで速やかに公開し、最新の情報を共有でき
るよう配慮されている。
以上のとおり、機動的・弾力的な助成業務
が実施されるとともに、現地調査等を通じて
適正な執行状況の把握及び管理に取り組ん
でいることは評価できる。
本事業は、予算の運用をはじめ、種々の
新しいマネジメントを導入したので、そのこと
が、研究の加速や成果の導出に対して、どう
いう効果があったのかは、今後検証する必要
がある。新しい試みには、デメリットも伴うの
で、そのことも正しく振り返ることが、今後に
つながる。
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 外部有識者で構成する進捗管理委員会にお
いて、昨年度に実施した進捗管理の結果等
を踏まえつつ、研究開発の進捗管理を適切
に行ったか。

 取扱要領等関係規程を踏まえ、補助事業者
から提出された実績報告書の確認等により、
額の確定を行ったか。

21

平成 25 年 10 月 4 日
～
平成 26 年 1 月 22 日

20

13

平成 25 年 11 月 15
日～
平成 26 年 1 月 31 日

実施期間

・助成金の執行状況
・設備備品の管理状況

調査内容

調査内容
・経理処理の体制
・研究支援体制
・助成金の執行状況
・設備備品の管理状況 等

【25 年度評価】 項目別－34

◇研究開発の進捗管理
・総合科学技術会議最先端研究開発支援プログラム推進チーム（以下、推進
チーム）が決定した中間評価の実施方法に基づき、総合科学技術会議最先
端研究開発支援推進会議（以下、推進会議）及び推進チームにおいて実施
される中間評価との連携を図るものと位置づけて実施した。具体的には、振

課題数

機関数

◇助成金額確定現地調査の実績

14

◇助成金執行状況現地調査の実績
機関数
課題数
実施期間

◇執行管理
・補助事業者から平成 24 年度の補助事業に係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 項の規定に基づき平成 24 年度先端研究助成
業務の報告書を文部科学大臣に提出した。
・平成 24 年度において謝金・人件費及び旅費の支出が適正に行われたかを
中心に 21 研究課題について現地調査を行うことで、適切な執行管理に努め
た。また、平成 24 年度で補助事業を完了した 4 研究課題及び平成 25 年度
の途中に補助事業を廃止した 16 研究課題に対して現地調査を行い、交付
すべき助成金の額を確定した。
・補助事業者に対し、経費の適切な執行に万全を期すよう通知した。

た研究成果を広く社会に公表すべく、実績報告書及び研究成果報告書を掲
載した。
・事務手続きに関する手引きや助成金に関するＱ＆Ａを掲載（必要に応じて
内容を改訂）し、補助事業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した。

する意識向上を図っている。さらに、事業最
終年度であることに鑑み、補助事業者に対し
て経費の適切な執行に万全を期すよう通知
し、一層の適正管理に関する意識向上を図っ
ている。
平成 24 年度に完了した 4 研究課題及び平
成 25 年度の途中に廃止した 16 研究課題全
てに対して現地調査を行い、助成金の額を確
定している。
さらに、平成 25 年度の研究開発の進捗管
理は、総合科学技術会議最先端研究開発支
援プログラム推進チーム（推進チーム）が決
定した中間評価の実施方法に基づき、総合
科学技術会議最先端研究開発支援推進会
議（推進会議）及び推進チームにおいて実施
される中間評価との連携を図るものと位置づ
けて、最先端・次世代研究開発支援プログラ
ム進捗管理委員会において書面確認有識者
570 名を選定し、書面確認有識者による実施
状況報告書及び調査票等の内容を確認、推
進会議への報告まで 4 か月間の短期間で効
率よく実施した。確認した結果は、ホームペ
ージにおいて公表した。
以上のとおり、機動的・弾力的な助成業務
が実施されるとともに、現地調査等を通じて
適正な執行状況の把握及び管理に取り組ん
でおり、また研究開発の進捗状況の把握・管
理に努め、さらに推進会議及び推進チームに
おいて実施された中間評価との連携に努め
ていることは評価できる。
本事業は、実施者に専任義務を課したこと
により、他プロジェクトとの関係で、必ずしも
研究の加速に寄与していない部分もある可
能性はあるので、JST や NEDO の事業も含め
た大きい枠組みでの検証が総合科学技術・
イノベーション会議でなされ、その結果を今後
の助成事業運営の参考とすることが必要で
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② 先端研究助成基金の管理及び運用
 基金管理委員会による運用方針に基づき、
流動性の確保と収益性の向上に努めつつ、
安全かつ安定的な基金の運用を行ったか。

【25 年度評価】 項目別－35

・「独立行政法人日本学術振興会における学術研究助成基金並びに先端研
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としつつ、流動性の確保や収益性の向上に留意
した管理及び運用を実施した。
具体的には、助成金の交付時期及び交付額を考慮した上で、運用期間、
運用額及び金融商品を設定して流動性を確保するとともに、金融庁の指定
する格付け機関のうち、2 社以上から高い格付けを受けた金融機関を選定
することにより、安全性を確保した。また、これら複数の金融機関から引合
いを行い、運用利回りのより高い金融商品を選ぶことにより、競争性の確保
及び運用収益の向上に努めた。
・独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の七第１項に基づき先端研究
助成業務に関する報告書を文部科学大臣に提出したほか、半期毎の基金
の執行状況等を取りまとめ、文部科学省及び振興会のホームページで公表
した。
・先端研究助成基金について、基金管理委員会を以下のとおり開催し、基金

◇最先端・次世代研究開発支援プログラム進捗管理委員会の開催実績
回数
開催日
議事内容
平成 25 年
進捗管理要領の改正及び書面確認有識者の
第1回
7 月 18 日
選定
平成 25 年
進捗管理結果の決定
第2回
11 月 25 日
平成 26 年
平成 22・23 年度進捗状況確認結果の決定
第3回
1 月 28 日

興会に設置した最先端・次世代研究開発支援プログラム進捗管理委員会
（以下、進捗管理委員会）において書面確認有識者を選定（570 名）したうえ
で、書面確認有識者により各研究者が作成した実施状況報告書及び推進
チームから提案された調査項目を追加した調査票等の内容を精査し、研究
開始時から平成 25 年 5 月末までの研究開発の進捗状況を確認した。その
結果は推進会議に報告後、ホームページにおいて公表した。
・平成 24 年度に、雇用していた研究員の研究成果に疑義が生じているため
進捗状況を改めて確認することとしていた研究課題については、当該研究
課題を有する研究機関から調査結果が報告・公表されたことから、進捗管
理委員会において改めて提出された実施状況報告書に基づき平成 22・23
年度における研究開発の進捗状況を確認した。その結果は推進会議に報
告後、ホームページにおいて公表するとともに補助事業者に通知した。

基金の運用に当たり、安全性や利便性に
優れた金融機関を取引銀行として選定すると
ともに、流動性の確保と収益性の向上に留意
しつつ、安全かつ安定的に基金を運用してお
り、評価できる。

ある。
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③ 先端研究助成基金による研究の内容を広
く公開する活動
 最先端研究開発支援プログラムにより助成
を受けた研究の内容や、プログラム全般を公
開するための活動に対し、必要な助成を行っ
たか。
 取扱要領等関係規程を踏まえ、補助事業者
に対する交付業務を迅速に行うとともに、補
助事業者から提出された実績報告書の確認
等により額の確定を行ったか。

【25 年度評価】 項目別－36

・なお、下記の通り各ホームページにおいてプロジェクトや研究室などのリン
クを付している。
FIRST プログラム： http://www.jsps.go.jp/j-first/sentaku.html
NEXT プログラム：http://www.jsps.go.jp/j-jisedai/green.html
http://www.jsps.go.jp/j-jisedai/life.html
（※NEXT プログラムにおいては、リンク先は補助事業者からの申告制で
あるため、リンク切れをしていた者などはリンクを付していない）

・平成 24 年度に完了した 15 事業について、実績報告書の提出を受け、交付
した補助金の額の確定を行った。

・平成 25 年度に総合科学技術会議が最先端研究開発支援プログラム公開
活動の対象として選定した 5 事業に対し、194,582 千円を交付した

◇基金管理委員会の開催実績
開催日
議事内容
最先端・次世代研究開発支援プログラムに係る研究
平成 25 年 4 月 26 日
費の重複受給制限緩和について 他
最先端・次世代研究開発支援プログラム研究開発
平成 25 年 6 月 14 日
の進捗管理について（平成 25 年度） 他
平成 24 年度先端研究助成業務及び研究者海外派
平成 25 年 6 月 28 日
遣業務に関する報告について 他
平成 24 年度学術研究助成業務に関する報告につい
平成 25 年 9 月 24 日
て 他
「平成 24 年度に係る先端研究助成基金の管理・運
平成 25 年 10 月 25 日
用状況のフォローアップ」結果について 他
学術研究助成業務等に関する国会報告について
平成 25 年 12 月 13 日
他
平成 24 年度先端研究助成基金の執行状況調査報
平成 26 年 3 月 28 日
告について 他

の管理運営に必要な審議、基金の運用状況の確認等を実施した。

最先端研究開発支援プログラム公開活動
については、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
知を発出することで、補助事業の迅速な開始
を可能にしている。
完了した 15 事業の補助事業に関し、実績
報告書の提出を受け、交付決定の内容及び
交付条件に適合する額を超えた支出が発見
された場合には、取扱要領に基づいて補助
金の返還を求める等、補助金の額の確定を
適切に行っている。
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 前年度からの繰越があった場合には、取扱
要領等関係規程を踏まえ、補助事業者に対
する交付業務を迅速に行ったか。

④ 最先端研究基盤事業
 若手・女性等研究者が活躍しうる最先端の
研究基盤・研究環境を充実・強化する本事業
について、取扱要領等関係規程を踏まえ、補
助事業者から提出された実績報告書の確認
等により、額の確定を行ったか。

【25 年度評価】 項目別－37

・前年度からの繰越があった 9 件の事業について、取扱要領等関係規程に
基づき 5,759,849 千円を交付した。

・取扱要領等関係規程に基づき、補助事業が完了した補助事業者から提出
された実績報告書の内容確認及び現地調査を行い、交付した補助金の額
の確定を適切に行った。

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、
国内外の若手研究者を惹きつける最先端の
研究設備の整備・運用に必要な支援を行って
いる。完了した補助事業に関して、提出され
た実績報告書の確認や現地調査等を行って
おり、補助金の額の確定を適切に行ってい
る。
前年度からの繰越があった 9 件の事業に
ついて、適切に補助金を交付している。
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国際的な共同研究等の促進
① 諸外国との二国間交流の支援
② 国際的な共同研究の推進
③ 研究教育拠点の形成支援

【（小項目）Ⅰ－３－１】

H27

実績

H28

H29

【25 年度評価】 項目別－38

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準

【国際的な共同研究等の促進において達成すべき成果】
・ 振興会の支援する国際共同研究等による成果の状況
・ 審査・評価の公正さ、透明性、信頼性
【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
決算額（支出額）
7,622,879
従事人員数
28

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
海外の学術振興機関等と強固な国際協働ネットワークを構築することにより、我が国の研究水準、国際競争
力の一層の強化を進めるため、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
援を行う。

強固な国際協働ネットワークの構築

【（中項目）Ⅰ－３】

S

外部評価

（単位：千円）
（単位：人）

S

自己点検
評価

H25

【外部評価評定】
H26

【自己点検評価評定】

H27

分析・評価

S

S

―

H28

H29
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・事業の成果及び効果を把握するため、「日独共同大学院プログラム」、「先
端研究拠点事業」、「アジア研究教育拠点事業」、「日中韓フォーサイト事
業」の 4 事業において、採用を終了した課題に対する事後評価を実施した。
また、「アジア研究教育拠点事業」では採用 3 年目の課題に対する中間評
価、「日中韓フォーサイト事業」では採用最終年度の課題に対する終了時評
価も実施した。いずれの結果も報告書とともにホームページを通じて公開し
ている。
・学術システム研究センターの意見も聴取しつつ「日本学術振興会の学術国
際活動に関する基本的な戦略（JSPS 国際戦略）」平成 25 年 5 月 10 日付で
策定した。同戦略の中で定めた個別事業の見直しの方針に沿って、外国人
著名研究者招へい事業を外国人研究者招へい事業に統合して「外国人招
へい研究者（短期 S）」として実施するなど、見直しに着手した。
二国間交流
◇協定等に基づく共同研究・セミナー等実績
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、40 か国、57 機関との協定等に基づき、下記の事業を実施した。
・共同研究：377 件・セミナー：38 件
（派遣交流数：1,545 人／受入交流数：950 人）
・研究者交流：136 人

 事業の成果及び効果の把握に努め、報告書
及び中間・終了時・事後評価を行う事業につ
いてはその結果をホームページ等を通じ広く
公開したか。

 国際共同研究等に係る基本的な戦略につい
て、学術システム研究センター等の機能を活
用し、地域や分野の特性を踏まえながら策
定するとともに、その戦略に基づいた国際交
流事業の見直しに着手したか。

① 諸外国との二国間交流の支援
 諸外国の学術振興機関との協定等に基づ
き、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、共同研究やセミナーの開催、研
究者交流を円滑に支援したか。

【25 年度評価】 項目別－39

・公募事業では国際事業委員会等において利害関係者の取扱いに厳正を期
しつつ、書面審査及び合議審査（ヒアリング審査を含む）を競争的な環境の
下で行った。書面審査員の名簿は任期終了後に、合議審査を行う国際事業
委員会委員の名簿は任期中からホームページで公開し、審査の透明性確
保に努めた。加えて、審査の公正性の向上を一層図るべく、学術システム
研究センターを活用して書面審査結果の分析・検証を行い、その結果は翌
年度の書面審査員選考に反映させた。

・諸外国の学術振興機関（45 か国・1 国際機関を含む計 83 機関）と協定・覚
書等による二国間交流事業等や、多国間国際研究協力事業（G8 Research
Councils Initiative）等を実施した。また、研究教育拠点の形成や国際交流事
業を通じた若手研究者の養成を積極的に推進した。さらに、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支援も実施した。

 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、
競争的な環境の下、厳正な審査を行ったか。

強固な国際協働ネットワークの構築
 我が国の研究水準、国際競争力の一層の向
上を目指し、学術における国際交流を促進さ
せる事業を実施したか。

諸外国の学術振興機関（40 か国、57 機関）
との協定等に基づき、377 件の共同研究、38
件のセミナー、136 人の研究者交流を実施
し、学術の国際交流を促進したことは評価で
きる。
自己点検評価に記されている如く、二国間
交流事業は円滑に行われている。協定等に

学術国際活動に関する基本的な戦略を定
めて国際交流事業の見直しに着手し、外国
人研究者招へい事業の統合により見直しの
実績も残したことは高く評価できる。

中間･事後評価等を実施し、結果をホーム
ページに公開したことは事業の成果及び効
果の把握に努めていると言え、評価できる。

書面及び合議による重層的な審査を行うと
ともに、審査員名簿の公開や書面審査結果
の分析・検証によって審査の透明性・公正性
の向上に努めたことは審査の信頼性に資す
るものであり、評価できる。

協定・覚書等による二国間交流事業のほ
か、多国間国際研究協力事業や研究教育拠
点の形成や大学の国際展開支援など、研究
者のニーズや現状に応じた多様な事業を展
開したことは学術における国際交流の促進に
資するものであり、評価できる。

52

46.8％

23.2％

採択率

【25 年度評価】 項目別－40

◇研究者交流事業の見直し
二国間学術交流覚書に基づく研究者交流事業について、事業開始当初とは
異なる研究ニーズ等に鑑み、双方のニーズに則した交流形態にしていくた
め、下記の 17 機関との研究者交流事業を停止する見直しを行った。
オーストリア（OeAD）、デンマーク（DU）、ブルガリア（MES）、ルーマニア
(MEN) 、スロヴァキア（SAS）、チェコ（ASCR）、スロヴェニア(MIZS)、ポーラン
ド (PAN) 、 オ ー ス ト リ ア (BMWF) 、 ア ル ゼ ン チ ン (CONICET) 、 メ キ シ コ
(CONACYT)、フランス(CNRS)、フィンランド（AF)（除くポスドク）、ハンガリー
(HAS)、オランダ(NWO)、ニュージーランド（RSNZ)、スウェーデン(RSAS)

◇平成 25 年度諸外国の学術振興機関との覚書の新規締結、改訂実績：3
件
協定名
新規・改訂
協定の内容
スウェーデン研
究・高等教育国際
共同研究の開
協力財団（STINT） 新規
始
との覚書及び覚書
実施細目
ウクライナ国立基
礎科学研究財団
共同研究の開
（ SFFR ） と の 覚 書 新規
始
及び覚書実施細
目
トルコ科学技術研
究
機
構
共同研究の開
（ TÜBITAK ） と の 新規
始
覚書及び覚書実
施細目

◇応募・採択状況（平成 25 年度募集分）
採択件数・人
応募件数
数（予定数含
む）
共同研究・セミナ
783 件
182 件
ー
研究者交流派遣
79 件
37 人

諸外国の学術振興機関との間で、研究ニ
ーズや外交的観点に配慮して、3 件の覚書を
新規締結したほか、双方のニーズに則した交
流形態にしていくため、17 機関との研究者交
流事業を停止する見直しを行ったことは、各
国との学術に関する国際交流の必要性に配
慮した円滑な実施という点で高く評価できる。

基づく共同研究・セミナーへの応募総数が
783 件に及ぶことは、本事業が研究者の強い
要請を反映している事業であることを示して
いる。
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 アジア学術セミナーを学術振興機関と連携し
て実施したか。

 多様な国との交流ニーズに応えるため、国
交のある全ての国・地域を対象とした二国間
共同研究・セミナー枠（オープンパートナーシ
ップ共同研究・セミナー）による公募を行い、
新たに実施したか。

【25 年度評価】 項目別－41

セミナー名：離散数学とその応用
開催期日：平成 25 年 11 月 3 日 ～ 11 月 10 日（8 日間）
開催地：東京
参加者数（人数）：講師 34 名、受講者 40 名

アジア学術セミナー
我が国をはじめとするアジア諸国の若手研究者を対象に最新の学術研究
動向に関する短期集中型の研修の機会を提供し、アジア諸国の研究水準の
向上及び研究者の養成に資することを目的として、韓国・インドの学術振興
機関（韓国：韓国研究財団、インド：科学技術庁）及び大学等学術研究機関と
共催でスクール形成のセミナーを実施している。
平成 25 年度は、インドと以下の 1 件を実施した。

インド科学技術庁と連携して、アジア学術
セミナーを着実に実施し、参加した若手研究
者に最新の学術成果を紹介したことはアジア
諸国の研究水準の向上及び研究者の養成に
資するものであり、評価できる。

第 17 回日印合同科学評議会を開催し、平
成 25 年度に実施した事業の事後評価および
成 26 年度から実施する共同研究・セミナーの
課題を選定したことは評価できる。また、日印
の学術交流の現状を踏まえ、今後の方向性
を検討するために議論を深めたことは評価で
きる。

◇インドとの協力
平成 26 年 3 月 15 日にインド（ハイデラバード）において日印両国の有識者
計 16 名によって構成される第 17 回日印合同科学評議会をインド科学技術庁
（DST）と共催し、平成 25 年度に実施した事業の事後評価及び平成 26 年度
から実施する共同研究・セミナーの採択候補を選定するとともに、両国間で
の学術交流の今後の方向性について議論を行った。

◇オープンパートナーシップ応募・採択実績（平成 25 年度募集分）
採択件数
応募件数
（予定数含
採択率
む）
共同研究・
270 件
40 件
14.8％
セミナー

オープンパートナーシップ共同研究・セミナ
ーを初めて公募した結果、40 件の共同研究・
セミナーを実施し、協定等に基づく二国間交
流事業を実施している国以外の 20 か国・地
域もの多様な国との交流ニーズに幅広く応え
る目的を新たに実現したことは高く評価でき
る。
また、270 件の応募があったことは、本事
業が研究者のニーズに応えた高い評価が得
られる新規事業であることを示している。
なお、二国間交流事業は支援期間が短い
などの理由で事後評価対象事業となっていな
い。しかし事業報告書とアンケート結果から
は、これらの事業は目的に沿って優れた成果
を上げていると判断できる。

◇オープンパートナーシップ共同研究・セミナー実績
協定等に基づく二国間交流事業を実施している国以外との交流に対する
ニーズにも幅広く応えるため、我が国と国交のある全ての国（台湾及びパレ
スチナについてはこれに準じて取り扱う）を対象に、下記の事業を実施した。
・共同研究・セミナー：40 件（26 ヶ国・地域）
（派遣交流数：207 人）
上記のうち、協定等に基づく二国間交流事業を実施している国以外との交
流は 20 か国・地域 30 件にわたり、多様な国との交流ニーズに幅広く対応で
きた。
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③ 研究教育拠点の形成支援
 先端的または地域共通課題の解決に資する

② 国際的な共同研究の推進
先 進 8 か 国 学 術 振 興 機 関 長 会 議
（G8-HORCs）の提案を受けて開始した多国
間国際研究協力事業等、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く研究を主要国の
学術振興機関と共同で支援する国際共同研
究事業を実施したか。

【25 年度評価】 項目別－42

◇研究拠点形成事業の交流実績

◇日米化学研究協力事業（ICC プログラム）
新規採択件数：1 件

◇災害からの回復力強化等に関する領域横断的研究協力事業
米国国立科学財団（NSF）を対象とした事業として、平成 25 年度より新たに
開始した。
新規採択件数：2 件

◇多国間国際研究協力事業（G8 Research Councils Initiative）
カナダ自然科学工学研究会議（NSERC）、フランス国立研究機構（ANR）、
ドイツ研究振興協会（DFG）、ロシア基礎科学財団（RFBR）、英国研究会議
（RCUK）、米国国立科学財団（NSF）と、優れた多国間共同研究を支援するこ
とを目的とする多国間国際研究協力事業（G8 Research Council Initiative）を
実施した。
第 3 回公募では、より一層グローバルな国際共同研究への支援を目指し
て、主要国と新興国におけるグローバルな環境変動研究の枠組みであるベ
ルモントフォーラムと共同公募し、従来の 7 か国に加え、オーストラリア、ブラ
ジル、インド、南アフリカが参加した共同審査を経て、我が国の研究代表者が
参加する 2 件を含む、7 件を採択した。
新規採択件数：7 件（うち、我が国の研究代表者が参加する課題は 2 件）

平成 25 年度日独共同大学院プログラム
実施件数：3 件（継続プロジェクト：3 件）
◇5 年間の事業が終了したプロジェクト 1 件について、事後評価を実施し、
「当初の目標は想定通り達成された」との評価結果を得た。
◇採択期間については、より安定的なカリキュラム運営が求められるとともに
独側の支援期間 9 年との齟齬が課題となっていたところ、平成 26 年度採択
分からは、5 年の採択期間を終了するプロジェクトについて再申請を最長 4
年として認める改善を図ったことで、合計 9 年の支援が可能になった。

研究拠点形成事業（A.先端拠点形成型）が

多国間国際研究協力事業において、公募
により研究者から提案された研究計画を 11
か国の学術振興機関による共同審査を経て
採択し支援を開始したことは、多国間での共
同研究支援を一層推進するものであり、評価
できる。
一方、NSF との研究協力事業として、ICC
プログラムで新規課題 1 件を採択したほか、
災害からの回復力強化等に関する領域横断
的研究協力事業を開始したことは、国際的に
取り組むべき課題解決に資する共同研究を
支援する枠組みを一層強固にするものであ
り、評価できる。
多国間国際研究協力事業は国際的に取り
組むべき課題研究であるので、G8 以外の
国々が共同審査に加わったことは意義が大
きい。
本事業の成果の評価は、参加国の立場が
異なる可能性がある点も考慮しつつ、関係者
に成果を周知できる何らかの評価を実施でき
るよう検討を行うことが必要である。

日独共同大学院プログラムについては、継
続プロジェクト 3 件を実施するとともに、5 年
間の事業が終了したプロジェクト 1 件につい
て的確な観点の基で事後評価を実施し、高
い評価を受けていることは評価できる。また、
より安定的なカリキュラム運営を図るため 5
年の採択期間を終了するプロジェクトについ
て再申請を認める改善を図り、ドイツ研究振
興協会（DFG） と協力しながら日独の大学院
間における研究交流を着実に実施しており評
価できる。
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研究分野において、世界的水準または地域
における中核的な研究交流拠点の構築とと
もに若手研究者の育成を図る研究拠点形成
事業及び先端研究拠点事業（継続分）、アジ
ア研究教育拠点事業（継続分）、アジア・アフ
リカ学術基盤形成事業（継続分）を実施した
か。

【25 年度評価】 項目別－43

（ⅲ）先端研究拠点事業
5 機関 9 交流を米英独仏等の 12 か国との間で実施し、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。
本事業に採択された研究交流課題については、採用期間終了時に事後評
価を行っている。国際戦略型への移行を希望せず拠点形成型による採用期
間を終了した 1 件と、国際戦略型による採用期間を終了した 3 件について事
後評価を実施し、全ての課題について「当初の目的は想定通り達成された」
との高い評価を受けた。評価結果については、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。

※研究拠点形成事業は、「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）での指摘を受け、先端研究拠点事業、ア
ジア研究教育拠点事業、及び、アジア・アフリカ学術基盤形成事業を統合・
メニュー化し、平成 24 年度から開始。

（ⅱ）B. アジア・アフリカ学術基盤形成型
14 機関 22 交流をアジア・アフリカの 32 か国との間で実施し、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。本事業に採択された研究交流課題については支援期間終了後にア
ンケートを実施する予定である。
交流国数：アジア・アフリカの 32 か国
（インド、インドネシア、カザフスタン、韓国、カンボジア、シンガポール、スリ
ランカ、タイ、台湾、中国、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モ
ンゴル、ラオス、レバノン、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、カメル
ーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ、ザンビア、スーダン、タン
ザニア、ナイジェリア、ボツワナ、南アフリカ）

（ⅰ）A.先端拠点形成型
9 機関 17 交流を米英独仏等の 21 か国との間で実施し、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。本事業に採択された研究交流課題については 3 年目に中間評価、支援
期間終了後に事後評価を実施する予定である。
交流国数：21 か国
（アメリカ、イギリス、イタリア、インド、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓
国、スイス、スウェーデン、スペイン、台湾、中国、ドイツ、フィンランド、フラ
ンス、ブラジル、ベルギー、マレーシア、ノルウェー、ロシア）

先端研究拠点事業、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に
ついても、それぞれ 5 機関による 9 交流（米英
独仏等の先進諸国 12 か国）、10 機関 15 交
流（アジアの 10 か国）、9 機関 10 交流（アジ
ア・アフリカの 17 か国）と継続課題を着実に
実施したことは評価できる。また、中間評価
及び事後評価がともに的確な観点のもとで行
われ、高い評価を受けていることは、これら
の事業の採択が的確であったことも示してい
る。

また研究拠点形成事業は、Ａ型・Ｂ型とも
に応募件数は採択件数の４倍以上と高い値
を示している。このことは、研究者が本事業を
学術研究の進展の重要な手段と高く評価し
ていることを示している。

研究拠点形成事業「アジア・アフリカ学術
基盤形成型」では、当該地域共通課題の解
決に資する研究分野において日本の 14 機関
による 22 交流をアジア・アフリカの 32 か国と
実施し、アジア・アフリカ諸国との多国間交流
の枠組みで共同研究・セミナー・研究者交流
を行っており、アジア・アフリカ諸国の研究交
流拠点形成の推進や若手研究者の育成等
に寄与する観点から評価できる。

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、日本の 9 機関による 17 交流
を、米英独仏等の先進諸国 21 か国との間で
実施し、日本と複数の先進諸国との多国間
交流の枠組みによる共同研究・セミナー・研
究者交流を行っており、先端研究分野におけ
る研究交流拠点の構築や若手研究者の育成
等を図る観点から評価できる。
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 我が国の科学技術外交の一翼を担えるよう
な、振興会の学術国際交流事業に関する基
本的な戦略を策定したか。（外部評価（年度
／2 期））

【25 年度評価】 項目別－44

・平成 25 年 5 月 10 日付で「日本学術振興会の学術国際活動に関する基本
的な戦略（JSPS 国際戦略）」を策定し、第 3 期中期計画（平成 25～29 年度）
の 5 年間に「強固な国際協働ネットワークの構築」の中期目標を達成するた
めに本会が取り組むべき活動の方向性を定めた。

◇アジア・アフリカ学術基盤形成事業の交流実績
9 機関 10 交流をアジア・アフリカ諸国の 17 か国との間で実施した。また、
アジア・アフリカ学術基盤形成事業については採用期間を終了した課題を対
象にアンケートを実施し、全ての拠点機関から申請時の目標を達成でき、今
後も相手国拠点機関との交流を継続・発展するとの回答を得る等、我が国及
び相手国の拠点形成に寄与したことを確認した。
交流国数：アジア・アフリカの 17 か国
（インドネシア、韓国、カンボジア、シンガポール、タイ、中国、フィリピン、バ
ングラデシュ、ベトナム、マレーシア、ラオス、ヨルダン、アルジェリア、エジ
プト、ザンビア、タンザニア、南アフリカ）

（ⅳ）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
◇アジア研究教育拠点事業の交流実績
10 機関 15 交流をアジアの 10 か国との間で実施した。
また、3 年度目の課題について中間評価、採用期間を終了した課題につい
て事後評価を実施した。中間評価については、6 課題中 1 課題について「想
定以上の成果をあげつつある」との非常に高い評価を、4 課題について「想定
通りの成果をあげつつある」との高い評価を受けた。事後評価については、5
課題中 4 課題について、「想定通りの成果をあげており、当初の目標は達成
された」との高い評価を受けた。評価結果については、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。
交流国数：アジアの 10 か国
（インド、インドネシア、韓国、シンガポール、タイ、台湾、中国、フィリピン、
ベトナム、マレーシア）

国際戦略型：継続分 9 件（5 機関）
交流国数：12 か国
（アメリカ、イギリス、イタリア、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、チ
ェコ、デンマーク、ドイツ、フィンランド、フランス）

学術国際交流事業に関する基本的な戦略
を策定し、今後重点的に取り組むべき事業の
体系及び方向性を明らかにしたことは、平成
24 年度事業及び第 2 期中期目標期間に係る
外部評価やそれ以前の外部評価委員会の
指摘に速やかな対応を示したものであり、高
く評価できる。
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・JSPS 国際戦略において「国際戦略の検証・評価」の項目を設け、検証･評
価のための具体的な仕組みを定めた。具体的には、各事業の実施にあた
り、グローバル学術情報センターにおいて本会の事業実施に係る情報や中
長期的な国際学術動向に関する情報の収集・分析を、海外研究連絡センタ
ーと連携しつつ行うこととした。

国際戦略の検証・評価の仕組みについて
検討を行い、その結果を国際戦略自体に盛
り込んだことは、同戦略に基づいて実施する
各事業の評価手法を開発する端緒となるも
のであり、また、今後の「国際協働ネットワー
ク」をより強固にする上で大変重要となるため
極めて高く評価できる。国際戦略が策定され
たことは、今後の JSPS の事業の発展・展開
の道筋が提示されたことを示す一方、研究者
に日本が重視する国際学術研究交流の方向
性を示す役割も持つという点でも評価でき
る。

【25 年度評価】 項目別－45

【定性的根拠】
JSPS 国際戦略は、国際的な学術動向等に関する情勢認識に立ち、第 3 期中期目標期間において重点的に取り組むべき国際交流事業の体系や方向性を網羅的に定めて
いるほか、中期計画終了時に戦略を検証・評価する仕組みについても具体的記述を行っている。中長期的な視点に立って振興会の学術国際交流事業が進むべき方向性を
定めた意義は大きく、高く評価できる。また、外国人著名研究者招へい事業を外国人研究者招へい事業に統合し、国際戦略に沿った事業の見直しを進めたことも高く評価で
きる。
JSPS が締結した外国との協定等は研究者が外国と共同研究を立ち上げる時の最も強力な支援の一つである。よって学術研究の動向を考慮し、JSPS が協定等の見直しと
新規協定等の締結をすすめていることは大いに評価できる。オープンパートナーシップ共同研究の新設は、研究者の多様なニーズにこたえる事業で高い評価が与えられる。
日独共同大学院プログラム、先端研究拠点事業及びアジア研究教育拠点事業においては、的確な観点に基づき評価が行われている。

【定量的根拠】
JSPS 国際戦略に沿った事業の重点化の一環として、オープンパートナーシップ共同研究・セミナーを実施したことにより、二国間交流の大幅な拡大（新規 20 か国）を実現し
たことは高く評価できる。

S 評定の根拠（A 評定との違い）

 振興会の学術国際交流事業の成果を客観
的に評価する手法の開発に向け検討を行っ
たか。（外部評価（年度／2 期））
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【25 年度評価】 項目別－46

H26

H27

分析・評価

A

A

H28

H29

G8-HORCs、第7回アジア学術振興機関長
会議（ASIAHORCs）及び第5回共同シンポジ
ウム、第11回日中韓学術振興機関長会議
（A-HORCs）を実施し、G8及びアジア地域に
おける学術振興機関とのネットワークを強化
するとともに、アジア地域における科学技術
コミュニティ形成に寄与したことは評価でき
る。
ASIAHORCsにおいては、JSPSがリーダー
シップを発揮して、アジアに特有な問題の解
決に資する学術研究プロジェクトをより積極
的に推進することを期待する。

A

外部評価

（単位：千円）
（単位：人）

A

自己点検
評価

H25

【外部評価評定】

【自己点検評価評定】

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績
（ⅰ）先進 8 か国学術振興機関長会議（G8-HORCs）
① 諸外国の学術振興機関との連携
G8 メンバー国の代表的な学術振興機関の長が、全地球的諸問題や科学
 G8 メンバー国の代表的な学術振興機関の
長が全地球的諸問題や科学技術政策等の 技術政策等の共通の関心事について自由に討論することを目的として毎年
共通の関心事について自由に議論する先進 開催している。平成 25 年度は、カナダの自然科学工学研究会議（NSERC）及
8 か国学術振興機関長会合（G8-HORCs）、 び国家研究会議（NRC）主催により、ドイツ（ベルリン）で開催された。
アジア 10 か国の学術振興機関長がアジア地
域共通の課題解決やネットワーク構築に向 （ⅱ）アジア学術振興機関長会議（ASIAHORCs）
平成 19 年度より、振興会の主唱により開催されているもので、アジアの科
けた学術振興と若手研究者育成のために広
く意見交換を行うアジア学術振興機関長会 学技術コミュニティの形成を目的として、アジア 10 か国（日本、中国、インド、
議（ASIAHORCs）、日中韓を中核としたハイ インドネシア、韓国、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）の
レベルな研究活動促進に向けた議論を行う 学術振興機関の長が毎年参加し、情報共有と協力関係の強化を図ってい
日中韓学術振興機関長会議（A-HORCs）を る。
また、アジア地域の共通課題となっている研究分野での若手研究者の参
実施し、諸外国の学術振興機関とのネットワ
加に重点を置き、相互ネットワークを深めることを目的とする共同シンポジウ
ークを強化・発展させたか。
ムを開催している。第 5 回となる今回は「食料科学」に関する各テーマについ

【国際研究支援ネットワークの形成において達成すべき成果】
・ 諸外国の学術振興機関との連携・協力強化の状況
・ 振興会事業経験者、海外研究連絡センターの活動を通じた国際研究支援ネットワークの拡大・強化の状況
・ 積極的な情報発信の状況
【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
H27
H28
H29
決算額（支出額）
7,622,879
従事人員数
28

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
多国間の学術振興機関ネットワークの強化・発展、振興会事業経験者の活動への支援、海外研究連絡センタ
ーの活動を通して、国際研究支援ネットワークを充実させる。

【（小項目）Ⅰ－３－２】

国際研究支援ネットワークの形成
① 諸外国の学術振興機関との連携
② 研究者ネットワークの強化
③ 海外研究連絡センターの戦略的展開
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 ASIAHORCs の共同事業として開催された若
手研究者育成を目的とするシンポジウム、
A-HORCs 参加機関間で実施された北東ア
ジアシンポジウム及び日中韓フォーサイト事
業を実施したか。

【25 年度評価】 項目別－47

◇日中韓フォーサイト事業
北東アジアシンポジウムの実施分野において公募を行い、新規採択 2 件を

（ⅲ）日中韓学術振興機関長会議（A-HORCs）
日本・中国・韓国の学術協力を中核としてアジアにおいてハイレベルの研
究活動を振興していくため、3 か国を代表する学術振興機関の長が、各国の
科学技術政策の動向や国際協力のあり方などについて直接対話を行うこと
を目的として、中国国家自然科学基金委員会（NSFC）、韓国研究財団（NRF）
とともに平成 15 年度より毎年開催している。
平成 25 年度は 9 月 27 日～28 日に中国（成都）において第 11 回日中韓学
術振興機関会議を開催し、日中韓 3 か国における「人材養成」について意見
交換を行った。
また、日中韓学術振興機関長会議において重要と認められた課題におい
て、日中韓 3 か国の研究者が一堂に会し、当該分野の最新情報を共有する
とともに、参加者間の国際共同研究開始へとつながるネットワークを構築す
ることを目的として、日中韓学術振興機関長会議と同時期に北東アジアシン
ポジウムを開催している。平成 25 年度は 9 月 23 日～24 日に中国（成都）に
おいて第 15 回シンポジウムを開催し、「高機能科学計算のための手法とモデ
リング」をテーマに 3 か国から 37 名の研究者が参加し、ネットワークの構築が
図られた。

◇第 5 回アジア学術振興機関長会議共同シンポジウム
シンポジウムテーマ
「食料科学」
期間
平成25年11月27～28日
開催場所
インドネシア（バリ）
日本、中国、インド、インドネシ
参加国
ア、韓国、マレーシア、フィリピ
ン、タイ（8 か国・56 名参加））

◇第 7 回アジア学術振興機関長会議
主催機関 インドネシア科学院（LIPI）
期間
平成25年11月27～28日
開催場所 インドネシア（バリ）
日本、中国、インド、インドネシア、韓国、マ
参加国
レーシア、フィリピン、タイ（8 か国）

ての報告と活発な議論が行われた。

「日中韓フォーサイト事業」については、終
了した課題について的確な観点のもと終了時

A-HORCsにおいて意見交換をすると共
に、同会議で重要と認められた課題について
北東アジアシンポジウムを行い、大きな成果
をあげている。日中韓3か国から37名の参加
者を集めて第15回北東アジアシンポジウムを
着実に実施したことで、日中韓フォーサイト事
業につながる研究者ネットワーク形成の機会
を提供したことは評価できる。
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（ⅴ）アフリカ学術振興機関長会議（Africa-HORCs）
我が国とアフリカ諸国との学術交流コミュニティを形成することを目的とし
て、日本・アフリカ間学術交流の活性化を図るため平成 25 年度から開始し、
「アフリカにおける科学技術動向」をテーマに、エジプト、ケニア、南アフリカ等
から学術振興機関長を招き、10 月に京都にて開催した。

 これまでの「科学技術研究員派遣支援シス
テム調査」の経験を活かし、我が国とアフリカ
地域諸国との学術交流コミュニティを形成す
るため、同地域の学術振興機関とのネットワ
ーク化を新たに図ったか。

【25 年度評価】 項目別－48

このほか、平成 20 年度から平成 24 年度まで実施した「科学技術研究員派
遣支援システム調査」について、外部有識者による事後評価が行われ、所期
の目標を超えた成果を挙げたと評価され、最高の S 評価が得られた。

（ⅳ）グローバルリサーチカウンシル（Global Research Council: GRC）
平成 24 年 5 月に米国国立科学財団（NSF）の提唱で設立された、世界各国
の学術振興機関の長が、各国共通の課題解決や、さらなる国際共同研究へ
の道筋を探ることを目的として議論を行うバーチャル・フォーラムであり、年次
会合及びその準備会合に位置づけられる地域会合が毎年開催されている。
振興会は設立当初から理事会メンバーとして参加しており、平成 25 年 5 月
28～29 日にドイツ研究振興協会（DFG）及びブラジル国家科学技術開発会議
（CNPq）の共催にてドイツ（ベルリン）で開催された年次会合では、活発な意
見交換の結果、「研究公正の原則に関する宣言」及び「学術論文のオープン
アクセス行動計画」が採択された。
また、平成 26 年度年次会合に向けた準備会合に位置づけられるアジア太
平洋地域会合は、「オープンアクセス」及び「Shaping the Future」をテーマと
し、11 月 18～19 日に韓国研究財団（NRF）とベトナム国立科学技術開発財団
（NAFOSTED）の共催にて韓国（済州島）で開催された。

 Global Research Council において、世界各国
の学術振興機関と各国共通の課題に係る認
識を共有するとともに、その課題解決に向け
た取組を進めたか。

含む 7 機関 11 交流を実施し、日中韓の枠組みで共同研究・セミナー・研究者
交流を行った。また、3 年度目の課題について終了時評価、採用期間を終了
した課題について事後評価を実施した。終了時評価については、「当初の目
標は想定通り達成されており、事業を継続させるべき」との高い評価を受け 2
年間の延長が決定した。事後評価については、2 課題ともに、「想定以上の
成果をあげており、当初の目標は達成された」との非常に高い評価を受け
た。評価結果については、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。

「科学技術研究員派遣支援システム調査」

エジプト、ケニア、南アフリカ等から学術振
興機関長を招き、振興会主催でアフリカ学術
振興機関長会議を開催し、アフリカ地域の学
術振興機関とのネットワーク化に取り組んだ
ことは評価できる。
TICAD 開催、アフリカへの科学技術外交な
ど、近年日本とアフリカとの関係は緊密にな
りつつある。このような背景を考慮すると
Africa-HORCs における JSPS のアフリカ地域
での学術研究の推進役としての役割が期待
される。

グローバルリサーチカウンシルについて
は、振興会理事長が理事会メンバーとして運
営に貢献するとともに、年次会合、アジア太
平洋地域会合に出席し、国際研究支援ネット
ワークの構築・強化に積極的に取り組んでお
り評価できる。
また、年次会合では、「研究公正の原則に
関する宣言」及び「学術論文のオープンアク
セス行動計画」が採択される等、各国共通の
課題解決のため、各国の学術振興機関と連
携して成果を挙げており、日本を代表する学
術振興機関として世界的な役割を果たしてお
り評価できる。

評価及び事後評価を行い高い評価を受けた
ほか、北東アジアシンポジウムの実施分野に
おいて公募を行い、新規採択2件を含む11件
の交流支援を行うことにより、日中韓３か国を
中核としたアジアにおける研究拠点の構築に
寄与したことは高く評価できる。
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・日本と海外との間での研究ネットワーク構築を支援するため、日本への留
学・滞在経験を有する海外の研究者との国際的な研究協力に関心を持つ日
本人研究者の情報を登録している留日経験研究者データベース
（Japan-Affiliated Research Community Network: JARC-Net）において約
1,510 名（平成 26 年 3 月末現在）の登録を得るとともに、登録者に対して各
種国際交流事業や会議開催案内などの情報提供を行い、交流機会の拡大
に努めた。

 日本への滞在経験を持つ諸外国の研究者
や、諸外国との研究協力に関心を持つ日本
人研究者等の情報を集めたデータベースを
運用し、登録者間のネットワーク強化に努め
たか。

開催件数
6件

【25 年度評価】 項目別－49

海外センター名
ワシントン

◇海外研究連絡センター主催シンポジウム等実績
諸外国の学術振興機関や大学等との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発信した。

・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
に、外国人研究者再招へい事業（BRIDGE Fellowship Program）を実施した。

 海外研究連絡センター等の協力を得なが
ら、新たに体制が整った研究者コミュニティ
の活動を支援したか。

③ 海外研究連絡センターの戦略的展開
 我が国の研究者や大学等研究機関の国際
的なネットワーク形成を支援する拠点として
の機能を果たす観点から、学術振興機関と
の関係構築、セミナー・シンポジウムの開
催、我が国の大学の海外展開の支援を行っ
たか。

・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 13 か国の
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）の支援に加え、新たにフィリピン同窓会設立（平成
25 年 11 月）の支援を行った。

② 研究者ネットワークの強化
 世界 13 か国において形成された研究者コミ
ュニティによる活動を支援し、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に
努めたか。

海外研究連絡センターにおいて現地の学
術振興機関や大学等と共催でシンポジウム
等を精力的に開催し、日本の最新の学術情
報を発信することで、センター設置国を中心
に新たな研究者ネットワークの構築に寄与し
たことは評価できる。

留日経験研究者データベースで 1,510 名の
登録者を得ることによって、過去の交流によ
り培われたネットワークの維持・強化を図ると
ともに、登録者に対して各種国際交流事業や
会議開催案内等の情報提供を行うことによ
り、新たな交流に結びつけ、ネットワーク強化
を図っていることは評価できる。
JSPS が進める研究者ネットワークの強化
は、研究者が国際共同学術研究を進める上
で有益な支援環境となりつつあるという点で
も評価できる。

外国人研究者再招へい事業等の実施も、
振興会事業を終えて帰国した研究者のネット
ワークの維持・強化に資するものであり、評
価できる。

既 存 の 13 か 国 の 研 究 者 コ ミ ュ ニ テ ィ
（JSPS 同窓会）が行うシンポジウム等の諸活
動を支援するとともに、フィリピン同窓会の立
ち上げに向けた支援も行い、平成 25 年度に
同国同窓会設立に至ったことは帰国した研
究者のネットワークを強化するものであり、評
価できる。

について、外部有識者による事後評価におい
て所期の目標を超えた成果としてS評価が得
られたことは、当該事業が高い成果を挙げた
ことを示すものであり、評価できる。
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 海外研究連絡センターについて、その必要
性や見直しの方向性が適切に検討されてい
るか。（平成 22 年度二次評価）

 我が国の大学の海外展開支援において海
外の学術動向や高等教育に係る情報を大学
関係者に提供することに加え、将来的な大
学の国際交流を担当する職員の育成を目的
として若手職員を対象に「国際協力員」として
海外実地研修を行う機会を提供したか。

 海外の学術動向や高等教育に関する情報
収集・調査については、海外研究連絡センタ
ー所在国・地域以外にも新たに対象範囲を
拡大したか。

【25 年度評価】 項目別－50

平成 22 年度に振興会内の大学国際化支援海外連携本部での検討を経
て、海外研究連絡センターが担うべき役割を以下の 6 項目に整理し、その観
点から全センターについて、改めてそれぞれの必要性を検証した。
（１）海外の学術振興機関との協議その他の連携による我が国の学術研究活

◇「国際学術交流研修」として国公私立大学の職員 12 名を海外研究連絡セ
ンターへ 1 年間派遣し、センター業務に従事させることにより、国際交流に
関する幅広い見識と高度な実務能力を有する事務系職員の養成を図っ
た。

◇ホームページ上で海外の学術動向や高等教育に係る情報を広く公開し
た。

◇海外の学術動向や高等教育に関する情報収集・調査の例
・サンフランシスコ研究連絡センターがブラジル、メキシコの対応機関、大
学等を訪問、現地の情報収集を行った。
・ボン研究連絡センターがトルコ、スイスにて現地の情報収集を行った。
・ストラスブール研究連絡センターがスペイン、イタリアで現地の情報収集
を行った。

◇大学等海外活動展開協力・支援事業として、12 大学等が 4 研究連絡センタ
ー（サンフランシスコ、ロンドン、北京及びカイロ）を海外事務所として利用
し海外拠点活動を展開した。

サンフランシスコ
3件
ボン
2件
ロンドン
5件
ストックホルム
7件
ストラスブール
2件
バンコク
4件
北京
2件
カイロ（※）
0件
ナイロビ
4件
計
35 件
※カイロについては、平成 23 年 1 月のエジプト革命以降政情や治安が不安定
であったためセンター主催のシンポジウムは開催できなかったが、同国内に
事務所を開設している九州大学と共同でサイエンスカフェを実施した。

平成 22 年度の検討結果を踏まえ、各セン
ターの役割と必要性について多角的な検討
を行い、現在の設置数や設置地域等につい
て適切との判断をした上で、より効率的・効果

また、大学等海外活動展開協力・支援事
業として、日本の大学等に複数の海外研究
連絡センターの利用を提供していることは評
価できる。
さらに、海外の学術動向や高等教育に関
する情報収集・調査について、各センターが
センター所在国・地域以外に関しても活発に
情報収集を行っていることは評価できる。
加えて、センターの活動によって得た海外
の学術動向や高等教育に係る情報をホーム
ページ等を通じ広く公開し積極的な情報発信
を行うとともに、各センターにおいて「国際学
術交流研修」により将来大学の国際交流を担
う若手大学等職員に実地研修を行ったことは
評価できる。国公私立大学の職員に対する
国際学術交流研修は、研修者の研修報告書
から見ても、JSPS が人材育成に多大な貢献
をし、研修生を派遣した大学の国際化に大い
に役立っていることが明らかである。

63

【25 年度評価】 項目別－51

動の促進
（２）研究者招へい事業その他の振興会事業の海外における実施による振興
会の国際交流事業の円滑化
（３）海外に拠点を持つ大学等との連携や、大学の海外活動拠点の構築、大
学職員の海外研修の実施等を通じた我が国の大学等の海外活動展開へ
の協力・支援
（４）日本人研究者も含めた現地の研究者のネットワーク構築とそのフォロー
アップ活動による我が国の学術研究水準の向上
（５）シンポジウムの実施等による我が国の学術情報の発信や海外の学術動
向などに関する情報収集
（６）所在国・地域における地域研究拠点として、地域研究等を海外で行う研
究者の支援
その結果、現在の運用（設置数、設置地域、活動内容等）が適切であるこ
とを確認するとともに、効率的・効果的な運営の観点から、同一地域に所在
する他法人施設との共用化等により効率化が期待できるセンターについて
は、その実現方策について検討することとした。
そうした結果を踏まえ、10 センター中 6 センターにおいて 15 機関と施設の
共用や共同利用を行った。
・ワシントン：科学技術振興機構
・サンフランシスコ：東京理科大学、東京工業大学
・ロンドン：慶應義塾大学
・バンコク：日本学生支援機構、宇宙航空研究開発機構
・北京：東北大学、千葉大学、東京農工大学、神戸大学、新潟大学、筑波
大学、城西大学、女子美術大学
・カイロ：上智大学
また、活用状況や所在地の交通事情、費用対効果等の観点から見直し
を行った結果、ワシントンにおいて、従来保有していた車両 2 台のうち 1 台を
売却した。

的な運営の観点から同一地域に所在する他
法人事務所との共用化を進め、結果として 10
センター中 6 センターにおいて 15 機関と施設
の共用や共同利用を行うなどの見直しが図
られていることは高く評価できる。
また、海外研究連絡センターのミッションが
明確に策定されたことは、JSPS の海外業務
の成果の向上と効率化の促進に繋がると考
えられ、高く評価できる。
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世界的頭脳循環の推進とグローバルに活躍する若手研究者の育成
① 若手研究者への国際的な研鑽機会の提供
② 諸外国の優秀な研究者の招へい

【25 年度評価】 項目別－52

H27

分析・評価

H26

S

S

H28

H29

かねてから定評のある HOPE ミーティング
ではあるが、6 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アフリカ地域
の 106 名の大学院生等が参加し、講演・討
議・ポスター発表等を通じて活発な意見交換
を行うとともに、合宿形式により研究者間の
交流の深化が図られ、将来の研究リーダー
同士のネットワークの構築へ寄与したことは
高く評価できる。
日本側参加者は公募により選考し、HOPE
ミーティング運営委員会にて書面審査及び最
終的な参加者を決定したことで、公正さ、透

S

外部評価

（単位：千円）
（単位：人）

S

H25

【外部評価評定】

自己点検
評価

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績
① 若手研究者への国際的な研鑽機会の提
平成 19 年度より、アジア地域の科学研究の将来を担う人材育成と相互ネ
供
ットワーク構築を目的とし、地域内から選抜された大学院生・若手研究者がノ
○HOPE ミーティング
 ノーベル賞受賞者等の著名研究者とアジア ーベル賞受賞者や参加者同士の交流を通じ、研究者として飛躍する機会を
太平洋アフリカ地域の大学院博士課程学生 提供するために開催している。
第 6 回 HOPE ミーティングは、物理学、化学、生理学・医学及び関連分野を
が参加する合宿形式の会議を開催し、若手
研究者に国際的環境でのリーダーシップを 対象分野に開催した。小林誠運営委員長を始めとする 6 名のノーベル賞受
身につけさせることを目的として、将来の研 賞者及び 2 名の著名研究者と 106 名の参加者による講演・討議、参加者によ
究リーダー同士のネットワークを作る機会を るポスター発表等が行われ、活発な質疑応答・意見交換がなされた。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
提供したか。
 審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確保 られ、相互ネットワークの構築へと繋がった。
は図られているか。
○第 6 回 HOPE ミーティング

【世界的な頭脳循環の推進とグローバルに活躍する若手研究者の育成において達成すべき成果】
・ 若手研究者に対する国際的な研鑽機会の提供の状況
・ 外国人研究者の招へいのための事業の統合・メニュー化の状況
・ 審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確保は図られているか。
【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
H27
H28
H29
決算額（支出額）
7,622,879
従事人員数
28

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
① 世界的な頭脳循環の推進とグローバルに活躍する人材を育成するため、若手研究者の海外派遣など国際的な研
鑽を積む機会の提供を行う。
② 様々なキャリアステージにある優秀な外国人研究者の招へいなどの取組を行う。また、外国人研究者の招へいを目
的とする、外国人著名研究者招へい事業、外国人招へい研究者事業（長期・短期）、外国人特別研究員事業（一
般、欧米短期、サマー・プログラム）については、業務の効率化を図る観点から統合・メニュー化する。

【（小項目）Ⅰ－３－３】

【自己点検評価評定】
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○先端科学シンポジウム事業
 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を実施し
たか。
 審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確保
は図られているか。

平成 26 年 3 月 11 日～15 日
東京都港区
小林誠、ブライアン・シュミット、白川英樹、マーティン・チャ
ルフィー、根岸英一、リチャード・ロバーツ他
日本、オーストラリア、バングラデシュ、中国、エジプト、イン
ド、インドネシア、イスラエル、韓国、マレーシア、ニュージ
ーランド、フィリピン、シンガポール、南アフリカ、台湾、タ
イ、ベトナム、モンゴル、ケニア
(19 か国・地域から 106 名参加（いずれも過去最多）)

【25 年度評価】 項目別－53

○日仏先端科学（JFFoS）シンポジウム
日程：平成 26 年 1 月 24 日～26 日
開催場所：フランス・メッス
参加者数：日本 35 名、フランス 35 名（計 70 名）

○日独先端科学（JGFoS）シンポジウム
日程：平成 25 年 11 月 1 日～3 日
開催場所：京都
参加者数：日本 30 名、ドイツ 29 名（計 59 名）

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し、ドイツ・フンボルト財団、フランス・CNRS との共催で 2
件の先端科学シンポジウムを実施し、130 名程の若手研究者が参加した。
ドイツとのシンポジウム参加者を対象に行ったアンケートにおいて回答者
の 9 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、8 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挙げた。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も 8 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。
また、先端科学シンポジウム事業委員会を 3 回開催し、事業の運営につい
ての検討や公募による候補者も含めた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
向上を図った。

参加国・数

講演者

期間
開催場所

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次世代を担う
参加者間の交流を深めることができるよう、
相手国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 9 割以上がシンポジウムの構成を高く評価
した。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た
ことは高く評価できる。
参加者の選考にあたっては公募を行い、
推薦の候補者も含めて先端科学シンポジウ
ム事業委員会にて最終的な参加者候補を決
定し、公正さ、透明性、信頼性の確保が十分
図られたことは高く評価できる。

明性、信頼性の確保が十分図られたことは
高く評価できる。
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② 諸外国の優秀な研究者の招へい
○外国人特別研究員事業
 多様な国からの招へいを着実に図ったか。
 戦略的に重要な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、海外対応機関との連携や海外研究
連絡センターを通じた積極的な広報活動等
を通じて、優秀な若手研究者の確保に努め
たか。
 新たに外国人研究員・教員の我が国の大学
等への定着を促す取組を実施したか。
 審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確保
は図られているか。

○国際的な会議等への若手研究者の参加支
援
 国際経験を培うべく、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
究者の参加を支援したか。
 審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確保
は図られているか。

外国人特別研
究員（一般）
外国人特別研
究員（定着促
進）
外国人特別研
究員（欧米短
期）
外国人特別研
究員（戦略的ﾌﾟ
ﾛｸﾞﾗﾑ）
外国人特別研
究員（ｻﾏｰ･ﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ）
19

96

-

-

26

259

-

-

-

-

37.1%

73.1%

10.7%

採用率

113

8

76

-

95

海外
推薦

【25 年度評価】 項目別－54

250

採用数

2,344

申請数

国内公募

◇平成 25 年度外国人研究者招致採用実績（単位：人）
申請・採用状況

会議名：第 63 回リンダウ・ノーベル賞受賞者会議
対象分野：化学
開催期日：平成 25 年 6 月 30 日～7 月 5 日
開催場所：ドイツ・リンダウ

113

8

152

18

304

113

8

235

18

854

受入実績
総滞
新規来
在者
日実績
数*1
数

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した。日本人参加者候補
の選考については、国際事業委員会で審査を行った。日本人若手研究者 12
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、8 割以上が学術的な視野が広
がったと回答し、また、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。

多様な国（77 ヶ国）から、様々なキャリアス
テージの外国人研究者を我が国の多様な受
入機関（156 の大学等）に招へいする事業とし
て、外国人特別研究員事業を実施し、多様な
招へい方法により、大学等のニーズに即した
効果的な研究者養成を図ったことは評価でき
る。
海外対応機関との連携のもと、戦略的に
重要な特定の欧米諸国から優秀な若手研究
者を招へいする外国人特別研究員事業（戦
略的プログラム）を開始し、米国から 8 名の優
秀な若手研究者を招へいしたことは評価でき
る。
外国人研究員・教員の我が国の大学等へ
の定着を促す取組として、外国人特別研究員
事業（定着促進）を開始し、事業終了後も引
き続き受入研究機関で常勤として研究、教育
に従事することを希望する 18 名の研究者を
招へいしたことは評価できる。
国内公募分の選考にあたっては、特別研
究員等審査会において適正、公平な審査に

HOPE ミーティング、FoS シンポジウム、リン
ダウ・ノーベル賞受賞者会議への若手研究
者派遣事業は、将来が期待できる若手研究
者に対して、彼らの学術研究への強い意欲を
更に掻き立てる力を賦与しているという点で
評価できる。

12 名の日本人若手研究者によるリンダウ・
ノーベル賞受賞者会議への参加を支援し、国
際経験に富み学術の将来を担う優秀な若手
研究者を育成したことは評価できる。
参加者の選考にあたっては公募を行い、
国際事業委員会にて参加者候補を決定した
ことで、公正さ、透明性、信頼性の確保が十
分図られたことは高く評価できる。
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【25 年度評価】 項目別－55

・計 77 の国・地域から、計 1,228 名の外国人研究者を招へいした。
・海外対応機関との連携のもと、戦略的に重要な特定の欧米諸国から優秀
な若手研究者を招へいする外国人特別研究員事業（戦略的プログラム）を
開始し、欧米諸国からの若手研究者確保により一層努めた。
・外国人研究員・教員の我が国の大学等への定着を促す外国人特別研究員
事業（定着促進）を開始した。

◇外国人特別研究員事業（一般／定着促進／欧米短期／戦略的プログラム
／サマー・プログラム）実績
地域別受入実績
地域
受入実績
割合（％）
（人）
アジア
492
44
オセアニア
41
4
アフリカ
41
4
ヨーロッパ
465
38
ロシア＆NIS
21
2
北米
151
7
中南米
17
1
合 計
1,228
100

*1 総滞在者数：前年度からの継続滞在者を含む。著名研究者については延べ人数
*2 著名研究者来日実績のうち、2 名は平成 23 年度採用者、2 名は平成 24 年度採用者

外国人招へい
研究者（長期）
外国人招へい
研究者（短期）
外国人招へい
研究者（短期
Ｓ）
著名研究者招
へい

努め、採用結果の情報をホームページにて
公開し、透明性・信頼性の確保に努めている
ことは、評価できる。
外国人研究者を日本の研究機関に定着さ
せる JSPS の戦略・戦術は理解できるが、日
本の大学の研究者雇用形態の改善を求める
努力と連携・並行して行うことが期待される。
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【25 年度評価】 項目別－56

・アジア・アフリカ諸国等の論文博士号取得希望者 129 人に対して学位取得
のための研究に必要な支援を着実に実施した。
・選考にあたっては、特別研究員等審査会において適正、公平な審査に努
め、採用結果の情報をホームページにて公開し、透明性・信頼性の確保に
努めた。

アジア・アフリカ諸国等の論文博士号取得
希望者 129 人に対して学位取得のための研
究に必要な支援を着実に実施したことは評価
できる。

◇論文博士号取得希望者への支援事業実績
申請者数
21 ヶ国 83 人
新規採用者数
26 人(2 人)
計 129 人
継続者数
103 人
5 年前（平成 21 年度）に新規採択された者のうち、
学位取得状況
70％以上が平成 25 年度までに博士号を取得。
注）（ ）内は採用後の辞退者数（外数）

○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
する事業を実施したか。
 審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確
保は図られているか。

選考にあたっては、特別研究員等審査会
において適正、公平な審査に努め制度の趣
旨が徹底されてきているほか、採用結果の情
報をホームページにて公開し、透明性・信頼
性の確保に努めていることは、高く評価でき
る。
基本的に論博事業の評価は予定期間内で
の学位取得の可否によって行われている。支
援期間内の学位取得率を上げるため制度改
革が実施され、その後の採用者が支援期間
（3 年間）終了を迎える 26 年度の成果が期待
される。論博事業の真の評価は、日本で学位

57 の国・地域から 376 人の優れた研究業
績を有する外国人研究者を招へいし、討議や
意見交換等の機会を提供することによって、
我が国の学術研究の推進及び国際化に寄与
したことは評価できる。
外国人著名研究者招へい事業を、平成 25
年度から外国人招へい研究者事業に統合
し、事業実施の効率化と利便性の向上を図っ
たことは評価できる。
国内公募分の選考にあたっては、特別研
究員等審査会において適正、公平な審査に
努め、採用結果の情報をホームページにて
公開し、透明性・信頼性の確保に努めている
ことは、評価できる。
外国人研究者の招へい事業は、全体とし
て、日本の学術研究の推進に貢献しているこ
とは言うまでもないが、本事業への申請数が
多いこと、およびアンケート結果から、外国人
にとっても有意義であることが明らかである。

・優れた研究業績を有する外国人研究者を計 57 の国・地域から 376 人招へ
いし、我が国の大学等研究機関に対し、討議や意見交換、講演等の機会を
提供した。
・外国人著名研究者招へい事業については、平成 25 年度から外国人招へい
研究者事業に統合して「外国人招へい研究者（短期 S）」として実施すること
で、申請の効率化と事業実施に際する利便性の向上を図った。
・国内公募分の選考にあたっては、特別研究員等審査会において適正、公
平な審査に努め、採用結果の情報をホームページにて公開し、透明性・信
頼性の確保に努めた。

○外国人招へい研究者事業
 優れた研究業績を有する外国人研究者を
招へいし、討議や意見交換、講義等の機会
を与えたか。
 外国人招へい研究者事業と外国人著名研
究者招へい事業との統合・メニュー化を図
り、効率化に努めたか。
 審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確
保は図られているか。
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S 評定の根拠（A 評定との違い）

○世界的な頭脳循環の推進とグローバルに
活躍する若手研究者の育成において達成
すべき成果
・審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確保
は図られているか。

○招へい研究者への交流支援
 長期来日研究員に対し、研究者国際交流セ
ンターにおいてオリエンテーションを来日直
後に実施するとともに、日本語研修支援等
を行い日常生活面においても支援を行った
か。
 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
目的に、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・ダイアログ事業を
実施したか。
 審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確
保は図られているか。
参加人数
27 人
30 人
28 人
31 人
14 人
130 人

【25 年度評価】 項目別－57

公募事業では、国際事業委員会等において書面審査及び合議審査による
競争的な環境の下で厳正な審査を行った。書面審査員の名簿は任期終了後
に、合議審査を行う国際事業委員会委員の名簿は任期中から本会ホームペ
ージで公開し、審査の透明性確保に努めた。加えて、審査の公正性の向上を
一層図るべく、学術システム研究センターを活用して書面審査結果の分析・
検証を行い、その結果を翌年度の書面審査員選考に反映させた。
評価（中間評価・終了時評価・事後評価）を実施した事業については、その
結果を本会ホームページで公開した。

◇サイエンス・ダイアログ
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 160 回（対前年度 35 回
増加）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。
なお、本事業では審査・評価は行っていない。

◇オリエンテーションの実施日と参加人数実績
実施日
平成 25 年 8 月 26 日～28 日（3 日間）
平成 25 年 11 月 11 日～13 日（3 日間）
平成 25 年 12 月 24 日～26 日（3 日間）
平成 26 年 1 月 27 日～29 日（3 日間）
平成 26 年 2 月 24 日～26 日（3 日間）
延べ参加者数

・研究者国際交流センターにおいて、来日直後の研究者に対し、年 5 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。

書面及び合議による重層的な審査を行うと
ともに、審査員名簿の公開や書面審査結果
の分析・検証によって審査の透明性・公正性
の向上に努めたことは審査の信頼性に資す
るものであり、評価できる。

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 160
回（対前年度 35 回増加）実施し、次第に定着
していることが伺えるほか、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
に貢献したことは高く評価できる。

来日直後の外国人研究者に対するオリエン
テーションの実施や、生活ガイドブックの作
成・配布及び日本語研修の支援は、日本で
の円滑な研究生活の開始に大きく資するもの
であり、評価できる。

を得た研究者の優れたキャリアパスで示され
ると考えられる。このため、日本の学位を取
得し帰国した研究者にもキャリアパス調査を
行うことについて検討を期待する。
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【25 年度評価】 項目別－58

【定性的根拠】
若手研究者の研鑽のため、多様なプログラムを実施していることは高く評価できる。特に、HOPE ミーティングにおいて参加者の対象国・地域を当初のアジア太平洋地域か
らアフリカ地域まで拡大させつつ、将来の研究リーダーと目される若手研究者に、ノーベル賞受賞者や他の参加者との交流を通じた研鑽とネットワーク構築の機会を提供して
いることは、高く評価できる。
学術研究の発展と展開のカギの一つは国際化である。この点を考えると、成果を目に見えるように示すことは困難であるが、外国人研究者の招へい事業は、日本の学術
研究の推進に多大に寄与していることは間違いない。JSPS が多様かつグローバルな研究者の育成に取り組んでいることは高く評価されるべきである。

【定量的根拠】
「若手研究者への国際的な研鑽機械の提供」のうち、HOPE ミーティングにおいては 19 か国・地域から 106 名の参加（いずれも過去最多）を集めて、アジア太平洋アフリカ地
域における将来の研究リーダー同士のネットワーク構築に大きく寄与したほか、先端科学シンポジウム事業においては参加者の 9 割以上からシンポジウムの構成について高
い評価を得たことは、研鑽機会の提供以上の成果を挙げたものとして高く評価できる。さらに、サイエンス・ダイアログを 160 回（対前年度比で 35 回増）にわたり実施したこと
は、高校生等の科学や国際社会への関心を深めるために多大な努力を傾注したものであり、高く評価できる。
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研究者の養成
① 大学院博士（後期）課程学生や博士の学位を有する者等への支援
② 優れた若手研究者の顕彰

【（小項目）Ⅰ－４－１】

実績

【25 年度評価】 項目別－59

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準

S

S

H25

【外部評価評定】

S

S

―

H27

分析・評価

H26

【自己点検評価評定】

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
・次世代の人材の育成のため、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実施す
ることにより、優秀な学術の研究者を養成する。
自己点検
・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
評価
まえ、計画的・継続的に優れた研究者を養成・確保し、研究者としてのキャリアパスの確立に努める。その際、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、若手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。
外部評価
・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、公正性を確保し、目的や対象者層等
に応じた優れた研究者等を的確に見極め、厳正に選考を行う。
【研究者の養成において達成すべき成果】
・ 審査・評価の公正さ、透明性、信頼性
・ 特別研究員の進路状況
・ 博士課程在学時以外の場所で研究する特別研究員の状況
【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
H27
H28
H29
決算額（支出額）
21,452,840
（単位：千円）
従事人員数
32
（単位：人）

次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上

【（中項目）Ⅰ－４】

H28

H29
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 研究者養成の観点から、創造性に富み優れ
た研究能力を有する若手研究者や大学院博
士課程学生に対する顕彰事業を計画的・継
続的に実施したか

○研究者の養成
 大学院博士（後期）課程学生や博士の学位
を有する者等のうち優れた研究能力を有す
る若手研究者に一定期間資金を支給し、自
由な発想のもとに主体的に研究課題等を選
びながら生活の不安なく研究に専念できる環
境を整備するため、特別研究員事業を計画
的・継続的に実施したか。

 実施に当たり、第一線で活躍する若手研究
者も含む人材育成企画委員会を置き、人材
育成に係る諸課題についての検討を踏ま
え、より効果的・効率的な実施に努めたか。

次世代の人材育成と大学の教育研究機能の
向上
 我が国の学術研究を担う優秀な人材を育成
するため、優れた若手研究者に対する経済
的支援や海外で研鑽を積むことができる環
境の整備等に取り組む諸事業を実施した
か。

【25 年度評価】 項目別－60

◇第 10 回 日本学術振興会賞の推薦・受賞状況
推薦要項発送
候補者数
受賞者数
割合
数
3,609 機関
383 人
25 人
6.5％

・創造性に富み優れた研究能力を有する若手研究者を顕彰する日本学術振
興会賞、及び将来、我が国の学術研究の発展に寄与することが期待される
優秀な大学院博士後期課程学生を顕彰する日本学術振興会育志賞を実施
した。

・大学院博士（後期）課程学生や博士の学位を有する者等のうち優れた研究
能力を有する若手研究者を特別研究員として計画的、継続的に採用して研
究奨励金を支給し、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した。

・第一線で活躍する若手研究者も含む人材育成企画委員会を設置し、平成
25 年度においては委員会を 4 回開催した。

・我が国の学術研究を担う優秀な人材を育成するため、優れた若手研究者
に対する支援として、特別研究員事業及び海外特別研究員事業を実施し
た。
◇平成 25 年度中の採用数
事業名
採用数
うち新規数
特別研究員
5,925 人
2,598 人
海外特別研究員
441 人
192 人
（参考）平成 24 年度中の採用数
事業名
採用数
うち新規数
特別研究員
5,848 人
2,520 人
海外特別研究員
412 人
178 人

創造性に富み優れた若手研究者への顕彰
として、第 10 回日本学術振興会賞及び第 4
回日本学術振興会育志賞を計画的・継続的
に実施しており評価できる。

大学院博士（後期）課程学生や博士の学
位を有する者等のうち優れた研究能力を有
する若手研究者に、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機会を与えるため、特別
研究員事業を計画的、継続的に実施しており
評価できる。

第一線で活躍する若手研究者も含む人材
育成企画委員会を設置し、人材育成に係る
諸課題、特に特別研究員制度等について議
論を開始したことは評価できる。
若手研究者を含む人材育成企画委員会を
設置し、事業の改善方策などの検討を行った
ことは評価できるが、今後この委員会での議
論がより効率的な制度運営につながっていく
成果を生むことを期待したい。

特別研究員及び海外特別研究員事業につ
いては、優秀な研究者を養成するため、適切
な選考・審査を実施するとともに、支援対象
者 6,366 人（1.7％増）に対し円滑に資金を支
給しており評価できる。
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 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

 学術研究分野における男女共同参画を推進
する観点を踏まえ、出産・育児により研究を
中断し研究現場復帰を希望する優れた若手
研究者を特別研究員 RPD として採用し、研
究奨励金を支給したか。

 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-DC」
「特別研究員-PD」として、また世界最高水準
の研究能力を有する若手研究者を養成・確
保するため、PD 採用者のうち特に優れた者
を「特別研究員-SPD」としてそれぞれ採用
し、研究奨励金を支給したか。

① 大学院博士（後期）課程学生や博士の学
位を有する者等への支援
 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したか。

 学術研究分野における男女共同参画を進め
るため、出産・育児に配慮した取組を推進し
たか。

5
2,587

3,327

35

3

94
1
584

11

16

0

11

※401

－

－

1,899

7

20

3,442

0
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【25 年度評価】 項目別－61

注：
・特別研究員-SPD…ＰＤ申請者のうち、特に優れた者
・特別研究員-PD… 博士の学位取得者等
・特別研究員-DC1…博士課程（後期）第 1 年次に在籍する者等
・特別研究員-DC2…博士課程（後期）第 2 年次以上に在籍する者等
・特別研究員-RPD…出産・育児により研究活動を中断した者
・特別研究員-グローバル COE…グローバル COE 拠点の博士課程（後期）在
学者

ｸﾞﾛｰ
ﾊﾞﾙ
COE
合計

RPD

◇特別研究員の採用状況（単位：人）
平成 24 平成 25
採用期 次年度
年度か 年 度 新 中 途 採 中 途 辞 資 格 変
間満了 への継
資格
退者数
更者数
ら の 継 規 採 用 用者数
続者数
者数
数
続者数
SPD
22
15
0
9
－
7
21
PD
839
495
0
304
401
634
797
DC1
1,340
815
0
80
▲66
532
1,477
DC2
1,029
1,222
0
174
▲335
699
1,043

・学術研究分野における男女共同参画を進めるため、特別研究員事業にお
いては、出産・育児に伴う中断及び延長の取扱を実施するとともに、出産・
育児により研究を中断し研究現場復帰を希望する優れた若手研究者を特
別研究員-RPD として採用した。

◇第 4 回 日本学術振興会 育志賞の推薦・受賞状況
推薦要項発送
候補者数
受賞者数
割合
数
2,798 機関
130 人
18 人
13.8％

学術研究分野における男女共同参画を進
めるため、出産・育児に伴う中断及び延長の
取扱を実施するとともに、出産・育児により研
究に十分な時間を割けない者や、採用中断
から本格的再開に向けて短時間の研究継続
を希望する者には採用中断期間中に「研究

特別研究員事業については、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ため、適切な選考・審査
を実施し、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
-DC、特別研究員-PD として、また PD 採用者
のうち特に優れた者を特別研究員-SPD とし
て、出産・育児により研究を中断し研究現場
復帰を希望する優れた若手研究者を特別研
究員-RPD として、さらにグローバル 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 として計画的、
継続的に採用し、研究奨励金を円滑に支給
しており評価できる。

特別研究員事業においては、出産・育児に
伴う中断及び延長の取扱を実施するととも
に、出産・育児により研究を中断し研究現場
復帰を希望する優れた若手研究者を特別研
究員-RPD として採用しており、学術研究分
野の男女共同参画に資するものとして高く評
価できる。
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 特に自然科学系の女性研究者の比率を将
来的に高くするため、更なる女性研究者の申
請者の増加を促すような取組等について検
討したか。（JSPS 部会（年度／2 期））

 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したか。また、出産
育児による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
を支給する取扱いを実施したか。

ル COE）に対し研究奨励金を支給したか。

受賞者数

【25 年度評価】 項目別－62

・平成 25 年度を含む過去 5 年間の特別研究員の申請・採用状況について、
領域別に加え男女別の人数をホームページで公表した。
・大学等で開催した申請希望者を対象とする特別研究員事業に関する説明
会において、学術研究分野における男女共同参画を進める観点から、女性
研究者の申請を奨励している旨を説明し、特別研究員-RPD の趣旨や実施
状況の周知とともに、PD、DC も含む各資格・領域別の女性研究者の申請・
採用状況、特別研究員採用中の出産･育児に伴う中断･延長の取扱等につ
いて丁寧に紹介するなど、女性研究者からの申請を促進するための広報を
実施した。

◇出産・育児に伴う中断及び延長の取扱数
うち研究再開準備支援
資格等
中断・延長者数
※取得者数
SPD,PD,DC, ｸ ﾞ ﾛ
66 人
15 人
ｰﾊﾞﾙ COE
RPD
18 人
7人
合計
84 人
22 人
※中断期間中に研究奨励金の半額を支給

6
20
15
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うち特別研究員採用経験者

平成 26 年度文部科学大臣表彰
96
若手科学者賞
第 10 回日本学士院学術奨励賞
6
第 10 回日本学術振興会賞
25
第 4 回日本学術振興会育志賞
18
＊育志賞の 15 人は平成 25 年度特別研究員採用中の者である。

賞の名称

・平成 25 年度若手研究者を対象とした賞に以下のとおり特別研究員採用経
験者が受賞した。
○特別研究員採用経験者の受賞実績

注：
資格変更者数欄は、DC から PD への資格変更者数。
（※合計欄は実変更者数）
中途辞退者数は、平成 26 年 3 月 31 日現在の数。

特別研究員の過去 5 年間の申請・採用状
況について、男女別の人数をホームページで
公表するとともに、特別研究員事業に関する
説明会においては、特別研究員-RPD の実施
状況、PD、DC も含む各資格・領域別の女性
研究者の申請・採択状況、特別研究員採用
中の出産･育児に伴う中断･延長の取扱等に
ついて丁寧に紹介するなど女性研究者から
の申請を促進するための着実な取組が実施
されており高く評価できる。

再開準備支援」として研究奨励金の半額を支
給する取扱を実施しており、男女共同参画に
資する取組として高く評価できる。
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・特別研究員事業においては、学術システム研究センターに設置したワーキ
ンググループにおいて、特別研究員制度の在り方に関する検討の結果等を
基に、「特別研究員制度の改善について」をとりまとめるなど事業の改善の
検討を行った。

 現在実施している博士後期課程在籍者への
支援に加え博士前期課程（修士課程）在籍
者への支援を開始すること、優秀な博士号
取得者に世界トップレベルの研究室で研究
する機会を提供すること、振興会が実施する
研究者養成のための援助事業等に関し、若
手研究者の意向を踏まえて制度設計に反映
させること等について検討したか。（外部評
価（年度／2 期））

【25 年度評価】 項目別－63

・第一線で活躍する若手研究者を含む人材育成企画委員会を設置し、平成
25 年度においては委員会を 4 回開催した。

・「特別研究員制度の改善の方向性について」をホームページに公表して広く
意見を募集した結果や学術システム研究センターに設置したワーキンググ
ループにおける特別研究員制度の在り方に関する検討の結果を基に、「特
別研究員制度の改善について」をとりまとめた。それを受け、特別研究員
PD、SPD、RPD（以下「PD 等」と言う）の受入環境の充実に向けた周知・要請
などの一部の改善策について、平成 27 年度採用分の募集要項に反映し
た。なお、PD 等については、平成 26 年度公募要項より、特別研究奨励費以
外の科研費の一部研究種目への応募を可能とした。また、特別研究員 PD、
DC の年齢制限の廃止に伴い多様な研究者からの申請を受け付けた。

 平成 25 年 3 月にまとめた報告書「特別研究
員制度の改善の方向性について」の提言の
実現に向け具体的な取組を行ったか。
（JSPS 部会（年度／2 期））

第一線で活躍する若手研究者も含む人材
育成企画委員会を設置し、人材育成に係る
諸課題、特に特別研究員制度等について議
論を開始したことは評価できる。

平成 24 年度にまとめた報告書「特別研究
員制度の改善の方向性について」をホームペ
ージに公表して広く意見を募集し、学術シス
テム研究センターに設置したワーキンググル
ープにおいてその結果も参考とし、「特別研
究員制度の改善について」をとりまとめるとと
もに、受入環境の充実に向けた周知・要請、
科研費の応募制限緩和、年齢制限の廃止が
実施されるなど、着実に制度改善が図られて
おり高く評価できる。
また、近年、PD への申請者数が毎年 100
名以上減少し続けており、このまま減少傾向
が続けば、数年後優秀な人材の採用に問題
が生じることが心配されるが、JSPS が学術シ
ステム研究センターの主任研究員会議での
意見聴取や申請データの分析等により減少
傾向の背景調査を実施し、対応を行っている
ことは高く評価できる。「特別研究員制度の
改善について」に基づいた対応により平成 26
年度申請分の申請者数が 567 名増えたこと
はこのことを反映しており、制度の見直しが
現状を十分考慮し、適切に行われている。
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学術システム研究センターの機能を活用
し、ワーキンググループにおいて、若手研究
者の主体性を重視し、目的や対象者層に応
じて募集要項や審査方針等について検討が
行われるとともに、審査方針や審査方法、書
面審査セット等をホームページ上で公開し、
審査結果については、個別審査項目の評
価、総合評価のＴスコアや不採用者の中のお
およその順位について、書面審査で不採用と
なった申請者本人に開示するなど、情報の開
示に努めていることは高く評価できる。
「特別研究員等審査会」の審査委員につい
ては、学術システム研究センターにおいて専
門的見地から候補者が検討され、その候補
者名簿案を基づき「特別研究員等審査会委
員等選考会」において審査委員が選考される

・学術システム研究センターに設置したワーキンググループにおいて、特別
研究員の募集要項や審査方針等について若手研究者の主体性を重視し、
目的や対象者層に応じた検討が行われるとともに、審査の透明性を確保す
る観点から、審査方針や審査方法、書面審査セット等をホームページ上で
公開した。

・「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）については、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、「特別研究員等審査会委員等選考会」において、委員（55
名）・専門委員（約 1,800 名）を選考した。なお、選考の過程においては、各

・学術システム研究センターの機能を活用し、
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等を検討するととも
に、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したか。

・審査委員の選考について、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が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」において選考し、その際に女性の登

【25 年度評価】 項目別－64

書面審査委員に対しては、審査の手引等
により基準及び評価の方法等の周知がなさ
れるとともに、面接審査においても、面接審
査の手引きにより、面接後の合議審査の手
順を明確化し、精度の高い選考がなされ、公
正公平な審査体制が維持されており評価で
きる。

「特別研究員等審査会」の審査において
は、学術システム研究センターにおいて検討
を経た審査方針に基づき、書面審査、合議審
査及び面接審査により、適切な審査が行わ
れるとともに、審査領域に新たに「総合」を追
加して領域横断的な研究に対応した審査が
実施され、特別研究員-PD, DC の面接審査
においてはプロジェクターを用いた説明を導
入するなど、審査の改善も着実に実施されて
おり高く評価できる。

・公平で公正な審査体制を維持するため、書面審査委員に対して、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、面接審査の手引きにおいては、研究室移動要件に係る審査の手順や
面接終了後の合議の手順を明確化することにより、精度の高い選考、評価
を実施した。

・平成 26 年度採用分の特別研究員等の選考については、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 13 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った。なお、平成 26 年度採用分特別研究員の審査
においては、審査領域に「総合」を追加して審査を実施し、領域横断的研究
に対応する審査の充実を図った。また、特別研究員-PD, DC の面接審査に
おいて、プロジェクターを用いた説明を新たに導入した。

 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委
員への周知、面接後の合議審査により精度
の高い審査を実施したか。

○審査の適切な実施
 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・面接審査を効果的に活用して
審査を実施したか。
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 特別研究員等審査会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、審査委員の選考や審査体
制等の改善に反映させたか。

○事業の評価と改善
 採用期間終了後の進路状況調査を行い、支
給の効果等について確認するとともに、調査
結果をホームページ等で国民に分かりやす
い形で公表したか。

・書面審査不採択者に対し、詳細な評価結果
を開示したか。

用に配慮したか。

【25 年度評価】 項目別－65

・特別研究員等審査会の審査結果について、学術システム研究センターの
研究員が分析・検証を行い、翌年度の審査委員候補者の選考に反映させ
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、書面合議審査に役立つ審査コメントの例を書面審査の手引に掲
載するとともに、書面合議審査に役立つ有意義な審査コメントを残した審査
員を選考し表彰した。

◇特別研究員-PD の常勤研究職への就職状況
1 年経過後 （平成 23 年度修了者）
74.3％
5 年経過後 （平成 19 年度修了者）
88.7％
10 年経過後（平成 14 年修了者）
94.0％

◇進路状況調査結果の公開
・特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を実施
・特別研究員-PD 採用終了 1 年経過後で 7 割を超える者が常勤的な研究職
に就職

・審査結果については、個別審査項目の評価、総合評価のＴスコアや不採用
者の中のおおよその順位について、書面審査で不採用となった申請者本人
に開示した。

分野の申請状況、候補者の所属機関のバランスに配慮し適切な人材を選
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。

特別研究員等審査会の審査結果を学術シ
ステム研究センターの研究員が分析・検証を
行い、翌年度の審査委員候補者の選考に反
映させ、書面合議審査に役立つ有意義な審
査コメントを記した審査委員を表彰するととも
に、適切な審査コメントの例を書面審査の手
引に掲載するなど、審査体制等の改善に分
析・検証結果が反映されており評価できる。

特別研究員採用期間終了後の進路状況
調査を実施し、その結果として特別研究員採
用終了 1 年経過後で、7 割を超える者が常勤
的な研究職に就いており、この調査結果は
JSPS の特別研究員制度が日本の学術研究
面における人材育成、特に自立した研究者
育成の要であることを明確に示している 。ま
た、支援後 10 年間フォローアップを行うことに
より、本事業の卓越した成果が明確にされて
いることは高く評価できる。
さらに、進路状況調査の結果については、
ホームページで分かりやすく公表しており、評
価できる。

とともに、選考の過程においては、所属機関
のバランス等に配慮しながら女性研究者の
登用にも配慮した選考が行われており評価
できる。
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・学術システム研究センターに設置したワーキンググループにおいて、特別
研究員事業の趣旨に留意しながら、事業内容の検討・見直しを行い、「特別
研究員制度の改善について」をとりまとめ、ホームページに掲載した。また、
申請資格の変更等の改善事項については十分な周知期間、経過措置を講
じることとして募集要項に反映させた。

 事業趣旨に留意しながら、必要に応じて事業
内容の検討・見直しを行ったか。また、その
内容について十分な周知期間、経過措置を
講じた上で募集要項等に反映させ、ホーム
ページへの掲載等により広く周知したか。

【25 年度評価】 項目別－66

◇平成 25 年度学術システムセンター特別研究員等審査システム改善のため
のワーキンググループの開催実績
開催日
議事内容
平成 25 年 ・平成 25 年度の検討課題について
5 月 17 日 ・特別研究員等書面審査の手引について
・特別研究員等合議審査の手引について
・平成 24 年度審査に係る検証結果の通知について
・特別研究員制度の改善への対応について
平成 25 年 ・平成 26 年度採用分特別研究員等の申請状況について
6 月 21 日 ・特別研究員等書面審査の手引について
・特別研究員等合議審査の手引について
・特別研究員制度の改善の方向に関する意見募集結果につい
て
・平成 26 年度特別研究員事業概算要求への対応について
平成 25 年 ・特別研究員等面接審査の手引について
7 月 19 日 ・平成 25 年度特別研究員等審査会について
・特別研究員制度の改善への対応について
平成 25 年 ・平成 26 年度採用分特別研究員審査会合議審査における補足
9 月 20 日
説明について
・平成 26 年度採用分特別研究員面接審査の手引について
・平成 25 年度特別研究員等審査の検証及び平成 26 年度審査
委員の選考について
・海外特別研究員の申請資格について
平成 25 年 ・海外特別研究員 平成 27 年度採用分募集要項について

・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 SPD の研究の進捗状況等につ
いて評価を行い、その結果を本人に通知した
か。

学識経験者等により構成される学術システ
ム研究センターに設置したワーキンググルー
プにおいて、若手研究者の主体性を重視す
る本事業の趣旨を踏まえて検討・見直しを行
い、選考・審査体制の見直し、申請資格の改
定など、制度の改善・充実に積極的に取組む
とともに、申請資格の変更等の改善事項につ
いては十分な周知期間、経過措置を講じるこ
ととして募集要項に反映させ、ホームページ
に掲載しており評価できる。

特別研究員 SPD の研究の進捗状況等に
ついては、学術システム研究センターにおい
て、採用期間中の中間評価を行った。また、
採用期間終了後には、採用期間全体の研究
状況を検証する事後評価を実施し、評価結
果を本人に通知しており評価できる。
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○募集・採用業務の円滑な実施
 応募受付、審査業務を電子的に実施できる
システムの導入を検討したか。

 博士課程在学時以外の場所で研究する特
別研究員の状況について調査・把握している
か。

・海外特別研究員（短期国際学会派遣）平成 26 年度採用分募集
要項について
・特別研究員 平成 27 年度採用分募集要項について
・特別研究員 平成 27 年度採用分募集要項について
・海外特別研究員 平成 27 年度採用分募集要項について
・特別研究員等審査会の意見について
・特別研究員 平成 27 年度採用分募集要項について
・特別研究員－SPD 評価について
・平成 26 年度特別研究員事業等予算案の概要
・平成 25 年度 特別研究員等の審査の検証について
・特別研究員の審査方法について
・特別研究員等審査会委員・専門委員/国際事業書面審査員選
考会について
・人材育成企画委員会における審議状況について
・特別研究員の面接審査について
・平成 25 年度のまとめと次年度継続課題について
・人権の保護及び法令等の遵守への対応について

15 人
495 人
510 人

SPD
PD
合計

15 人
494 人
509 人

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数

100.0％
99.8％
99.8％

割合

【25 年度評価】 項目別－67

・内定者に向けた詳細な審査結果を公開する機能の拡充や、特別研究員制
度改正に対応したシステムの改修を行った。この他に、電子申請システムを
安定的に運用し、ネットワーク機器の単一障害によるシステム停止を抑制す
るため「ネットワーク機器の更新」も実施するとともに、応募受付、審査業務

新規採用
者数

資格

◇SPD、PD採用者のうち博士の学位を取得した研究室以外の場で研究する
者

・PD の選考に際しては、研究者の流動性の向上のため、採用後の所属研究
室について、博士課程在学時の研究室から積極的に移動することを求めて
おり、審査員にもその確認を慎重に行うように周知した。

平成 26 年
2 月 21 日
平成 26 年
3月7日

平成 26 年
1 月 17 日

平成 25 年
12 月 20 日

10 月 18 日

内定者に向けた詳細な審査結果を公開す
る機能の拡充や、特別研究員制度改正に対
応したシステムの改修を行った。この他に、
電子申請システムを安定的に運用するため

特別研究員-PD については、採用後の所
属研究室が博士課程在学時の研究室から積
極的に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ており、平成 25 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 99.8％とな
っており、研究室移動の推進が図られている
点は高く評価できる。
研究室の移動条件は振興会の人材育成
目標が自立性を有す研究者であることを明
確に示している。
同時に、独立研究者としての十分な研究
業績が維持され、さらなる向上も図られてい
るか等の実態を把握することも重要である。
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② 優れた若手研究者の顕彰
○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
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
業務を円滑に実施したか。

・特別研究員事業等の制度について広く周知を図るための説明や平成 27 年
度採用分の特別研究員募集に係る申請書作成について各機関の事務担当
者に注意点を広く周知するための説明会を実施した。

 特別研究員事業等についての説明会を開催
し、事業内容等の周知を図ったか。

6.5％

割合

【25 年度評価】 項目別－68

・書面と面接の予備審査の結果を踏まえて、日本学術振興会賞審査会（委員
長：野依良治（独）理化学研究所理事長、計 13 人で構成）において厳正な選

・推薦要項については、我が国の学術研究機関及び学協会等 3,609 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、その周知を
行っている。

◇第 10 回日本学術振興会賞の推薦・受賞状況
推薦要項発送
候補者数
受賞者数
数
3,609 機関
383 人
25 人

◇平成25年度中に行った大学等における特別研究員事業等についての説
明会
開催数
開催大学等
金沢大学、名古屋大学、九州大学、学術総合センター、北海
道大学、東北大学、大阪大学、奈良先端科学技術大学院大
17 回
学、横浜国立大学、一橋講堂、お茶の水女子大学、コンファレ
ンススクエアエムプラス、一橋大学、神戸大学

・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
摘事項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 25 年度に
おいても引き続き実施した。

 研究奨励金について、募集要項等に（独）日
本学生支援機構の奨学金との重複受給を禁
ずる旨を掲載するとともに、採用内定者情報
を同機構に提供し、重複チェック等を行った
か。

等を電子的に実施できるシステムの導入についての検討も引き続き行っ
た。

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
ており、推薦要項については多数の機関等
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、その周知を図っており評価
できる。
平成 25 年度においては、平成 26 年 2 月
10 日に秋篠宮同妃両殿下の御臨席を仰ぎ、
日本学士院の協力を得て円滑に授賞式を挙
行している。

特別研究員事業等についての説明会を各
地で開催し、事業内容等の周知や申請書作
成についての説明を実施しており評価でき
る。
平成 26 年度以降は開催大学に公立・私立
大学などを加えた実施を図ることにより、多
様性のある特別研究員の獲得に資するべき
である。

特別研究員に支給する研究奨励金につい
ては、（独）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 25 年度にお
いても適切にチェックを行っており、評価でき
る。

の改修も実施され、応募受付、審査業務等を
電子的に実施できるシステムの導入につい
ての検討も引き続き行われており、高く評価
できる。
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◇育志賞研究発表会の開催
・受賞者による研究成果報告と分野を超えた研究交流の場を設けることによ
り、若手研究者のネットワーク構築を図ることを目的として、平成 25 年 9 月 5
日に名古屋大学に於いて、育志賞研究発表会を開催した。

◇平成 25 年度授賞式の開催
・授賞式は、平成 26 年 2 月 24 日（月）、東京・上野の日本学士院にて、秋篠
宮同妃両殿下の御臨席を賜り挙行した。

◇第 4 回日本学術振興会 育志賞の推薦・受賞状況
推薦要項発送
候補者数
受賞者数
割合
数
2,798 機関
130 人
18 人
13.8％
・推薦要項については、我が国の学術研究機関及び学協会等 2,798 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
により、その周知を行っている。
・書面と面接の予備審査の結果を踏まえて、日本学術振興会育志賞選考委
員会（委員長：佐々木毅国土緑化推進機構理事長、計 9 人で構成。）におい
て厳正な選考を行い、受賞者 18 人を決定した。
・今回の女性受賞者数は 18 人中 6 名であり、今回初めて 3 割を超えた。
・第 5 回日本学術振興会賞育志賞については、女性研究者の積極的な推薦
をホームページで広報した。

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
ており、推薦要項については多数の機関等
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
ムページ掲載などにより、その周知を図って
おり、評価できる。
平成 25 年度においては、平成 26 年 2 月
24 日に秋篠宮同妃両殿下の御臨席を仰ぎ日
本学士院の協力を得て円滑に挙行している。
本制度は、学業成績が優秀であり、豊かな
人間性を備え、意欲的かつ主体的に勉学及
び研究活動に取り組んでいる大学院生を顕
彰し、その勉学及び研究意欲を高め、若手研
究者の養成を図ることを目的に平成 22 年度
に創設された制度であり、継続して実施され
ていることは評価できる。

本顕彰制度は、我が国の学術研究の水準
を世界トップレベルにおいて発展させるため、
創造性に富み優れた研究能力を有する若手
研究者を早い段階から顕彰し、その研究意
欲を高め研究の発展を支援するために、平
成 16 年度に創設された制度であり、継続して
実施されていることは評価できる。

【25 年度評価】 項目別－69

S 評定の根拠（A 評定との違い）
・特別研究員事業においては、12,133 人の申請に係る選考・審査業務及び新規採用、継続採用合わせて 5,925 人の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。
・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等からの意見等を踏まえ、研究現場からの要請を反映した見直しを継続的に行っている。

○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日本学
術振興会育志賞の募集、選考、授賞に係る
業務を円滑に実施したか。

・第 11 回日本学術振興会賞については、女性研究者の積極的な推薦をホー
ムページで広報した。

考を行い、受賞者 25 人を決定した。

82

【25 年度評価】 項目別－70

・学術研究分野における男女共同参画を進めるため、出産・育児に伴う中断及び延長の取扱を実施するとともに、出産・育児により研究に十分な時間を割けない者や、採用
中断から本格的再開に向けて短時間の研究継続を希望する者には採用中断期間中に「研究再開準備支援」として研究奨励金の半額を支給する取扱を実施した。特に、
RPD 制度の継続的な実施は男女共同参画推進に大いに貢献しており、高く評価できる。
・特別研究員の申請・採用状況について、過去 5 年間の男女別の人数をホームページで公表し、特別研究員事業に関する説明会においては、特別研究員-RPD の趣旨や実
施状況の周知、PD、DC も含む各資格・領域別の女性研究者の申請・採用状況、特別研究員採用中の出産･育児に伴う中断･延長の取扱等について丁寧に紹介するなど女
性研究者からの申請を促進するための着実な取組が実施されている。
・「特別研究員等審査会」の審査においては、学術システム研究センターにおいて検討を経た審査方針に基づき、書面審査、合議審査及び面接審査が効果的に活用され審
査が行われるとともに、審査領域に新たに「総合」を追加して領域横断的な研究に対応した審査が実施され、特別研究員-PD, DC の面接審査においてはプロジェクターを用
いた説明を導入するなど、審査の改善も着実に実施されている。
・特別研究員-PD については、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ており、平成 25 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 99.8％となっており、研究者の流動化の促進が図られている。
・内定者に向けた詳細な審査結果を公開する機能の拡充や、特別研究員制度改正に対応したシステムの改修、また電子申請システムを安定的に運用するための改修が実
施され、応募受付、審査業務等を電子的に実施できるシステムの導入についての検討も引き続き行われている。
・平成 24 年度にまとめた報告書「特別研究員制度の改善の方向性について」をホームページに公表して広く意見を募集し、学術システム研究センターに設置したワーキング
グループでの検討を経て「特別研究員制度の改善について」をとりまとめるとともに、受入環境の充実に向けた周知・要請、科研費の応募制限緩和、年齢制限の廃止が実施
されるなど、着実に支援効果を高めるための適切な改善が図られている。
・JSPS の人材育成事業は日本の学術研究面での人材育成の基盤をなしている。その理由の一つは JSPS の人材育成目標が自立した研究者育成に置かれていることであ
る。PD 終了後ほぼすべての人が研究職としてのキャリアパスを歩んでいることから、JSPS の人材育成の成果を高く評価できる。もうひとつの理由は、社会的な認知度の高
い顕彰事業を継続し、若手研究者の育成に拍車をかけていることである。
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実績

【25 年度評価】 項目別－71

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準

S

S

H25

【外部評価評定】

H26

【自己点検評価評定】

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
（若手研究者の海外派遣）
・国際社会で活躍できる世界レベルの研究者を育成するため、若手研究者個人の海外派遣とともに、研究機関
自己点検
の国際的戦略に沿った組織的な研究者海外派遣など、若手研究者を海外に派遣する取組を計画的・継続的
評価
に実施する。
・各種事業における支援対象の選考審査に関し、審査の独立性、透明性、公正性を確保し、目的や対象者層等
に応じた優れた研究者等を的確に見極め、厳正に選考を行う。
（研究者海外派遣業務）
外部評価
・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、国から交付された補助金により造成された「研究者海外派遣基金」により実施された各事業の収支を確定
させ、定められた期日までに同基金を廃止する。
【若手研究者の海外派遣において達成すべき成果】
・審査・評価の公正さ、透明性、信頼性
・海外特別研究員の進路状況
【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
H27
H28
H29
決算額（支出額）
21,452,840
（単位：千円）
従事人員数
32
（単位：人）

【（小項目）Ⅰ－４－２】

若手研究者の海外派遣
① 若手研究者の海外派遣（個人支援）
② 若手研究者の組織的な海外派遣（組織支援）
研究者海外派遣業務
（平成 21 年度補正予算（第 1 号）に係る業務）
H27

分析・評価

S

S

H28

H29
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① 若手研究者の海外派遣（個人派遣）
 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に係る募
集・審査・採用業務を円滑に実施したか。

 審査の公正さ、透明性、信頼性の確保は図
られているか。

○若手研究者の海外派遣
 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、若手研究者個人の海外派
遣とともに、研究機関の国際研究戦略に沿っ
た組織的な研究者海外派遣など、若手研究
者を海外に派遣する取組を計画的・継続的
に実施したか。

【25 年度評価】 項目別－72

・海外特別研究員事業への 824 人の申請の選考・審査業務及び新規採用、
継続採用合わせて 441 人の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。
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。
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引き続き行った。

・「海外特別研究員事業」については、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おり、「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」については、同じく我
が国の学界の第一線の研究者で構成される国際事業委員会の下に設置し
た領域別の審査・評価部会（人社系、理工系、生物系、総合系）において公
募要領に記載した審査方針に則して、書面審査、面接審査による選考を行
い、各部会で採択候補となった事業について国際事業委員会における総合
調整を経て採択している。
なお、「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 21 年度採択分で募集を終了しているため、審査の実施はない。

・研究者個人の海外派遣を支援する「海外特別研究員事業」については、新
規採用、継続採用合わせて 441 人の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。一方、組織的に研究者の派遣を行う大学等研究機
関を支援する「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」については、計 84 件（平成 25 年度採択：28 件、平成 24 年度：28 件、平
成 23 年度：28 件）に対して、円滑に補助金を交付した。また、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
研究活動を行う機会を提供することを支援する「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」については、平成 21 年度採択分の 10 課題
（派遣人数 105 人、共同企画件数 19 件）について事業計画書に基づき円滑
に資金を支給した。

海外特別研究員に対して、新規採用、継
続採用合わせて 400 人を超える支援対象者
への資金供給を適切かつ効率的に実施して
おり、国際舞台で活躍できる世界レベルの研
究者を育成する観点から評価できる。
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こと
は、研究分野における男女共同参画を推進
する取組として評価できる。
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

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及び国際事業委員
会の下に設置した領域別の審査・評価部会
により公正で透明性の高い選考・審査体制を
構築していることは評価できる。

研究者個人の海外派遣を支援する「海外
特別研究員事業」、組織的に研究者の派遣
を行う大学等研究機関を支援する「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」、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
一定期間研究活動を行う機会を提供すること
を支援する「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」を計画的・継続的
実施することにより、将来性のある多様な研
究人材の育成・確保に努め、若手研究者の
海外派遣を促進したことは高く評価できる。
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【25 年度評価】 項目別－73

・募集要項、申請書、審査方針、申請・採用状況、採用者一覧及び特別研究

 募集に関する情報をホームページに分かり

募集要項、申請書、審査方針、申請・採用

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 55 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適切に選考が行われ
ており評価できる。

申請者の利便性向上のため、電子的に申
請書類を受け付けるシステムを運用に移し、
充実化を図ったことは高く評価できる。

・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
ムの充実を図った。従来は紙媒体で提出していた申請書類について、申請
書類の作成から提出まで、システム上で完結する仕組みを平成 24 年度ま
でに構築し、平成 25 年度は運用に移した。これにより、申請者が評価者及
び受入研究者から、必要書類を取り寄せる必要が無くなり利便性が向上す
るとともに、審査資料の作成においても、電子データの活用により業務の効
率化を図った。
・我が国の学界の第一線の研究者で構成される特別研究員等審査会（委員
55 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、研究分野に応じて部会を設けて実施しているが、平成 25 年度か
ら、学術分野の多様性に対応して、従来の 8 部会に新たに総合領域を設け
て 9 部会とし、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。

学識経験者等により構成される学術システ
ム研修センターに設置したワーキンググルー
プにおいて、当事業の申請資格の改訂など、
制度の改善・充実に積極的に取り組んでいる
ことは高く評価できる。申請資格の改訂によ
り、本事業への応募者数が約 18％増えたこ
とは見直しの成果であると思われる。

・学術システム研修センターに設置したワーキンググループにおいて、申請
資格についての検討を行い、年齢制限の廃止を含む改訂を行うこととし、平
成 27 年度採用分の募集要項に反映した。これにより、多様化する研究者の
キャリアパスに対応できるよう改善を図った。

 審査は特別研究員等審査会において実施し
たか。

採用者数の増員を図ったことは、近年若手
研究者の長期海外渡航がピーク時の 7 割以
下にまで減少している中、優れた若手研究者
が積極的に海外で研鑽する機会を推進する
取組として高く評価できる。

・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
項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 24 年度に対し 29 名増）を図った。

入できるように手続きを引き続き行ったこと
は、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取組として評価
できる。
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・海外特別研究員（平成 22 年度採用者）は、採用終了後の進路状況の調査
では、63.8％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、95.7％であった。調査結果については、ホームページで公表
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、学術システム研究センターに設置されたワーキンググループでの検
討を踏まえ、書面、合議、面接の各段階での審査方法の見直し等を図るこ
とにより、公正で透明性の高い選考・審査体制の整備に継続的に取り組ん
でいる。
選考結果については、第一次選考の不合格者に、特別研究員等審査会
における各審査項目の評価及び当該領域におけるおおよその順位を通知
している。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。
研究上の不正行為、研究費の不正使用の防止について注意を促すた
め、そのような行為に対して厳正に対処する旨を明確にし、募集要項、手引

 採用期間終了後の進路状況調査を行い、支
給の効果等について確認するとともに、調査
結果をホームページ等で国民に分かりやす
い形で公表したか。

 審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確保
は図られているか。

【25 年度評価】 項目別－74

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、申請者が迅速に入手できるようにしている。

やすく公表するとともに、申請書の様式等を
申請者が迅速に入手できるようにしたか。

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
おり、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こと
は審査の公正性・透明性を確保するための
取組として評価できる。
学術システム研究センターに設置されたワ
ーキンググループでの検討を踏まえ、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
いることは評価できる。

採用終了後の就職状況調査では 63.8%が
「常勤の研究職」に就いている。また、95.7%
が非常勤も含めた研究職に従事していること
は、この事業がいかに卓越した人材育成事
業であるかを示しており、評価できる。さらに
修了者の 20%が海外の研究機関で研究に従
事していることは特記されるべきである。この
調査結果はホームページに国民に分かりや
すい形で公表されており評価できる。
なお、特別研究員 PD の採用期間終了直
後の常勤研究職への就職率が 61.9%であり、
本事業の就職率とほぼ同等であるが、グロー
バル人材育成の観点から、海外で研究する
ことが、常勤の研究職への就職に不利になら
ないようにすることがきわめて重要である。

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、申請者
が迅速に入手できるようにしていることは評
価できる。
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 終了した事業について事後評価を行ったか。

② 若手研究者の組織的な海外派遣（組織支
援）
○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、専門
家による公正な審査体制を整備し、研究機
関の国際研究戦略に沿って若手研究者を海
外に派遣したか。また、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
究機関を支援したか。

【25 年度評価】 項目別－75

・平成 22 年度に「頭脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム」で
採択された 68 事業についての事後評価の実施に際し、新たに事後評価の
方法、手順等の検討を行った。評価結果を大学等研究機関へ通知するとと

○平成 25 年度応募、採択等の状況
応募件数 103、採択件数 28、採択率 27.2％

・平成 25 年度採択分については、国際事業委員会の下に設置した領域別の
審査・評価部会（人社系、理工系、生物系、総合系。合計約 70 名で構成）に
おいて公募要領に記載した審査方針に則して、書面審査、面接審査による
選考を行い、各部会で採択候補となった事業について、国際事業委員会に
おける総合調整を経て、28 件の事業を採択。平成 24 年度の採択 28 件、平
成 23 年度の採択 28 件と併せて計 84 件に対して、円滑に補助金を交付し
た。

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。

新規採択 28 件及び継続 56 件の計 84 件を
支援して、若手研究者の海外派遣を促進し、
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

新規事業の審査については、国際事業委
員会の下に設置した領域別の審査・評価部
会において、利害関係に配慮するなど公正・
厳正な審査を実施するとともに、終了した事
業に対する事後評価についても、新たに評価
の方法、手順等を整え、審査と同様な評価を
実施し、採択事業、事後評価結果、審査・評
価部会委員名簿の公表、また、事後評価に
ついての意見申し立ての機会を設けることに
より、透明性、信頼性を確保していることは高
く評価できる。
本事業へ 100 件を超える応募が寄せられ
ていることは、大学など研究教育機関が本事
業の若手研究者育成効果を高く評価してい
ることを示している。

選考結果については、第一次選考の不合
格者に、特別研究員等審査会における各審
査項目の評価及び当該領域におけるおおよ
その順位を通知し、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するな
ど、情報の開示に努めていることは評価でき
る。
研究上の不正行為、研究費の不正使用に
対して厳正に対処する旨を明確にし、募集要
項、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
させていることは、研究上の不正行為、研究
費の不正使用防止の取組として評価できる。
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・情報共有するシステムについては、新たに採択された大学等研究機関に引
き続き協力を得て、運用している。

・国際事業委員会の下に設置した領域別の審査・評価部会（人社系、理工
系、生物系、総合系。合計約 70 名で構成。）において新規採択の審査並び
に終了した事業の事後評価を実施した。審査では、公募要領に記載した審
査方針に則して、書面審査、面接審査による選考を行い、各部会で採択候
補となった事業について、国際事業委員会における総合調整を経て、28 件
の事業を採択した。
事後評価は、部会における書面評価、合議評価により実施した。各部会
での評価結果を国際事業委員会における総合調整を経て決定し、評価結
果を大学等研究機関へ通知するとともに、振興会のホームページで公表し
た。なお、評価の最終決定の前に、評価対象機関に対し意見申し立ての機
会を設けている。審査並びに評価が終了後、部会委員の名簿を振興会のホ
ームページで公表している。

 派遣活動を通じて世界中から得られた優れ
た成果を他機関の派遣戦略や国際事業の
戦略策定に活用できるよう、有益な情報を的
確に把握・共有できるシステムを運用した
か。

 審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確保
は図られているか。

【25 年度評価】 項目別－76

・文部科学省による検討の結果、事業趣旨等が改められ、平成 26 年度より
「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム」として
公募することとなった。このことを受け、趣旨に沿った審査方針等の検討を
行い、新たに公募要領を策定し、新しいプログラムの周知のため大学等研
究機関を対象とする公募説明会を 2 回開催した。また、新しいプログラムの
実施に必要となる補助金取扱要領の制定等、規定の整備を行った。

・平成 24 年度の採択 28 件、平成 23 年度の採択 28 件と平成 22 年度に「頭
脳循環を活性化する若手研究者海外派遣プログラム」で採択された 68 事業
の併せて計 124 件について、実績報告書等の内容を踏まえ、必要に応じて
大学等研究機関への現地調査を行い、実施状況や助成金の執行状況を確
認することにより、交付した助成金の額の確定を実施した。

 助成事業者から提出された実績報告書の審
査等により、助成金の額の確定を行ったか。

もに、振興会のホームページで公表した。

機関を支援することにより、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と
ともに、平成 24 年度に交付された補助金の
額の確定を確実に行い、また、情報共有シス
テムを継続的に運用したことは、十分評価で
きる。
さらにプログラムの趣旨等が改められたこ
とに適切に対応し、公募要領や規定の整備
等を確実に行ったことは、高く評価できる。
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・本プログラムは平成 21 年度採択分で募集を終了しているため、審査の実施
はない。事後評価については国際事業委員会において書面評価及び合議
評価を実施し、評価結果を大学等研究機関へ通知するとともに、振興会の
ホームページで公表した。なお、評価の最終決定の前に、評価対象機関に
対し意見申し立ての機会を設けている。評価者については、任期を終了し
た専門委員から、名簿を振興会のホームページで公表している。

 審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確保
は図られているか。

【25 年度評価】 項目別－77

・平成 19 年度と平成 20 年度に採択された計 20 事業についての事後評価の
実施に際し、新たに事後評価の方法、手順等の検討を行った。評価結果を
大学等研究機関へ通知するとともに、振興会のホームページで公表した。

・平成 25 年度に実施された平成 21 年度採択分の 10 課題について、事業計
画書に基づき円滑に資金を支給した。各事業により、105 人が派遣され、共
同企画が 19 件実施された。

・支援期間の 3 年度間が終了した事業について事後評価を行い、国際共同
研究の成果や人材育成の状況について精査するとともに、その評価結果を
振興会のホームページに掲載することにより公表している。

 終了した事業について事後評価を行ったか。

○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
したか。

 独創的で優れた世界レベルの若手研究者育
成に向け実施されている本事業は、国際共
同研究拠点の構築にとって極めて重要であ
ることから、具体的な成果や人材育成の事
例の明確化、アウトリーチ活動の導入など、
達成状況の精査・公表を行ったか。（外部評
価（年度／2 期））

事後評価について、新たに評価の方法、
手順等を整え、国際事業委員会における書
面評価及び合議評価を利害関係に配慮する
など公正・厳正な評価を実施し、事後評価結
果、評価者名簿の公表、また、事後評価につ
いての意見申し立ての機会を設けることによ
り、透明性、信頼性を確保していることは高く
評価できる。
平成 21 年度採択分の 10 課題で、105 人の
若手研究者が海外の大学等と組織的に連携
する中で、海外に派遣され、若手研究者が海
外で活躍・研鑽する多くの機会を提供したこ
とは評価できる。

事後評価により国際共同研究や人材育成
状況の精査を行い、その結果を公表してお
り、評価できる。
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・基金の管理運営に関して必要な事項を審議するため、基金管理委員会及
び運用部会を設けており、平成 25 年度は基金管理委員会を 7 回開催した。

・研究者海外派遣基金については、「独立行政法人日本学術振興会におけ
る学術研究助成基金並びに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」（平成 21 年度制定、平成 23 年度改正）に基づ
き、安全性の確保を最優先としつつ、流動性の確保や収益性の向上に留意
した管理及び運用した。

・平成 26 年 3 月 31 日を以て本基金を廃止した。残余については、法令の定
めるところに従い平成 26 年度中に国庫への納付を予定している。

・平成 24 年度末で補助事業が全て終了したことを受け、組織的な若手研究
者等海外派遣プログラム及び優秀若手研究者海外派遣事業について、実
施状況及びアンケート調査結果を取りまとめ、国際事業委員会で行った検
証結果とともに「研究者海外派遣業務報告書」として刊行した。

・独立行政法人日本学術振興会法附則第二条の七第１項に基づき平成 24
年度研究者海外派遣業務に関する報告書を文部科学大臣に提出したほ
か、半期毎の基金の執行状況等を取りまとめ、文部科学省及び振興会のホ
ームページで公表した。

・組織的な若手研究者等海外派遣プログラムについて、実績報告書等の内
容を踏まえ、必要に応じて大学等研究機関への現地調査を行い、実施状況
や助成金の執行状況を確認することにより、平成 24 年度で終了した 91 事業
について、交付した助成金の額の確定を実施した。

本基金の事業実施状況を取りまとめ、国際
事業委員会において検証を行い、報告書とし
て取りまとめて公表したことは、高く評価でき
る。
本報告書には、各機関からの実施報告に
加え、実施機関および研究者からのアンケー
ト結果も含まれている。これらの情報は今後
の若手研究者の海外派遣に活用されるべき
事項が数多く含まれている。
91 事業について、3 年度分の額の確定を
行い、年度末で基金を廃止し、残余額の国庫
納付の準備を整えたことは、評価できる。

【25 年度評価】 項目別－78

【海外特別研究員事業】
・近年、我が国から海外に長期派遣される研究者数がピーク時の７割以下にまで減少している中、平成 25 年度における「海外特別研究員事業」については優れた若手研究
者に海外での研鑽の機会を多く与え、若手研究者の海外派遣を促進したことは高く評価できる。
・多様化する研究者のキャリアパスに対応できるように検討を行い、「海外特別研究員事業」の平成 27 年度採用分の募集要項から、年齢制限を廃止したことは、多様な研究
人材を確保する観点からも高く評価できる。この見直しがいかに効果的であったかが、応募者が大幅に増えた（約 18％）ことからも明らかである。
・「海外特別研究員事業」における電子的に申請書類を受け付けるシステムについて、平成 25 年度から運用を開始したことは、申請者の利便性及び審査資料作成の業務効
率が大幅に向上しており、高く評価できる。本事業修了者の 96.7%が研究職に従事し、特に 20%が海外の研究機関で研究を継続していることは、本事業の人材育成の卓越性

S 評定の根拠（A 評定との違い）

 定められた期日までに本基金を廃止し、基
金に残余があるときは、国庫への納付等の
手続きに関する業務を法令の定めるところに
従い確実に実施したか。

 本基金による事業の実施状況について取り
まとめ、検証を行ったか。

○研究者海外派遣業務
 研究者海外派遣基金を用いて若手研究者を
海外に派遣した各事業について、助成事業
者から提出された実施状況報告書の審査等
により、助成金の額の確定を行ったか。
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【25 年度評価】 項目別－79

【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・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・研究者海外派遣業務】
・事後評価については、「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」と「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」において、新たに評価の
方法、手順等を整え、利益相反等に配慮した公正・厳正な評価を行い、また、各評価関係資料の公表や評価対象機関に対して意見申し立ての機会を設けるなど、透明性、
信頼性を確保していることは、高く評価できる。
・「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」について、文部科学省における見直しによる趣旨等の変更に対応して、公募要領や規定の整備等を確実に
行ったことは、高く評価できる。
・平成 26 年 2 月に発刊された「研究者海外派遣業務報告書」は本事業に参加した研究機関と研究者へのアンケート結果が含まれている。これらの情報は今後若手研究者の
海外派遣に際し活用されるべきことが数多く含まれており、このアンケートを実施し、報告書を取りまとめたことは高く評価できる。

を示している。
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H28

H29

【25 年度評価】 項目別－80

同 審査部会開催実績
同 評価部会開催実績
グローバル人材育成推進事業プログラム委員会

3回
4回
3回

H26

H27

分析・評価

A

S

H28

H29

大学改革や人材育成などの国の助成事業
について、事業ごとに委員会や部会等を合計
42 回開催しており、限られた職員数で、これ
までの審査、評価に関する専門的なノウハウ
や経験を十分に活かし、新規採択分の審査
や継続している事業の中間評価の実施等、
多大な審査・評価業務を滞りなく確実に行っ
たことは評価できる。
事業の実施に当たっては、事業ごとにそれ
ぞれ国の定めた制度・方針等を踏まえて、専
門家による公正な審査・評価体制を整備し、
事業の透明性、信頼性、継続性を確保してい

A

外部評価

（単位：千円）
（単位：人）

S

自己点検
評価

H25

【外部評価評定】

【自己点検評価評定】

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績
○大学の教育研究機能の向上
 大学改革や人材育成などの国の助成事業 ・各事業について以下のとおり委員会等を開催し審査・評価業務を実施。
について、その審査・評価業務を実施した
か。事業実施に当たり、国の定めた制度・方
グローバル COE プログラム委員会
1回
針を踏まえ、専門家による公正な評価体制
同 分野別審査・評価部会
8回
を整備し、透明性、信頼性、継続性を確保
博士課程教育リーディングプログラム委員会
3回
し、適切かつ円滑な運営を図りつつ、情報公
同 類型別審査・評価部会
15 回
開に努めたか。
卓越した大学院拠点形成支援補助金事業委員会
2回
大学の世界展開力強化事業プログラム委員会
3回

【大学の教育研究機能の向上やグローバル化支援において達成すべき成果】
・国の定めた制度・方針に従った審査・評価
・審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確保
・積極的な情報発信
【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
H27
決算額（支出額）
21,452,840
従事人員数
32

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
次世代への人材育成のため、大学の教育研究機能の向上やグローバル化への取組を国が示す大学改革の
方向性を踏まえ、学術振興の観点から支援する。

【（小項目）Ⅰ－４－３】

大学の教育研究機能の向上
① グローバル COE プログラム
② 博士課程教育リーディングプログラム
③ 卓越した大学院拠点形成支援補助金
④ 大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業
⑤ 大学の世界展開力強化事業
⑥ グローバル人材育成推進事業
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② 博士課程教育リーディングプログラム
 俯瞰力と独創力を備え、広く産学官にわたり
グローバルに活躍するリーダーを養成するた
め、国内外の第一級の教員・学生を結集し、
産学官の参画を得つつ、専門分野の枠を超
えて博士課程前期・後期一貫した学位プログ
ラムを構築・展開する大学院教育の抜本的

① グローバル COE プログラム
 我が国の大学院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、国際競争力のある大学
づくりを推進することを目的とする国の助成
事業「グローバル COE プログラム」につい
て、委員会を開催し評価業務を行ったか。
 平成 20 年度採択プログラムの事後評価を行
ったか。

【25 年度評価】 項目別－81

・平成 25 年 3 月に博士課程教育リーディングプログラム委員会を開催し、審
査要項等を決定の上、平成 25 年 5 月に 62 の国公私立大学から 102 件の
申請を受け付け、類型別審査・評価部会による審査を実施。同部会におい
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 25 年 9
月に開催した博士課程教育リーディングプログラム委員会において 15 大学
18 件のプログラムを選定した。

・とりまとめた評価結果については、情報提供の観点から事後評価報告書
（冊子）を作成するとともに、本事業に関する内容についてよりわかりやすく
情報提供を行う観点から、文部科学省とも相談の上で毎年度作成している
パンフレットにも掲載した。

・設定された目的に沿って拠点形成計画が効果的に達成されたか、また、中
間評価結果による留意事項への対応が適切に行われたかについて、書面
評価に基づく合議評価を行い、さらに現地調査（3 拠点）を行った上で、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向上とさらなる
発展に資するための助言を含め、評価結果をとりまとめた。

・平成 20 年度に採択された 68 件の教育研究拠点について、5 つの分野別審
査・評価部会（「医学系」、「数学、物理学、地球科学」、「機械、土木、建築、
その他工学」、「社会科学」、「学際、複合、新領域」）を中心に事後評価を実
施した。

・上記審査・評価にあたっては、国の定めた制度・方針等を踏まえ、事業ごと
に専門家によるプログラム委員会等の公正な審査・評価体制を整備してい
るほか、審査・評価要項の改訂内容や審議・評価結果の速やかなホームペ
ージ掲載など、積極的な情報公開に努めた。

博士課程教育リーディングプログラムにつ
いては、プログラム委員会において平成 25
年度の審査要項等を決定の上、平成 25 年 5
月に 62 の国公私立大学から 102 件の申請を
受け付け、類型別審査・評価部会において
は、客観的で公平・公正な第三者評価による

グローバル COE プログラムについては、平
成 20 年度に採択された 68 件の教育研究拠
点について、5 つの分野別審査・評価部会
（「医学系」、「数学、物理学、地球科学」、「機
械、土木、建築、その他工学」、「社会科学」、
「学際、複合、新領域」）を中心に事後評価を
適切に実施し評価結果をとりまとめるととも
に、その評価結果の積極的な情報提供を実
施したことは評価できる。

るとともに、審査・評価結果等の速やかなホ
ームページ掲載、事業内容を紹介するパンフ
レットの作成など積極的な情報公開を行って
いることは評価できる。
振興会の優れた審査・評価機能を積極的
に活用したこれらの審査・評価業務の着実な
実施は大学等における教育研究活動をより
活性化し、我が国の学術研究の振興におい
て非常に重要な役割を果たしており、その結
果、各プログラム･事業において、所期の目
標を超えた優れた成果が、数多く生み出され
ることにつながっている。
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【25 年度評価】 項目別－82

・文部科学省が選定した 22 大学・62 専攻等について、同省の事業実施要領
で示された審査方針に従い、各大学から提出された「文部科学省の定めた
教育研究の実績を示す客観的な指標」に係る各専攻等のデータ（実績値）
の相対的な分析を行うとともに、事業委員会委員による個別事前審査及び
合議審査による審査方法を見直し、審査を実施した。
・委員名簿や審査要項等をホームページに掲載した。

・平成 26 年度より開始する中間評価に向け、平成 25 年 11 月及び 12 月に、
各部会の部会長・副部会長と各類型の主査・副主査による「中間評価に係
る意見交換会」を開催し、評価要項等について意見を集約した後、平成 26
年 2 月に開催した博士課程教育リーディングプログラム委員会において、学
生・プログラム担当者へのアンケートの実施を含む評価要項等を決定し
た。

 平成 26 年度に行う中間評価の実施方法等
の策定に努めたか。

③ 卓越した大学院拠点形成支援補助金
 卓越した教育研究拠点を有する大学院に対
し、博士課程学生が学修研究に専念する環
境を整備するために必要な経費を支援し、優
秀な学生を惹きつけ、世界で活躍できる研究
者を輩出する環境づくりを推進することを目
的とする国の助成事業「卓越した大学院拠
点形成支援補助金」について、委員会を開
催し、文部科学省が選定した拠点の有する
教育研究実績の審査を行ったか。
 文部科学省が定めた客観的な指標（項目及

・プログラムオフィサー制度を本格稼働させ、平成 23 年度に採択した 20
プログラム及び平成 24 年度に採択した 24 プログラムについて、平成 25 年
3 月から 8 月、及び 11 月から翌年 2 月にかけてプログラムオフィサーによる
現地訪問及びフォローアップ担当委員による現地視察を実施するなど、採
択プログラムに対するフォローアップを着実に実施した。
・平成 25 年度採択プログラムを担当するプログラムオフィサーの人選を行っ
た。
・平成 25 年 12 月及び平成 26 年 3 月にプログラムオフィサー会議を開催し、
文部科学省やプログラム委員会からの情報提供や意見交換を行うなど、本
事業のプログラムオフィサーの資質の向上を図るとともにフォローアップ体
制を充実・強化に努めた。

・審査終了後は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積極的に実施し、審査の透明性
に配慮した。

 これまでに採択されたプログラムのフォロー
アップを行ったか。
 平成 25 年度採択プログラムを担当する PO
を配置し、専門的な観点からプログラムの進
捗状況を管理したか。

改革を支援することを目的とする国の助成事
業「博士課程教育リーディングプログラム」に
ついて、委員会を開催し審査業務を行った
か。
 新たな公募プログラムの審査を行ったか。

卓越した大学院拠点形成支援補助金につ
いては、事業委員会を開催し、文部科学省が
選定した 22 大学・62 専攻等について、各大
学から提出された各専攻等のデータ（実績
値）等の相対的な分析を行い、また、委員が
個別事前審査及び合議審査を行うことで速
やかな審査が実施されている。また、委員名
簿や審査要項等の公開により透明性の確保
とともに情報公開にも努めていることは評価
できる。

平成 26 年度より開始する中間評価に向
け、各部会・副部会長等を集めた「中間評価
に係る意見交換会」を開催し、評価要項等に
ついて意見を集約した上で、プログラム委員
会で要項を決定したことは、公平・公正な評
価に向けた適切な取り組みとして高く評価で
きる。

プログラムの着実な実施に向けて専門的
な観点からプログラムの進捗状況を管理する
ため、プログラムオフィサーによる現地訪問
およびフォローアップ担当委員による現地視
察を着実に実施している。さらにプログラムオ
フィサー会議を開催し、情報交換や意見交換
を行ってプログラムオフィサーの資質向上を
図るなどフォローアップ体制の充実・強化に
努めていることは高く評価できる。

審査を実施し、平成 25 年 9 月に開催したプロ
グラム委員会において 15 大学 18 件のプログ
ラムを選定するなど、迅速かつ適切に審査を
行っている。また、審査終了後はホームペー
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
て積極的に実施していることは評価できる。
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⑤ 大学の世界展開力強化事業
 高等教育の質の保証を図りながら、日本人
学生の海外留学と外国人学生の戦略的受
入を行うアジア・米国・欧州等の大学との国
際教育連携の取組を支援し、国際的に活躍
できるグローバル人材の育成と大学教育の
グローバル展開力の強化を目的とする国の
助成事業「大学の世界展開力強化事業」に
ついて、委員会を開催し、審査・評価業務を
行ったか。
 新たな公募プログラムの審査を行ったか。
 平成 23 年度採択プログラムの中間評価を行
うとともに、平成 24 年度採択プログラムのフ
ォローアップを行ったか。

 平成 26 年度に行う事後評価の実施方法等
の策定に努めたか。

④ 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、教育資源や成果
の共有化を図り、質の高い外国人学生の戦
略的受入を推進することを目的とする国の助
成事業「大学の国際化のためのネットワーク
形成推進事業」について、委員会を開催し、
評価業務を行ったか。
 平成 21 年度に採択された大学のフォローア
ップを行ったか。

び基準）に基づいて審査を行ったか。

【25 年度評価】 項目別－83

・本事業として新たに平成 23 年度に採択された 25 件のプログラムについ
て、平成 25 年 6 月に大学の世界展開力強化事業プログラム委員会を開催
し、中間評価要項等を決定の上、評価部会による客観的で公平・公正な評
価を行い、平成 26 年 3 月に開催した大学の世界展開力強化事業プログラ
ム委員会において、中間評価結果を決定した。
中間評価結果及び評価部会委員氏名をホームページで公開した。

国の定めた中間評価要項に従って、評価
の進め方を新たに策定し、25 件のプログラム
について評価が行われた。評価に当たって
は、第三者による書面評価、ヒアリング調査
及び必要に応じて現地調査を行うとともに、
中間評価結果及び評価部会委員氏名をホー

国の定めた公募要領と審査要項に従って
審査基準等を策定し、計 25 件の申請を受け
付け、7 件のプログラムを選定した。審査に当
たっては、第三者による書面審査及びヒアリ
ング審査を行うとともに、採択結果、構想調
書及び審査部会委員氏名をホームページで
公開することにより、審査の公平さ、透明性、
信頼性を確保し、積極的な情報発信が行わ
れたことは評価できる。

事後評価に向けた実施方法及び内容の検
討として、事後評価を行う評価部会委員候補
者やスケジュール案を準備したため、翌年度
速やかに事後評価業務に取り組むことがで
き、評価できる。

・平成 21 年度に採択された 13 大学に対して平成 26 年度に行う事後評価に
向け、実施方法及び内容の検討を実施した。

・平成 25 年 6 月に大学の世界展開力強化事業プログラム委員会を開催し、
審査要項等を決定の上、平成 25 年 7 月に国公私立大学から、25 件 34
大学の申請を受け付け、審査部会による客観的で公平・公正な審査を行
い、平成 25 年 11 月に開催した大学の世界展開力強化事業プログラム委
員会において、7 件 11 大学のプログラムを選定した。採択結果、構想調書
及び審査部会委員氏名をホームページで公開した。

「グローバル 30 総括シンポジウム」の内容
として、配付資料やアンケート結果をホーム
ページに掲載し公開することで、シンポジウ
ムに参加していない国内大学に対しても、本
事業全体の取組状況や成果等の情報発信
が積極的に行われたことは評価できる。

・平成 21 年度に採択された 13 大学に対するフォローアップとして、事業最
終年度に当たり開催された「グローバル 30 総括シンポジウム」に参加し、本
事業全体の取組状況や成果、各採択大学における取組実績、今後の課題
を確認するとともに、シンポジウムの内容について社会に向けた情報発信
を実施した。
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⑥ グローバル人材育成推進事業
 学生のグローバル化を推進する組織的な教
育体制の整備を支援し、国際的な産業競争
力の向上や国と国の絆の強化の基盤とし
て、豊かな語学力・コミュニケーション能力等
を身につけ、グローバルな舞台に積極的に
挑戦し活躍できる人材の育成を目的とする
国の助成事業「グローバル人材育成推進事
業」について、委員会を開催し評価業務を行
ったか。
 平成 24 年度採択プログラムのフォローアップ
を行ったか。

【25 年度評価】 項目別－84

・本事業として新たに、平成 24 年度に採択された 42 件のプログラムについ
て、各採択プログラムから提出されたフォローアップ調査票に基づき、事業
全体の進捗状況及び各採択プログラムの優れた取組、特筆すべき成果及
び課題等をとりまとめ、その結果を平成 26 年 3 月に開催したグローバル人
材育成推進事業プログラム委員会に報告するとともに、社会に向けた情報
発信を実施した。

・平成 24 年度に採択された 14 件のプログラムについて、各採択プログラムか
ら提出されたフォローアップ調査票に基づき、事業全体の進捗状況及び各
採択プログラムの優れた取組、特筆すべき成果及び課題等をとりまとめ、そ
の結果を平成 26 年 3 月に開催した大学の世界展開力強化事業プログラム
委員会に報告するとともに、社会に向けた情報発信を実施した。

フォローアップの結果をホームページに掲
載し公開することで、採択大学以外の国内大
学に対しても、事業全体の進捗状況及び各
採択プログラムの優れた取組、特筆すべき成
果及び課題等の情報発信が積極的に行われ
たことは評価できる。

フォローアップの結果をホームページに掲
載し公開することで、採択大学以外の国内大
学に対しても、事業全体の進捗状況及び各
採択プログラムの優れた取組、特筆すべき成
果及び課題等の情報発信が積極的に行われ
たことは評価できる。

ムページで公開することにより、審査の公平
さ、透明性、信頼性を確保し、積極的な情報
発信が行われたことは高く評価できる。
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調査・研究の実施
① 学術システム研究センター

【（小項目）Ⅰ－５－１】

H27

H28

H29

 学術研究動向については、センター研究員
全員が専門分野にかかる最新の学術動向を
調査し、その成果をより適切な審査委員の選
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

【25 年度評価】 項目別－85

・学術システム研究センターの研究員を研究担当者として振興会とセンター
研究員が所属する研究機関（平成 25 年度は 54 研究機関（121 課題））との
委託契約を締結し、各分野等における学術動向等に関する調査研究を実
施。
・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

H26

A

A

―

H27

H28

H29

学術システム研究センターの研究員を研
究担当者とし、振興会とセンター研究員が所
属する研究機関を主な活動拠点として、各研
究員の専門領域にとどまらない、全般的な学
術の振興を見据えた学術動向等に関する調

分析・評価
海外における学術振興施策の状況調査に
ついては、海外研究連絡センターと連携し
て、学術研究機関からの情報収集に努め速
やかに振興会の事業に反映させている。そ
れを含め学術システム研究センター研究員
による国内外学術動向についての調査等を
積極的に実施し、その結果をホームページな
どに広く公表しており、評価できる。

A

外部評価

（単位：千円）
（単位：人）

A

自己点検
評価

H25

【外部評価評定】

【自己点検評価評定】

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績
 海外研究連絡センターとの連携による諸外 ・海外研究連絡センターのサポートにより、学術研究機関への下記調査協力
等ができ、その報告のもと学振事業（WPI 等）へ還元された。
国の学術振興施策の状況調査及び国内外
・平成 26 年度に行う延長審査に向けて、評価手法、予算スキーム、延長審
の学術研究動向、研究者動向等の調査・研
査後の課題の状況、フォローアップ等を調査するため、ドイツの拠点形成
究を実施し、結果をとりまとめ、今後の振興
プログラム “Excellence Initiative”の担当者や採択課題担当研究者等と
会事業に反映させたか。
意見交換を行い情報収集し、WPI 事業に還元した。

【調査・研究の実施において達成すべき成果】
・調査・研究が事業に活かされたとの評価を得る。
【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
決算額（支出額）
802,174
従事人員数
36

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
・学術の振興を図るための各種事業を長期的観点で効果的に展開するため、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。
・その結果を事業実施や新たな事業の企画・立案に活かす。

エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進

【（中項目）Ⅰ－５】
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・プログラムディレクターによる計画書の承認を経て、外部有識者で構成され
ている運営委員会（平成 26 年 3 月第 1 回）での確認を経ている。

・センターの『調査研究実績報告書』は、平成 25 年度より、研究員の専門分
野だけでなく、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
向を留意して把握することを求めており、この『調査研究実績報告書』を踏ま
えて、揺籃期にある学術研究に対しても、特設分野研究の課題として検討し
た。

 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
給しているか。（事務・事業の見直し）

 センターにおける調査・研究の実施に当た
り、研究員がカバーできる学術分野には自
ずと限りがあることに留意しつつ、特に異分
野の融合、境界領域や揺籃期にある学術研
究の動向に留意したか。（JSPS 部会（年度
／2 期））

【25 年度評価】 項目別－86

・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が、平成 22 年度の委託
研究契約分より、専門調査班ごとにとりまとめて報告書の概要を公開。
・平成 25 年度より、専門調査班ごとに報告書を情報共有し、特設分野研究の
検討にも活用した。
http://www.jsps.go.jp/j-center/chousa_houkoku.html
・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で公表
http://www.jsps.go.jp/j-kaigai_center/overseas_news.html

する調査・研究を実施することにより、その成果は科研費及び特別研究員
などの諸事業における審査システム業務の改善に活用されるとともに、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・助言等を実施。

 これらの成果を報告書にとりまとめ、ホーム
ページ等において公表したか。

てたか。

学術システム研究センターの『調査研究実
績報告書』において、研究員の専門分野を超
えた異分野、境界領域、揺籃期などの学術
動向を積極的に把握するよう努めており、高
く評価できる。

学術システム研究センターの学術研究動
向調査研究費は、外部有識者で構成されて
いる運営委員会でも審議されており、平成 25
年度については、平成 26 年 3 月第 1 回の運
営委員会での確認を経ており、適切に支給さ
れていると評価できる。

学術システム研究センターでは、毎年度、
各研究員による『調査研究実績報告書』が提
出されており、平成 25 年度当初には平成 24
年度の報告を取りまとめて、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。とくに、この『調査研究実績報告
書』が新たな事業である特設分野研究の検
討へ活用されていることは評価できる。
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
るが、平成 22 年度の委託研究契約分より、
各報告書の概要が公開されており、改善が
みられていることは評価できる。
今後さらなる調査研究成果の活用が期待
される。

査研究を行っている。これらの成果は、分科
細目表の見直しのほか、審査員選考方法を
はじめとする審査システム、評定基準・評価
方法などの様々な面での業務の改善等に活
用されており、評価できる。
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調査・研究の実施
② グローバル学術情報センター

H25
802,174
36

H26

H27

H28

H29

科研費採択
データ

科研費電子
申請データ

データ名

731,039
件

453,048
件

件数

【25 年度評価】 項目別－87

内容
①応募・審査データ（平成
21 年度～25 年度分）
②交付申請データ（平成
21 年度～25 年度分）
①採択課題データ（昭和
39 年度～平成 24 年度
分）

H26

A

A

H27

H28

H29

分析・評価
平成 25 年度に発足した新しいセンターで
あるが、十分な研究経験のある所長、分析研
究員と、専門性に優れた分析調査員を配置
するとともに、各種データの一元管理（収集・
蓄積・管理）を行うために必要な振興会内の
システムを構築している。
また、既にデータの収集も進んでいることか
ら、これまでの取り組みについては十分に評
価できる。

A

外部評価

（単位：千円）
（単位：人）

A

自己点検
評価

H25

【外部評価評定】

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績
 研究経験を有する者を長として配置するとと ・大学教授として長年の研究経験を有する者を所長として配置するとともに、
データ解析に優れた分析研究員 3 名（大学の教授職を前職とする者 2 名、
もに、データ解析に優れた研究者等を分析
大学共同利用機関法人研究所の教授職と兼務する者 1 名）及びデータ分析
研究員及び分析調査員として配置し、科研
の経験のある分析調査員 1 名を配置した。
費事業、研究者養成、学術国際交流事業等
の各種データを一元管理（収集・蓄積・管理）
・振興会内に理事を座長とし、センター、総務企画部、研究事業部の構成員
する体制を構築したか。
をメンバーとする「データベースプロジェクト」検討会を設置し検討を行うとと
もに、サーバーの設置やソフトウェアの導入等を行い、振興会諸事業の各
種データの一元管理（収集・蓄積・管理）を行う体制を構築した。この結果、
平成 25 年度末までに以下のデータを収集した。

【インプット指標】
（中期目標期間）
決算額（支出額）
従事人員数

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
・学術の振興を図るための各種事業を長期的観点で効果的に展開するため、研究経歴を有する職員等により
振興会諸事業に関する分析を行う。
・振興会の諸事業に関する情報の収集・蓄積を行う体制を構築し、分析機能の強化を図る。

【（小項目）Ⅰ－５－２】

【自己点検評価評定】
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 これら収集・蓄積した情報を分析し、その結
果を学術システム研究センターに提供すると
ともに、振興会の諸事業へ提案し、事業改善
に活用したか。

【25 年度評価】 項目別－88

・さらに、振興会の諸事業に関連する諸外国の学術研究の動向及び学術振
興機関の事業の実施状況に関する情報を収集し、振興会諸事業の改善の
ため、以下の資料を作成した。
資料の名称
「米欧の主なファンディングエージェンシーにおけ
る審査・評価メカニズム」報告書
「米欧の主要国における学術・科学技術に関する
主要文書」ライブラリ及び要旨集

・また、分析業務の一環として、振興会から Elsevier 社に委託した科研費によ
る成果論文の調査結果のデータを利用した分析を行い、以下の資料を作成
し学術システム研究センターや科研費担当部局における事業改善の取り組
みの参考とした。
資料の名称
「Scopus 収録論文との関連付けを通した科研費成
果論文の分析」報告書

・振興会の諸事業への提案の一環として、科研費による成果物の情報の収
集と改善のための検討を行い、その結果に基づき、研究者から提出される
実績報告書の記載項目の改訂等の提案を行った。この改訂等の実現によ
り、将来的な科研費の成果に係るエビデンスの信頼性の向上が期待されて
いる。

・収集、蓄積した情報を分析し、その結果を振興会事業の改善に活用するた
め、センター所長が学術システム研究センター副所長を兼務する体制とし、
両センター間の連携を高めた。また、毎週定例の会議を開催しセンターのメ
ンバー間で情報を共有するともに、振興会内の他の部局との打ち合わせを
通したニーズの把握や、外部の関係諸機関が実施する会合等への積極的
な参加を通した情報の収集に努めた。

②報告書データ（昭和 60
年度～平成 24 年度）
発足したばかりであるが、平成 25 年度は
学術システム研究センター及び振興会の各
事業の担当との間での緊密な連携と、デー
タ・情報の収集・蓄積する体制を構築して、デ
ータ･情報の分析結果を同センターに提供し、
また、振興会の諸事業の改善に活用する体
制の整備が進んでいる。
このグローバル学術情報センターの役割の
重要性を考えると、本センターの体制につい
て更なる強化が期待される。
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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 成果の社会還元・普及・活用

H28

H29

○ホームページへの掲載
 公募情報を中心に、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たか。

【25 年度評価】 項目別－89

 公募情報を中心に、最新の情報を速やかにホームページにて告知し、内外
の研究者や一般向けに広く迅速な情報発信を行った。
 既存の事業については、公募が終了した後の採択に関する情報や事業報
告についてもホームページでの公開を積極的に行い、広く国民等へ情報発
信を行った。
 振興会アクセシビリティガイドライン等に基づき、9 事業のウェブページを再
デザインした。
 見やすさや分かりやすさと共に速報性を考慮し、トップページのデザインを
改修した。

H26

H27

分析・評価

A

A

H28

H29

振興会のホームページは、きわめて豊富
な情報が速やかかつ分かりやすく提供される
ように工夫されており、高く評価できる。
また、振興会アクセシビリティガイドライン等
に基づくウェブサイトのデザイン改修など、利
用者の利便性を考慮した見直しに努めてい
ることも評価できる。

振興会の広報について課題を整理した上、
新たな実施方法について、まずは検討を行っ
たことは評価できる。

A

外部評価

（単位：千円）
（単位：人）

A

自己点検評価

H25

【外部評価評定】

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績
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、  現在の振興会の広報に関する課題を整理し、新たな効果的な広報媒体に
ついて検討を行った。
実施方法について協議を行い、その検討結
果を踏まえた適切な広報に努めたか。

【広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用において達成すべき成果】
・調査研究の成果が研究者をはじめ社会への積極的な提供。
・「発見と発明のデジタル博物館（卓越研究データベース）」の充実。
【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
H27
決算額（支出額）
802,174
従事人員数
36

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
・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り、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。
・調査・研究の成果を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等により、社会に積
極的に提供し、広く普及させる。

【（小項目）Ⅰ－５－３】

【自己点検評価評定】
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 英文ニューズレターを年 4 回発行し、振興会
の事業により来日経験のある外国人研究
者、海外の学術振興機関等に配布したか。


○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やすく編
集した和文・英文のパンフレットを作成し、学
術機関等に送付するほか、必要に応じて事
業毎にパンフレットを作成・配布したか。

発行部数
4,000 部
8,000 部
8,000 部
1,000 部
30,900 部
30,300 部
30,000 部
29,500 部
20,700 部
6,000 部
6,400 部
16,000 部
16,000 部
16,000 部
16,000 部
7,000 部
7,000 部
－※1

発行時期
平成 25 年 12 月
平成 26 年 1 月
平成 25 年 7 月
平成 26 年 3 月
平成 25 年 6 月
平成 25 年 9 月
平成 25 年 12 月
平成 26 年 3 月
平成 25 年 6 月
平成 25 年 11 月
平成 26 年 3 月
平成 25 年 10 月
平成 25 年 6 月
平成 25 年 9 月
平成 25 年 12 月
平成 26 年 3 月
平成 25 年 6 月
平成 25 年 6 月
平成 25 年 6 月

【25 年度評価】 項目別－90

標題または内容
JSPS 2013-14（日本語版ブローシャー）
JSPS 2013-14（英語版ブローシャー）
科研費パンフレット 2013（和文）
科研費パンフレット 2013（英文）
科研費 NEWS Vol.1（和文）
科研費 NEWS Vol.2（和文）
科研費 NEWS Vol.3（和文）
科研費 NEWS Vol.4（和文）
ひらめき☆ときめきサイエンス事業リ
ーフレット
世界トップレベル研究拠点プログラム
パンフレット
世界トップレベル研究拠点プログラム
成果集
JSPS Quarterly No. 44
JSPS Quarterly No. 45
JSPS Quarterly No. 46
JSPS Quarterly No. 47
学術の国際交流 2013-14（和文リーフレ
ット）
International
Collaborations
2013-14（英文リーフレット）
二国間交流事業 共同研究・セミナー

 パンフレット等
ブローシャー（法人概要）のほか、科学研究費助成事業、各種国際交流事
業、HOPE ミーティング等の事業ごとにパンフレット等を分かりやすく作成・編
集し国内外の関係者に広く周知した。また、英文ニューズレター（JSPS
Quarterly）を年 4 回（各回 16,000 部）発行し、国内外の外国人研究者や大学
等研究機関、海外の学術振興機関、在日大使館等に配布し、国内外の研究
者、国民への情報発信に努めた。
作成したパンフレット等は以下の振興会ホームページで電子媒体でも公開
している。
日本語版：http://www.jsps.go.jp/pablications/index.html
英語版：http://www.jsps.go.jp/english/pablications/index.html

ブローシャー（法人概要）のほか、科学研
究費助成事業、各種国際交流事業、HOPE ミ
ーティング等の事業ごとにパンフレット等を分
かりやすく作成・編集し国内外の関係者に周
知したことは評価できる。
英文ニューズレターを年 4 回（各回 16,000
部）発行し、国内外の外国人研究者や大学
等研究機関、海外の学術振興機関、在日大
使館等に配布したことは、国内外の研究者、
国民への情報発信に大きく資するものであり
評価できる。
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－※1
6,700 部
550 部
330 部
500 部
300 部
－※2
9,000 部
21,000 部
9,000 部
5,500 部
5,000 部
240 部
1,500 部
200 部
600 部
500 部
1,500 部
1,000 部
2,500 部

平成 25 年 6 月
平成 25 年 7 月
平成 26 年 1 月
平成 26 年 1 月
平成 26 年 3 月
平成 26 年 3 月
平成 25 年 5 月
平成 26 年 3 月
平成 26 年 3 月
平成 25 年 8 月
平成 26 年 1 月
平成 25 年 12 月
平成 26 年 2 月
平成 25 年 6 月
平成 25 年 9 月
平成 26 年 1 月
平成 26 年 2 月
平成 26 年 3 月
平成 25 年 7 月
平成 26 年 1 月

【25 年度評価】 項目別－91

オープンパートナーシップ共同研究・
セミナー（チラシ）
JSPS Bilateral Joint Research
Projects/Seminars
Open
Partnership
Joint
Projects/Seminars（チラシ）
第 6 回 HOPE ミーティング広報チラシ
第 6 回 HOPE ミーティング広報リーフレ
ット（和文）
第 6 回 HOPE ミーティング広報リーフレ
ット（英文）
先端科学（FoS）シンポジウム リーフ
レット（和文）
先端科学（FoS）シンポジウム リーフ
レット（英文）
平成 26 年度リンダウ・ノーベル賞受賞
者会議参加研究者募集チラシ
Fellowships for Research in Japan
2014（和文）
Fellowships for Research in Japan
2014（英文）
2014 JSPS Summer Program（ちらし A4
版）
JSPS Science Dialogue Program
'13-'14
LIFE IN JAPAN FOR FOREIGN RESEARCHERS
2014-2015（ガイドブック）
JSPS RONPAKU (Dissertation Ph.D.)
Program Abstracts of Dissertation
for FY2012
JARC-Net（ちらし A4 版）
特別研究員-RPD 懇談会パンフレット
第 10 回日本学術振興会賞パンフレット
第 4 回日本学術振興会 育志賞リーフレ
ット
平成 25 年度グローバル COE プログラム
パンフレット
組織的な大学院教育改革推進プログラ
ム-成果と展開平成 25 年度博士課程教育リーディング
プログラムパンフレット
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40 部
7,750 部
－※3
－※3
－※3
8,400 部
3,800 部
6,500 部

平成 26 年 2 月
平成 26 年 2 月
平成 26 年 2 月
平成 26 年 2 月
平成 26 年 2 月
平成 26 年 3 月
平成 25 年 9 月

電子媒体に
て配布
200 部及び
電子媒体に
て配布
1,450 部

400 部

作成部数

平成 25 年 8 月

平成 25 年 7 月

平成 26 年 3 月

平成 25 年 5 月

平成 25 年 6 月

作成時期

1,500 部

平成 26 年 3 月

200 部
3,000 部
500 部

平成 25 年 4 月
平成 25 年 5 月
平成 25 年 8 月
350 部

500 部

平成 25 年 7 月

平成 25 年 11 月

2,000 部

平成 25 年 7 月

【25 年度評価】 項目別－92

※3 平成 26 年度分募集より各機関へのポスター郵送は廃止し、作成したポスター電子デ
ータをホームページに掲載（JSPS Summer Program ポスター、Fellowship for Research in
Japan ポスターは、引き続き各関係機関へ配送）。

第 6 回 HOPE ミーティングポスター
2014 JSPS Summer Program ポスター（A1
版）
Fellowship for Research in Japan 2014 ポ
スター
平成 27 年度分特別研究員募集ポスター
平成 27 年度分特別研究員－RPD 募集ポ
スター
平成 27 年度分海外特別研究員募集ポス
ター
第 11 回日本学術振興会賞受賞候補者の
推薦募集ポスター
第 5 回日本学術振興会 育志賞受賞候補
者の推薦募集ポスター
2012 年ノーベル生理学・医学賞ポスター

平成 27 年度リンダウ・ノーベル賞受賞者
会議参加研究者募集ポスター

 ポスター作成実績
標題または内容
ひらめき☆ときめきサイエンス事業ポスタ
ー
平成 26 年度リンダウ・ノーベル賞受賞者
会議参加研究者募集ポスター

※1 電子媒体にて作成・配布
※2 180 部及び電子媒体にて配布

第 29 回国際生物学賞授賞式パンフレッ
ト
第 30 回国際生物学賞推薦募集リーフレ
ット

学術システム研究センターリーフレッ
ト

産学協力（和文）パンフレット
産学協力（英文）パンフレット
（ University-Industry
Research
Cooperation）
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 振興会の広報活動の目的である多額の助成
予算を確保し続けるために、助成対象である
研究者の研究活動が広く国民（社会）に理解
され納得されるような広報に努めたか。（外
部評価（年度／2 期））

○メールマガジンの配信
 メルマガ方式により、公募案内や行事予定
等の情報提供を行ったか。

公募案内
13
12
7
11
11
10
5
4
5
5
3
11

海外動向
5
4
9
4
6
10
8
5
6
7
6
4

行事予定
1
1
2
2
1
5
5
5
4
3

お知らせ
3
3
1
3
3
2
4
1
3
5
2
4

【25 年度評価】 項目別－93

 学術研究や人材育成、学術国際交流の重要性とそれを支える振興会が効
果的にかつ専門知識を有しない層にも分かりやすく示せるよう、アニメーショ
ンを用いた広報映像を新たに作成した。

○月別記事数
月
ﾄﾋﾟｯｸｽ
4月
3
5月
2
6月
1
7月
1
8月
1
9月
1
10 月
2
11 月
2
12 月
4
1月
4
2月
3
3月
4

 毎 月 お よ そ 16,000 名 の 登 録 者 に メ ー ル マ ガ ジ ン 「 学 振 便 り （ JSPS
Monthly）」配信し、公募情報や行事予定の紹介等、事業内容の周知に努
め、情報発信の強化を図った。

○月別登録件数実績
4月
5月
6月
7月
8月
9月
15,561
15,749
15,810
15,364
15,404
15,364
件
件
件
件
件
件
10 月
11 月
12 月
1月
2月
3月
15,417
16,420
16,602
16,535
16,566
16,593
件
件
件
件
件
件

広く一般国民に分かりやすいよう、アニメー
ションを用いて学術研究等の重要性や振興
会との関係を示した新たな試みは評価できる
が、科研費その他の科学研究経費について
の国民の関心が高まっているところから、より
一層の広報の仕方への検討が期待される。

毎月メールマガジンを配信し、公募情報や
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ことは評価でき
る。
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・企画小委員会を開催し、新規参画学会及び入力システムの改修等、発見と
発明のデジタル博物館（卓越研究データベース）の充実方策について検討
し、学会との調整、データベース公開ページ及び入力システムの改修を実
施した。また、本事業に参画する学会において新たに 27 件の卓越した研究
成果をデータベースに入力を行った。

 学術の進展により生じた卓越した研究成果
をデータベースにより広く一般に公開するこ
とを目的とする「卓越研究成果公開事業」を
実施したか。また、委員会を開催し、「発見と
発明のデジタル博物館（卓越研究データベー
ス）」の充実方策について検討し実施した
か。

【25 年度評価】 項目別－94

・センターの『調査研究実績報告書』を踏まえて揺籃期にある学術研究等に
ついて、特設分野研究の課題として検討した。

・「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究室へ～ＫＡＫＥＮＨＩ」を
全国各地の 136 機関で 243 プログラムを実施した。また、平成 23 年度実施
分より、本プログラムの実施対象機関を大学・大学共同利用機関法人に加
え短期大学や高等専門学校など科研費の応募対象機関全体に拡大し幅広
い特徴のあるプログラムを行えるようにしたことに加え、平成 25 年度実施分
より、一機関からの応募件数の制限を撤廃したことで、応募件数が大幅に
増加した。（25 年度：152 機関 298 プログラム、24 年度：131 機関、252 プロ
グラム）

 学術システム研究センターの調査・研究の成
果を報告書にとりまとめホームページ等にお
いて公表するとともに、事業の企画・立案等
に活用したか。

② 成果の社会還元・普及・活用
 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」を全国各地の大学等で
幅広く実施したか。

国立情報学研究所と学会の協力により、
学術研究に関するアウトリサーチ活動を促進
する事業である「発見と発明のデジタル博物
館（卓越研究データベース）」を構築し、入力
システムの改修、新たなデータの入力など、
その充実を図っていることは評価できる。

学術システム研究センターは、毎年度、各
研究員において内外の学術の動向を中心と
する『調査研究実績報告書』を作成しており、
その成果は振興会の事業の企画・立案に積
極的に活用されていると評価できる。
また、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ところから、全
文公開する代わりに、概要がホームページ等
で公開されている点も評価できる。

全国 136 機関で 243 プログラムが実施され
ており、学術と日常生活との関わり等に対す
る理解を深める機会を積極的に提供している
と評価できる。
また、平成 23 年度実施分からの応募対象
機関の拡大に続き、平成 25 年度実施分より
一機関からの応募件数の制限を撤廃するこ
とで応募件数の増加を図ったことは評価でき
る。
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学術の社会的連携・協力の推進

H28

H29

・「産学協力研究委員会」においては、産学の研究者の要請や研究動向に関

 産学協力研究委員会を開催し、産学の研究

【25 年度評価】 項目別－95

・「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について検討を行い、「先導的研究
開発委員会」を新たに 2 委員会設置した。また、産学協力研究委員会ごと
に、5 年以内に実施する設置継続等に関する審議を行った。この審議は平
成 22 年度以降全ての委員会（63 委員会）を対象にしており、平成 25 年度
は、12 件の設置継続審査を行い、12 件の設置継続が認められた。

 産学協力総合研究連絡会議を開催し、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
進方策を検討したか。

H26

A

A

H27

H28

H29

分析・評価
学術の社会的連携・協力の推進を図るた
め、「産学協力研究委員会」を設置しており、
平成26年3月末現在、63委員会が精力的に
活動している。
「産学協力総合研究連絡会議」において、
産学協力研究委員会の設置継続等に関する
審議を行い、産学協力研究委員会等諸事業
の充実強化を図っている。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（63 委員会）を対象にす
ることとし、平成25年度は、12 件の設置継続
審査を行い、12件の設置継続が認めらてお
り、産業界のニーズ等を踏まえ、適切かつ公

A

外部評価

（単位：千円）
（単位：人）

A

自己点検
評価

H25

【外部評価評定】

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績
 学界と産業界の第一線の研究者等からのボ ・「産学協力研究委員会」において、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、学術の
トムアップによる発意に基づき、自由な研究
社会的連携・協力の推進を図る場を設けるなど、産学協力の橋渡しを行っ
発表、情報交換を行う場を提供し、産学協力
た。なお、平成 26 年 3 月末現在、63 委員会が活動しており、計 601 回の会
の橋渡しを行ったか。
議を開催した。

【学術の社会的連携・協力の推進において達成すべき成果】
・産学協力研究員会の活発な活動と一層の活性化の推進
・産業界のニーズを踏まえた事業展開
・セミナー・シンポジウムの開催と研究活動及び成果にかかる情報発信
【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
H27
決算額（支出額）
802,174
従事人員数
36

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
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、情報交換などの研究交流を促進する。

【（小項目）Ⅰ－５－４】

【自己点検評価評定】
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・「研究開発専門委員会」においては、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
に調査審議を行い、3 委員会により計 14 回の会議を開催した。
・下記のホームページを随時更新し、情報発信を行った。
事業概要 http://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index.html
委員名簿 http://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index2_1.html
産学研究協力委員会一覧
http://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index2_2.html
研究開発専門委員会・先導的研究開発委員会一覧
http://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index2_3.html

 研究開発専門委員会を開催し、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ったか。

 産学協力研究委員会等の活動と産学協力
総合研究連絡会議の審議結果各委員会の
活動についての情報発信に努めたか。

【25 年度評価】 項目別－96

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
を、出版物の刊行（計 3 件）や産学協力によるシンポジウムを開催（計 16
件）することにより発信した。

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ったか。

平に行われていると認められる。さらに、平成
23年度のフィジビリティスタディ制度の導入に
より、着実にフィジビリティスタディが開始さ
れ、委員会の立ち上げに繋がったことは評価
できる。加えて、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
その推進方策の検討を行った結果、「先導的
研究開発委員会」を新たに2委員会設置した
ことは評価できる。
「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するなど、発信に努めて
いることは評価できる。
「研究開発専門委員会（3 委員会）」におい
て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に
ついて専門的な調査審議を行っている。
また、インターネットを利用し、随時更新し
た情報を発信していることは評価できる。
なお、委員会の活動の成果として、産業界
にハンドオーバーできたテーマ数や、産業界
のニーズを踏まえた研究実績といった成果指
標の検討が今後望まれる。
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（１）国際生物学賞にかかる事務
（２）学術関係国際会議開催にかかる募金事務

【（小項目）Ⅰ－６－１】

H25
1,017,022
18

H26

H27

H28

H29

【25 年度評価】 項目別－97

H26

H27

分析・評価

A

A

―

H28

H29

有識者による国際生物学賞審査委員会を
複数回開催し、最終審査には 4 名の著名な
外国人審査委員を含めて審議するなど、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
選考する事務を着実に実施したことは、評価
できる。
また、受賞者の決定及び天皇皇后両陛下
に御臨席賜る授賞式について積極的に広報
活動を行うと共に、授賞式後には振興会と九
州大学の共催による国際生物学賞記念シン
ポジウムを開催し、受賞者による特別講演会
を実施したことは、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する
ものであり、評価できる。
さらに、第 30 回国際生物学賞の実施に向
けた準備・支援の事務を着実に実施してお

A

外部評価

（単位：千円）
（単位：人）

A

自己点検
評価

H25

【外部評価評定】

【自己点検評価評定】

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上（中項目Ⅰ－１：総合的事項と共通）。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績
（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 ・第 29 回国際生物学賞は、ワシントン大学教授のジョセフ・フェルゼンシュタ
イン博士に授与した。
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 ・授賞式は、平成 25 年 11 月 18 日に日本学士院において天皇皇后両陛下の
御臨席を賜り挙行した。
いる国際生物学賞第 29 回顕彰にかかる事
務を行うとともに、次回に向けた準備・支援 ・授賞式後の 11 月 21 日、22 日には、振興会と九州大学の共催による国際生
物学賞記念シンポジウムを開催し、その中で受賞者による特別講演会を実
の事務を着実に実施したか。また、募金趣意
施し、150 名が参加した。
書を配布するなど、国際生物学賞基金への
・国際生物学賞基金の募金趣意書を作成し、理事長及び理事により、積極的
募金活動に努めたか。
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
に努め、16,400 千円（11 件）の寄付を収集した。（平成 24 年度：2,333 千円（9
件））
・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
適切に運用した。
・第 30 回国際生物学賞の審議は、平成 26 年 1 月 17 日に基本方針を決定し、
同日、第１回の審査委員会を開催（授賞式は平成 26 年 11 月頃に実施予
定）した。

【インプット指標】
（中期目標期間）
決算額（支出額）
従事人員数

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
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。

前各号に附帯する業務

【（中項目）Ⅰ－６】
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（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
金による募金や特定公益増進法人としての
募金の事務を行ったか。

内容
第 29 回国際生物学賞審査委員会（第 3 回会議）
（受賞候補者を 10 名程度に絞り込む）
第 29 回国際生物学賞審査委員会（第 4 回会議）
（受賞候補者の選定）
第 30 回授賞分野に関する会議
第 58 回国際生物学賞委員会（第 29 回国際生物
学賞受賞者の決定）
第 29 回国際生物学賞授賞式
第 59 回国際生物学賞委員会（審査委員長の選
出等）
第 30 回国際生物学賞審査委員会（第 1 回会議）
（審査委員の補充、幹事の選出等）
第 30 回国際生物学賞審査委員会（第 2 回会議）
（審査委員会の日程、審査手順の確認、受賞候
補者推薦依頼状等）

国際コモンズ学会
北富士大会組織
委員会

会場
ふじさんホール
平成25年6月3日 富士吉田市民会
館
～7日
富士Calm
鹿児島県民交流
センター
平 成 25 年 7 月 20
鹿児島市福祉プ
日～24日
ラザ
宝山ホール

会期

【25 年度評価】 項目別－98

国際火山学地球
国際火山学地球
内部化学協会
内部化学協会
鹿児島県
2013年学術総会
鹿児島市

国際コモンズ学会
第14回世界大会

◇平成 25 年度に開催された国際会議
会議名
主催者

・特定公益増進法人として募金事務を行った（平成 25 年度の指定寄附金に
よる募金の実績はなし）。
・平成 25 年度には 2 件の国際会議を開催
・募金事務にかかるホームページを見直し、受託基準や事務手続きの流れを
掲載することによって、当該事業をより広く周知することに努めた。

平成 26 年 2 月 25 日

平成 25 年 11 月 18 日
平成 26 年 1 月 17 日

平成 25 年 9 月 17 日
平成 25 年 9 月 17 日

平成 25 年 7 月 16 日

開催日
平成 25 年 6 月 14 日

特定公益増進法人として募金事務を行い、
国際会議の円滑な開催に寄与しており評価
できる。

り、ホームページや授賞式のパンフレット等で
の周知を通じて募金活動にも努めた結果、昨
年の 2,333 千円を大きく上回る 16,400 千円
（11 件）の寄付を収集し自己収入の増を実現
したことは高く評価できる。
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１
２
３
４

業務運営の効率化に関する目標を達成するためにとるべき措置
【外部評価評定】

A

A

【25 年度評価】 項目別－99

組織の編成及び運営
一般管理費等の効率化
人件費の効率化
業務・システムの合理化・効率化
―
【（中項目）Ⅱ－１】
（１）外部委託の促進
（２）随意契約の見直し
（３）情報インフラの整備
（４）業務運営の配慮事項
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
H25
H26
H27
H28
H29
・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、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しつつ、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 自己点検評価
A
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。
・適切な業務運営を図るため、内部統制を充実・強化させる。
・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、
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。
外部評価
A
・総人件費については、政府の方針を踏まえ、厳しく見直しをするものとする。給与水準については、国家公務
員の給与水準を十分考慮し、当該給与水準について検証を行い、適正化に取り組むとともに、その検証結果
や取組状況を公表する。
評価基準
実績
分析・評価
1. 組織の編成及び運営
理事長の職務の適正かつ円滑な執行を図
 理事長のリーダーシップにより、組織編成と ○法人の長のマネジメント体制
るため、役員会、評議員会を設置し、重要事
資源配分について機動的・弾力的に運営を ・役員会の設置（理事長及び理事で構成、監事も出席）
予算、事業計画、規程の制定等、重要事項について審議し、理事長へ 項について審議している。また、監事は、独
行い、業務の効率化を推進したか。また、全
立行政法人通則法で振興会の業務を監査
助言。21 回開催
体の統括機能強化によりガバナンス体制を
・評議員会の設置（学術界、産業界、大学等を代表する学識経験者 15 人に し、理事長に意見を提出できるとされている
整備したか。
が、それに加えて、振興会においては「役員
より組織）
振興会の業務運営に関する重要事項について長期的な視点から幅広く 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。
審議し、理事長へ助言。1 回開催
学識経験者の意見や助言により、研究者
・学術顧問（学術研究に対する特に高い識見を有する学識経験者 8 人を委

【（大項目）Ⅱ】

【自己点検評価評定】
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 適切な業務運営の観点から、職員のコンプラ
イアンスに対する意識の向上に資するため
の研修を実施したか。また、リスクマネジメン
ト委員会を開催し、リスクの分析や対応につ
いて検討を行ったか。

【25 年度評価】 項目別－100

◇監事監査における改善点等の法人の長、関係役員に対する報告状況

○リスク管理について
・問題点等のリスクが生じた場合には、月 2 回開催の役員会及び毎週月曜日
開催の連絡会議に、理事長はじめ役員、部課長が全員出席しており、その
場で直ちに対応すべきリスクの選定、対応方策等を作成することができる体
制にある。
・平成 25 年度から部長以上による連絡会議を月 1 回開催し、各部所掌業務
実施におけるリスクや当該リスクへの対応に向けた取組み等について確認
するとともに、部間で情報を共有する体制を整備した。
・組織も大きくないため、組織全体として機動的に対応することができる環境
にある。
・「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項」（平成 22
年 11 月 1 日策定）を定め、リスクマネジメント体制を強化した。
なお、平成 25 年度においては現状の内部統制システムが効果を発揮し、
対応計画を作成する特段のリスクは認められなかった。

○法令等の遵守
・年度初め、年末・年始など、理事長による定期的な訓辞
・理事長ら役員が職員と定期的にコミュニケーションの場を持つことによる意
識の共有
・「独立行政法人日本学術振興会行動規範」（平成 22 年 11 月策定）の遵守
・コンプライアンス研修の実施（平成 25 年 4 月 17 日）

嘱）
概算要求や主な事業について専門的見地から幅広く理事長と意見交換

のニーズが理事長のマネジメントに活かされ
るような方策をとられており、法人ガバナンス
として有効に機能しているといえる。
理事長は、定期的に全役職員に訓辞を行
うとともにその内容を内部ホームページに掲
載し、振興会の使命と社会的役割を説明して
いる。また、法令や規程の遵守、情報セキュ
リティ、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、コンプライアンス研修が適切に実施
されている。役職員が遵守すべき事項をまと
めた「行動規範」をホームページに掲載し、振
興会内外に対して周知を図り、遵守してい
る。さらに理事長ら役員と職員とが定期的に
コミュニケーションの場を持つことにより、業
務改善の意見を認識できるよう、また問題の
早期発見を可能とするように努めていると同
時に、職員の立場を理解し支援を行ってい
る。
月 2 回開催の役員会及び毎週月曜日開催
の連絡会議に、理事長はじめ役員、部課長
が全員出席する体制がとられていること、部
長以上による連絡会議を月 1 回開催している
ことから、問題点等のリスクが生じた場合に
は、組織全体として直ちに把握・対応できる
体制にある。
さらに、リスクの選定、対応方策など、中期
目標・計画の未達成項目（業務）がないかを
常時確認し、あった場合は、要因の分析や対
応が可能となっている。内部統制のリスクの
把握については、平成 22 年 11 月 1 日に定め
た「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項」を遵守し、リスクマネジ
メント体制が適切に整備されている。
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【25 年度評価】 項目別－101

◇業務運営についての見直し、効率化
業務運営について既存事業の見直しを行
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、
効率化を図った。一般管理費（人件費を含む。）に関しては、中期目標 い、効率化・合理化を図るため、組織を 3 部
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 15 課 2 センターから 4 部 16 課 3 センター体
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 制にし、業務分担を見直している。

2. 一般管理費の効率化
 業務運営について既存事業の徹底した見直
し、効率化を図ったか。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

月 2 回開催の役員会及び毎週月曜日開催
の月曜会に、理事長はじめ役員、部課長が
全員出席しており、業務運営についても常に
理事長がチェックできる体制ができている。
未達成項目が発生した場合にも、すぐにその
要因を分析し対応できる体制が整備されてい
る。

平成 24 年度の監事監査については、監事
より理事長へ報告（平成 25 年 6 月 28 日）を
行い、改善すべき事項について対応を検討
し、措置を講じるなどの取組を行っている。
また、24 年度の財務諸表等について、会
計監査人の法定監査、監事監査を受けてお
り、その結果はホームページに公開されてい
る。
さらに、監事監査においては、振興会の運
営全体の監査に加え、重点項目として、「研
究活動の公正性の確保及び適正な研究費の
使用について」、「運営費交付金事業等の成
果について」を設定して監査を実施している。

現状の内部統制システムが効果を発揮しており、組織全体で優先的に対
応すべき重要な課題は認められなかった。
なお、万一リスクを把握した場合には、月 2 回開催の役員会及び毎週月曜
日開催の連絡会議に、理事長はじめ役員、部課長が全員出席しており、その
場で直ちに対応すべきリスクの選定、対応方策等を作成することができる体
制にある。

・なお、平成 25 年度決算についても監事監査及び会計監査人の監査を受
け、適正であるとの意見を得ている。

・平成 24 年度決算に関する監事監査結果及び会計監査人の監査報告書を
ホームページに公開している。

・重点的に監査する項目として平成 25 年度は「研究活動の公正性の確保及
び適正な研究費の使用について」、「運営費交付金事業等の成果について」
を実施した。また、振興会の業務内容や財務内容をはじめ、入札・契約の内
容、更には給与水準の状況等についても監査を行っている。

◇平成 24 年度決算等の監査状況
・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。また、監事による財
務諸表及び決算報告書等の監査も受けている。

◇監事監査における改善事項への対応状況
・平成 24 年度監事監査結果報告（平成 25 年 6 月 28 日）について対応を検
討し、改善すべき事項については措置を講じるなどの取り組みを行った。
・長期的な検討が必要な事項や振興会独自で対応できない事項等について
も自己点検評価報告書に対応状況等を明記した。

・監事より理事長へ平成 24 年度の監事監査結果について報告が行われた
（平成 25 年 6 月 28 日）。

 組織全体で優先的に対応すべき重要な課題
（リスク）を把握したか。また、そのリスクにど
のように対応したか。（二次評価）

 監事監査および会計監査人監査の結果をホ
ームページ等で公開したか。

 前年度決算に関し、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監査及び会計監査人の
法定監査を受けたか。また、監事監査につい
ては一般的な業務・会計監査のほか重要項
目を引き続き設けたか。

114

3. 人件費の効率化
 給与水準について、国家公務員の給与水準
を十分考慮し検証を行い適正化に取り組む
とともに、検証結果や取組状況を公表した
か。

 一般管理費（人件費含む。）について、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ってい
るか。
 その他の事業費（競争的資金等を除く。）に
ついて、前年度予算に対して 1％以上の削減
を図ったか。
 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
ったか。
 運営費交付金額の算定に向けて、運営費交
付金債務残高の発生状況にも留意したか。

化を促進したか。

424,887
28,735,012

438,646
29,042,247

25 年度実績

1.1％

3.1％

削減割合

（単位：千円）

【25 年度評価】 項目別－102

振興会は、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
際交流の推進、④大学改革の支援のための事業を行う我が国唯一の学術
振興機関である。これらの事業実施に当たっては、高度な専門性が求められ

◇ラスパイレス指数（平成 24 年度実績）
対国家公務員指数 110.6
（参考）
地域勘案
98.7
学歴勘案
107.9
地域・学歴勘案 96.4

・特例法に基づく国家公務員の給与見直しに関連して、平成 24 年 4 月から減
額措置を実施した。
・国家公務員退職手当法の改正による退職手当の支給水準引き下げに準じ
て、役員及び職員の退職手当の支給水準の引き下げを実施した。
・平成 24 年度の給与水準については、主務大臣の検証を受けた結果、進捗
状況は適正な水準に見直されている旨の意見を受けており、検証結果はホ
ームページで公表した。（平成 25 年度実績は、平成 26 年 6 月 30 日までに
ホームページで公表予定。）

※予算、実績について特殊要因である退職手当を除いている。
※平成 24 年度予算は、平成 25 年度の予算編成における業務政策係数の伸
び率の影響額を含む。

その他事業費

一般管理費

24 年度予算

◇一般管理費、その他事業費の削減状況

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当たって効果的な執行を指示したほか、随時状況を
周知することで、事業実施に際して常に予算を意識させた。
この結果、平成 25 年度においては、一般管理費について平成 24 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
24 年度予算に対して 1.1％の削減を図った。

振興会は、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推
進、④大学改革の支援のための事業を行う
我が国唯一の学術振興機関である。これら
の事業実施に当たっては、高度な専門性が
求められることから、優秀な人材を確保する
ために振興会の給与水準は国に比べて高く
なっているが、地域差を是正した給与水準の
比較では国家公務員の水準未満となってい
ることから、給与水準は適正であるものと評
価する。
引き続き、国家公務員の給与改善に関す
る取組を踏まえ、適正な水準の維持に努めて
いくことが求められる。

一般管理費については、対前年度比 3％
以上の削減を図るため、業務の合理的かつ
効率的な執行に取り組み、平成 25 年度実績
として平成 24 年度予算に対して 3.1％の削減
を達成した。
またその他事業費についても、対前年度
比 1％以上の削減を図るため、四半期毎に執
行状況の把握・周知を行い、平成 25 年度実
績として平成 24 年度予算に対して 1.1％の削
減を達成した。
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4. 業務・システムの合理化・効率化
（1）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、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、情報セ
キュリティに配慮した上で外部委託を促進し
たか。
 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ったか。

【25 年度評価】 項目別－103

◇業務運営の効率化
・一般競争入札の範囲の拡大
調達契約の基準を国と同一にするなど独立行政法人日本学術振興会契約
規則等を整備しており、これらに則り適切に調達契約を実施した。
・随意契約の見直し及び業務運営の効率化
契約に当たっては、「随意契約等見直し計画」を踏まえ、真にやむを得ない
ものを除き、一般競争入札を実施した。なお、一般競争入札の実施件数増
加による業務量増加への対応に当たっては、研究者等へのサービスの低
下を招かないよう、適切な人員配置や、調達請求課との連携を密にするな
どの対応を行った。

○平成 25 年度 新規外部委託業務
・通信料に係わる一括請求業務
・給与明細書、源泉徴収票の Web 化委託業務
・支払通知の電子メール化委託業務
・科学研究費助成事業における成果論文の分析調査業務

○平成 25 年度に実施した外部委託業務（継続分）
・日本語研修、オリエンテーション
・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
・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
・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
・特別研究員就職状況調査に伴う調査票回収業務等
・情報化統括責任者（CIO）補佐官及び最高情報セキュリティアドバイザー
（CISO 補佐官）業務
・情報セキュリティ監査及び情報セキュリティ対策支援業務請負

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。

ることから、優秀な人材を確保するために、振興会の給与水準は国に比べて
高くなっている。

業務効率化に向けて、研究者等へのサー
ビスの低下を招かないよう配慮した上で、規
則等の整備、事務所の移転・集約化等を行っ
ており、評価できる。

新規事業の増加などへの対応、及び事業
の効率的な遂行のため、業務を合理的かつ
効率的に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ており、評価でき
る。
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 新たに導入した人事給与統合システムによ
り人事データを一括管理することにより、デ
ータの設定のとおり給与支給額に反映させ
るとともに、人件費の把握において正確性・
迅速性の向上を図ったか。また、既存の財務

（3）情報インフラの整備
○業務システムの開発・改善
 会計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
処理を行ったか。

 契約監視委員会による点検・見通しを実施
するとともに「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
況についてホームページに公開したか。

（2）随意契約の見直し
 調達案件については原則一般競争によるも
のとし、随意契約による場合はその理由等を
公表したか。

金額
（千円）
1,092,037
1,092,037
－
1,279,888
2,371,925

件
数
59
59
－
24
83

平成 24 年度
実績

77

19

1

57

58

件
数

1,659,801

857,885

7,020

794,896

801,916

金額
（千円）

平成 25 年度
実績

【25 年度評価】 項目別－104

・平成 24 年 10 月から本稼働した人事給与統合システムを年度を通して運用
することにより、人件費の把握が容易になった。また財務会計システムと連
携することにより、給与支給の正確性が向上し、スムーズな給与支給につな
がった。

・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。

○随意契約見直し計画の実績
見直し計画
（H22 年 4 月公表）
件
金額
数
（千円）
競争性のある
134
856,276
契約
競争入札
134
856,276
企画競争、
－
－
公募等
競争性のない
31
680,083
随意契約
合計
165
1,536,359

・また、随意契約実績については、その理由と共にホームページにおいて公
表を行った。
（http://www.jsps.go.jp/koukai/index3.html#id3_3）

・「随意契約等見直し計画」に基づき、随意契約について内容を精査し、真に
やむを得ないものを除いて随意契約から一般競争入札に移行すべく見直し
を行った。その結果、平成 25 年度における随意契約は 19 件となり、見直し
計画における件数及び平成 24 年度の実績件数を下回った。

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
的に管理している。また、会計システムによ
り、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ており、評価でき
る。
人事給与管理業務の合理化のため、新た
に導入した人事給与統合システムで人事デ
ータを一括管理することにより、業務の正確
性・迅速性の向上に取り組んでいる。

（磯貝委員からのご指摘）
実績の項で、見直し計画の件数及び 24 年度
実績が書かれていないので、どの程度下回
ったのかが不明である。記載しておいた方が
良い。

平成 25 年度は随意契約の件数が随意契
約見直し計画における件数及び平成 24 年
度の実績件数を下回っており、見直し計画が
順調に進捗していることは評価できる。

調達案件については、真にやむを得ないも
のを除き、一般競争入札としており、適切で
あると認められる。
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・職員等を対象としてセキュリティ講習を 4 回開催するとともに、ポリシーの遵
守状況を確認するため、全職員を対象とした自己点検を 1 月に実施した。

 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、実施手順書を用いたセキュ
リティ講習及び自己点検を実施したか。

【25 年度評価】 項目別－105

・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った。

・「政府機関の情報セキュリティ対策のための統一管理基準」及び「政府機関
の情報セキュリティ対策のための統一技術基準」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「情報取
扱手順書」を作成し、職員に周知した。

・振興会内で全職員が共有すべき情報については、グループウェア内で構築
した掲示板及びポータルページを活用し、必要な情報を振興会全体で共有
した。
・ポータルページ内に遠隔会議システムの利用に関するページのリンクを作
成し、権限を付与されれば誰でも使用可能な状態にするなど、WEB 会議シ
ステム等の活用を推進した。

・グループウェアにおけるワークフロー機能を整備し、紙による申請の代替と
して過不足のない状態に構築を行った。

 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
るため、ポリシーの遵守状況についての評
価を行い、その結果を踏まえ、必要に応じた
改善を行ったか。

○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徹底のた
め、実施手順書を引き続き整備し、ポリシー
遵守の手順を明確にしたか。また、ポリシー
に基づくセキュリティ対策が行われているか
どうかを確認するため、ポリシー準拠性監査
を実施したか。

○情報共有化システムの整備
 振興会事業全般の情報共有をより一層推進
するため、新たに導入したグループウェアを
積極的に活用したか。
 振興会外の関係者との情報共有に係る時間
やコストを削減するため、WEB 会議システム
及びテレビ会議システムの活用を推進した
か。

○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、
情報共有ソフト（グループウェア）ワークフロ
ー機能により、効果的な業務運営が実施で
きるよう積極的な活用を推進したか。

会計システムと連携し確実かつスムーズな
給与支給を行ったか。

セキュリティ講習の実施、及び、全職員を

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、各情報システムのセキュリティの確保を、
より厳重に行っている。

情報セキュリティ委員会を開催し、「政府機
関の情報セキュリティ対策のための統一管理
基準」及び「政府機関の情報セキュリティ対
策のための統一技術基準」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「情報取扱手
順書」を作成、決定し、職員に周知したことは
評価できる。

情報の共有にあたっては、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
の活用が推進され、必要な情報を振興会全
体で共有されており、職員の容易かつ安全な
利用が可能となっている。
ポータルページにて WEB 会議システム等
を活用し、外部の関係者との情報共有にか
かる時間やコストの削減が図られていること
は評価できる。

グループウェアにおけるワークフロー機能を
整備し、利便性を更に向上させたことは評価
できる。
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 監事は、会費の支出について、「独立行政法
人が支出する会費の見直しについて（平成
24 年 3 月 23 日行政改革実行本部決定）」で
示された方針の趣旨を踏まえ十分な精査を
行っているか。（行政改革実行本部決定）

 法人の目的・事業に照らし、会費を支出しな
ければならない必要性が真にあるか（特に長
期にわたって継続してきたもの、多額のも
の）（行政改革実行本部決定）
 会費の支出に見合った便宜が与えられてい
るか、また、金額・口座・種別等が必要最低
限のものとなっているか（複数の事業所から
同一の公益法人等に対して支出されている
会費については集約できないか。）（行政改
革実行本部決定）

○業務運営の配慮事項
・ 業務や人件費の効率化等の可能性を検討
する際、研究者等へのサービスの低下を招
かないよう配慮したか。
・ 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・
評価経費について適切に措置したか。

 高度化する情報セキュリティ対策に対応する
ため、最高情報セキュリティ責任者（CISO）
補佐官業務を外部の専門家に委託したか。
 災害・事故等の非常時に情報システムの停
止を原因として業務ができなくなることを避け
るため、情報システムを早期に復旧させ、継
続して利用することを目的とする情報システ
ム運用継続計画を策定したか。

【25 年度評価】 項目別－106

・新たに会費の支出を伴う会へ参加する場合には、監事への説明を行うこと
としている。なお、既存の会費については、年 1 回の頻度で監事に支出状
況の報告を行っている。

・参加の実績としては、役員が出席する「文部科学省文教団体連絡会」が挙
げられるが、年間の会費が数千円と少額であることに加え、他機関との情
報交換により得られる便益は高いと考えられることから、継続的に参加をし
ているものである。
なお、公益法人への会費の支出については該当がない。

・会費の支出を伴う会へ参加するに当たっては、目的や得られる便益を精査
して、必要最低限のものに限っている。

理事長のリーダーシップの下、人材育成に関する事業を一体的に実施す
る体制を整えるとともに、振興会が実施する諸事業に関する調査分析機能を
強化するなど、研究者への支援を確実かつ効果的に行えるよう組織体制を
整備した。
①「人材育成事業部」の設置
②「グローバル学術情報センター」の設置
③「国際企画課」の設置と国際事業部の組織再編
④総務部を「総務企画部」に名称変更

・CISO 補佐官業務については、外部の専門家を入札により選定し、業務を委
託した。
・情報システムの運用継続計画（BCP）について、CISO 補佐官と意見交換を
行いながら策定し、内部に公開した。
・平成 25 年度情報漏洩などのセキュリティ事案は発生していない。

会費の支出に当たっては、支出に見合った
便宜が与えられる必要最低限のものに限っ
ており、「独立行政法人が支出する会費の見
直しについて」で示された方針の趣旨を踏ま
え十分な精査を行っており、評価できる。
また、公益法人への会費の支出状況につ
いては、ホームページ上で公表しており、適
切な取組がなされている。

研究者への支援を確実かつ効果的に行え
るよう組織体制を整備する際に、研究者等へ
のサービスの低下を招かないよう配慮してい
る。
また、必要な審査・評価経費についても適
切に措置している。

CISO 補佐官業務を外部の専門家に委託
し、また、情報システムの運用継続計画
(BCP)を策定し適切に内部に公開している。
これらの対策により、平成 25 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
点で評価できる。

対象とした自己点検が適切に実施されてい
る。
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「随意契約等見直し計画」を踏まえ、一者応札・一者応募について見直すた
め、入札情報の工夫、公告期間等の確保、競争参加要件の見直しを実施し
た。

 引き続き、質の確保に留意しつつ、より契約
における競争性を高める取組に努めたか。
（JSPS 部会年度評価）

【25 年度評価】 項目別－107

・公益法人への会費の支出状況について、該当がない旨公表している。
http://www.jsps.go.jp/koukai/koueki.html

 公益法人に対し会費（年 10 万円未満の者を
除く。）を支出した場合には、四半期ごとに支
出先、名目・趣旨、支出金学等の事項を公表
しているか。（行政改革実行本部決定）

公告期間の確保等の見直しを実施するな
どにより、より競争性を高めるための取組に
努めており、評価できる。
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予算、収支計画及び資金計画

評価基準
予算、収支計及び資金計画
【収入】
 法人の運営費交付金や事業等収入の適切
な予算編成がなされているか。
 法人の収入に関わる決算は正しく計算され
報告されているか。

24
258
0

34
248
1

寄附金事業収入
産学協力事業収入

△4,171

269,179
計

【25 年度評価】 項目別－108

3

受託事業収入

0

△10

9

△431

－

－

△4,516

0

61

712

△3,743

－

増減額

差引

185

学術図書出版事業収入

273,350

575

事業収入

金

学術研究助成基金補助

144

1,522

4,716

102,296

1,522

200

102,296

派遣事業費補助金

若手研究者戦略的海外

強化費補助金

最先端研究開発戦略的

補助金

国際化拠点整備事業費

金

75

114

176

研究拠点形成費等補助

75

134,418

135,130

国庫補助金収入
科学研究費補助金

243,141

239,398

運営費交付金

決算額

29,169

予算額

（単位：百万円）

26,169

収入

◇平成 25 年度収入状況

実績

【（中項目）Ⅲ－１】
－
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
各事業目的を達成するための事業計画の実行予算の編成と具体的な収支計画及び資金計画の立案。

【（大項目）Ⅲ】

H27

分析・評価

H26

―

A

A

H28

H29

収入は概ね計画どおりであり、増減額の主
な発生要因については、最先端研究開発戦
略的強化費補助金について平成 24 年度から
の繰越額が多かったこと、等である。

A

外部評価

備考

A

自己点検
評価

H25

【外部評価評定】

【自己点検評価評定】
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【支出】
 法人の支出は、予算に従って計画どおり実
施されているか。
 実施された予算は、適切に承認され適時に
報告されているか。

最先端研究開発戦略的

95,515
38
247
0
164
295,459

40
248
1
187
296,974

寄附金事業費
産学協力事業費

1,515

【25 年度評価】 項目別－109

22

0

1

3

988

15

△4,496

352

3,255

27

68

1,217

43

△53

△11

11

61

73

備考

（単位：百万円）
増減額

差引

※単位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。

計

受託事業費

学術図書出版事業費

学術研究助成事業費

96,503

派遣事業費補助事業費

若手研究者戦略的海外

強化費補助事業費

1,507

4,696

200

研究者海外派遣事業費

1,522

－

先端研究助成事業費

29,382

48

352

75

107

176

32,637

補助事業費

国際化拠点整備事業費

事業費

研究拠点形成費等補助

科学研究費補助事業費

28,214

物件費

133,913

549

495

うち人件費

28,256

28,762

28,751

物件費

135,130

697

708

うち人件費
事業費

383

444

一般管理費

決算額

1,080

予算額

1,152

支出

◇平成 25 年度支出状況

【主な増減理由】
主な理由として、最先端研究開発戦略的強化費補助金について平成 24 年度か
らの繰越額が多かったこと、等である。

※単位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。

振興会予算については、役員会で報告
し、振興会内での周知を図ったうえで、前
年度中に翌年度の配分額を決定するなど、
計画的な執行を行う体制を取っている。ま
た、配分した予算については、四半期ごと
に執行状況等を把握し、適宜理事長に報告
するなど、適正な予算の管理に努めてい
る。

支出は概ね計画通りであり、増減額の主
な理由については、最先端研究開発戦略的
強化費補助事業費について、平成２４年度
からの繰越額が多かったこと、先端研究助
成事業費、研究海外派遣事業費及び学術研
究助成事業費について、課題の終了・廃止
や計画変更により請求が予定より少なか
ったこと、等である。
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【収支計画】
 収支計画は、適切に作成されているか。決
算との整合性は図られているか。

29,082
133,913
107

29,104
135,130
176

34
258
0
164

46
248
1
187

産学協力事業収益
受託事業収益

【25 年度評価】 項目別－110

学術図書出版事業収益

業務収益
寄附金事業収益

95,768

1,507

4,696

－

29,484

573

96,910

1,522

200

373

32,799

48

295,665

296,928

75

295,450

実績額

296,986

計画額

22

0

△9

12

△428

1,142

15

△4,496

373

3,315

27

68

1,217

22

1,263

1,536

増減額

差引

（単位：百万円）

144

収益

学術研究助成基金補助金

遣事業費補助金収益

若手研究者戦略的海外派

化費補助金収益

最先端研究開発戦略的強

金収益

研究者海外派遣基金補助

収益

先端研究助成基金補助金

助金収益

国際化拠点整備事業費補

収益

研究拠点形成費等補助金

科学研究費補助金収益

運営費交付金収益

収益の部

経常経費

費用の部

区分

◇平成 25 年度収支計画

【主な増減理由】
主な理由として、最先端研究開発戦略的強化費補助事業費について、平成
24 年度からの繰越額が多かったこと、先端研究助成事業費、研究海外派遣
事業費及び学術研究助成事業費について、課題の終了・廃止や計画変更によ
り請求が予定より少なかったこと、等である。

収支計画については、国の予算や実績等
に基づき適切に作成しており、実績額につい
ては、個々の区分に従い適切に把握してお
り、財務諸表等との整合性を図っている。
また、収支の実績は概ね計画どおりであ
り、増減額の主な発生要因については、最先
端研究開発戦略的強化費補助金収益につい
て、平成２４年度からの繰越額が多かったこ
と、先端研究助成事業費、研究海外派遣事
業費及び学術研究助成事業費について、課
題の終了・廃止や計画変更により請求が予
定より少なかったこと、等である。
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【資金計画】
 法人の資金計画は、承認された予算及び決
算を適切に反映して作成され、差引増減額
について、適切な理由が開示されているか。

214
0
65
279

△59
－
65
6

純利益または純損失
臨時損失
前中期目標期間繰越積立金

△273

0

0

△273

△17

139,154

135,130

科学研究費補助金による

入

1,522

200

76

【25 年度評価】 項目別－111

遣事業費補助金による収

若手研究者戦略的海外派

化費補助金による収入

最先端研究開発戦略的強

助金による収入

国際化拠点整備事業費補

による収入

研究拠点形成費等補助金

収入

1,522

4,871

75

114

29,169

176

278,666

業務活動による収入

29,169

89,168

78,326
269,867

302,628

実績額

300,076

計画額

－

△4,671

1

61

△4,024

－

△8,798

△10,842

△2,551

増減額

差引

（単位：百万円）

運営費交付金による収入

資金収入

次期繰越金

業務活動による支出

資金支出

区分

◇平成 25 年度資金計画

【主な増減理由】
主な理由としては、最先端研究開発戦略的強化費補助金収益について、平成
２４年度からの繰越額が多かったこと、先端研究助成事業費、研究海外派遣事業
費及び学術研究助成事業費について、課題の終了・廃止や計画変更により請
求が予定より少なかったこと、等である。

※単位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。

総利益

30

12

資産見返負債戻入

資金計画については、国の予算や実績等
に基づき適切に作成しており、実績額につい
ては、個々の区分に従い適切に把握してお
り、財務諸表等と整合性を図っている。
また、資金の実績については概ね計画ど
おりであり、増減額の主な発生要因について
は、平成２４年度から繰越を行った補助金が
多かったためである。
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（利益剰余金（又は繰越欠損金））
・利益剰余金が計上されている場合、国民生
活及び社会経済の安定等の公共上の見地
から実施されることが必要な業務を遂行する
という法人の性格に照らし過大な利益となっ
ていないか。
・繰越欠損金が計上されている場合、その解
消計画は妥当か。
・当該計画が策定されていない場合、未策定

【財務状況】
（当期総利益（又は当期総損失））
・当期総利益（又は当期総損失）の発生要因
が明らかにされているか。
・また、当期総利益（又は当期総損失）の発生
要因は法人の業務運営に問題等があること
によるものか。

258
0

248
1

学術図書出版事業による

984
113,130

833
108,535

その他の収入

△4,595

△151

△18

0

△10

12

－

【25 年度評価】 項目別－112

◇利益剰余金
平成 25 年度末利益剰余金は 279 百万円であり、そのうち 278 百万円は
平成 26 年 3 月に生じた当期未処分利益であり、残りは前中期目標期間繰
越積立金である。当期未処分利益のうち、一般勘定における 56 百万円につ
いては、独立行政法人日本学術振興会法第 20 条により中期計画終了後に
国庫に納付予定である。
また、研究者海外派遣業務勘定における 223 百万円については、独立行
政法人日本学術振興会法附則第 2 条の 2 第 4 項に基づき同勘定の閉鎖に

◇当期総利益（又は当期総損失）の発生要因
当期総利益については、やむを得ず執行できなかった額等であり、経営努
力による利益ではないため、目的積立金の申請は行わない。

◇当期総利益（当期総損失）
平成 25 年度当期総利益は 278 百万円である。

◇運営費交付金債務残高のうち過年度交付分の妥当性
中期目標期間初年度のため、運営費交付金債務残高に過年度交付分は
含まれていない。

【主な増減理由】
平成２４年度から繰越を行った補助金が多かったため。

※単位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場合がある。

前期繰越金

203

185

受託事業による収入

収入

寄附金事業による収入
産学協力事業による収入

102,296
21

102,296
34

による収入

学術研究助成基金補助金

利益剰余金については、発生要因を的確
に把握しており、決算処理手続きも適切に
行っている。

当期総利益の発生要因は、やむを得ず生
じた未執行額や返還金等であり、決算処理
手続きにおいて利益としているものであ
る。
このため、法人運営において事業の実施
に影響を及ぼすものではないと認められ
る。
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【実物資産】
（保有資産全般の見直し）
・ 実物資産について、保有の必要性、資産規
模の適切性、有効活用の可能性等の観点か
らの法人における見直し状況及び結果は適
切か。
・見直しの結果、処分等又は有効活用を行う
ものとなった場合は、その法人の取組状況
や進捗状況等は適切か。

（溜まり金）
・いわゆる溜まり金の精査において、運営費
交付金債務と欠損金等との相殺状況に着目
した洗い出しが行われているか。

（運営費交付金債務）
・当該年度に交付された運営費交付金の当該
年度における未執行率が高い場合、運営費
交付金が未執行となっている理由が明らか
にされているか。
・運営費交付金債務（運営費交付金の未執
行）と業務運営との関係についての分析が
行われているか。

の理由の妥当性について検証が行われてい
るか。さらに、当該計画に従い解消が進んで
いるか。

【25 年度評価】 項目別－113

③ 有効活用の可能性等の多寡
センター所在地での市内移動や荷物の運搬、日本からの訪問者の送迎な
どのため、頻繁に利用されている。

② 保有の必要性（法人の任務・設置目的との整合性、任務を遂行する手段
としての有用性・有効性等）
海外研究連絡センターにおける諸外国の学術振興機関等への往来や訪問
者の送迎などの際の、効率的な移動に有用。

◇実物資産の保有状況
① 実物資産の名称と内容、規模
車両：計 7 台（7 カ所の海外研究連絡センターにて保有）
※その他、保有する実物資産はない。

◇溜まり金
精査した結果、該当なし

◇業務運営に与える影響の分析
運営費交付金の未執行額は、主に、賃借ビルの 4 月分家賃の前払費用等
であり、平成 26 年度中での収益化を予定している。

◇運営費交付金債務の未執行率（％）と未執行の理由
平成 25 年度に交付された運営費交付金は、29, 169 百万円である。このうち
平成 25 年度に収益化した額は 29,082 百万円であり、未執行額及び未執行
率は 70 百万円、0.2％である。未執行額は、主に、賃借ビルの 4 月分家賃の
前払費用等である。

◇繰越欠損金
該当なし。

伴う残余の一部として平成 26 年 7 月 10 日までに国庫に納付するものであ
る。

海外研究連絡センターでは複数台の車輌
を保有しているが、必要最小限であると認め
られる。

－

運営費交付金債務の発生要因は、賃貸ビ
ルの 4 月分家賃の前払費用等であり、平成
26 年度中に収益化を行うものである。
このため、法人の業務運営において事業
の実施に影響を及ぼすものではないと認
められる。
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◇金融資産の保有状況
① 金融資産の名称と内容、規模
現金及び預金として、76,653 百万円、有価証券として、12,400 百万円、そ
の他、投資有価証券（国債）として 200 百万円である。

【金融資産】
（保有資産全般の見直し）
・金融資産について、保有の必要性、事務・事
業の目的及び内容に照らした資産規模は適
切か。
・資産の売却や国庫納付等を行うものとなっ
た場合は、その法人の取組状況や進捗状況
等は適切か。

【25 年度評価】 項目別－114

（一般勘定）
第２６４回利付き国債（１０年）
券面総額 100,000 千円、取得価額 99,530 千円
第２７３回利付き国債（１０年）

政府方針等により、処分等することとされた実物資産についての処分等の取
組状況／進捗状況
該当なし。

基本方針において既に講ずべきとされた施設等以外の建物、土地等の資
産の利用実態の把握状況や利用実態を踏まえた保有の必要性等の検証
状況
該当なし。

・「勧告の方向性」や「独立行政法人の事務・
事業の見直しの基本方針」、「独立行政法人
の職員宿舎の見直し計画」、「独立行政法人
の職員宿舎の見直しに関する実施計画」等
の政府方針を踏まえて、宿舎戸数、使用料
の見直し、廃止等とされた実物資産につい
て、法人の見直しが適時適切に実施されて
いるか（取組状況や進捗状況等は適切か）。
（行政改革実行本部決定）

（実物資産の運用・管理）
・実物資産について、利用状況が把握され、
必要性等が検証されているかどうか。
・必要性のない実物資産についての売却・除
却等の適切な処分が検討されているか。
・実物資産の管理の効率化及び自己収入の
向上に係る法人の取組は適切か。

⑤職員宿舎
該当なし

④見直し状況及びその結果
活用状況や所在地の交通事情、費用対効果等の観点から見直しを行った
結果、ワシントン研究連絡センターにおいて、従来保有していた 2 台のうち
1 台の車両を売却した。

金融資産の保有状況は、適切に管理さ
れ、資産規模も適切であり、保有目的につい
ても明確にされていると認められる。
また、資産の運用について、国際生物学賞
基金については長期国債とし、運用益の使
途目的に従い、より安全で効率的な運用を実
施していると評価できる。
学術研究助成基金については、その運用
益の効果的な確保を図るため、安全性の確

－

－
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（債権の管理等）
・貸付金、未収金等の債権について、回収計
画が策定されているか。回収計画が策定さ
れていない場合、その理由は妥当か。
・ 回収計画の実施状況は適切か。ⅰ）貸倒懸
念債権・破産更生債権等の金額やその貸付
金等残高に占める割合が増加している場
合、ⅱ）計画と実績に差がある場合の要因分

（資産の運用・管理）
・資金の運用状況は適切か。
・資金の運用体制の整備状況は適切か。
・資金の性格、運用方針等の設定主体及び規
定内容を踏まえて、法人の責任が十分に分
析されているか。

未収金については、事業別に、債務者、債
権額、納付期限等を把握しており、未納の者
に対しては確認を行うなど、適切に管理して
いると評価できる。

◇貸付金・未収金等の債券と回収の実績
未収金の主なものは、科学研究費補助金等の繰越しに伴う国庫返納のた
め、平成 24 年度に補助金等の交付を受けた大学等に対し期限を定め返還を
求めた。これらについては、平成 25 年 4 月 26 日までに全額の回収を終了し
た。

【25 年度評価】 項目別－115

◇回収計画の有無とその内容（無い場合は、その理由）

◇資金の運用に関する法人の責任の分析状況
上記運用体制から、責任は明確になっている。

各基金の運用体制については、適切であ
ると認められる。
運用体制の整備だけではなく、基金管理委
員会規定等により責任も明確にされており、
適切であると認められる。

保を最優先としつつ、譲渡性預金等により適
切な管理・運用が行われている。
また、資産規模については、助成金の支出
予定時期に応じた額を運用するなど適正な
規模が確保されていると認められる。

◇資金の運用体制の整備状況
各基金の運用責任者は理事長であり、運用業務は研究事業部参事が行い、
運用業務に係る事務は基金管理課長が行うことで、適切な運用体制を構築
している。

◇学術研究助成業務勘定
学術研究助成基金から交付する助成金の支払計画を踏まえ、支払い時
期が到来するまでの間に資金を運用し、生じた利子を基金に充てることによ
り、有効に管理している。
また、資金の保有方法については、日本学術振興会法第十八条第３項、
他の基金にあっては同法附則第二条の二第３項に基づき、独立行政法人
通則法第四十七条に規定する金融機関への預金により保有しており、その
管理は適切である。

② 保有の必要性（事業目的を遂行する手段としての有用性・有効性）
（一般勘定）
国際生物学賞に要する経費は、国際生物学賞基金の運用益等をもって
まかなうとしていることから、安全かつ効率的な運用の観点から長期国債と
して保有している。

（学術研究助成業務勘定）
定期預金
15,700,000 千円
譲渡性預金 12,400,000 千円

券面総額 100,000 千円、取得価額 99,488 千円
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（資産の運用・管理）
・特許権等の知的財産について、特許出願や
知的財産活用に関する方針の策定状況や
体制の整備状況は適切か。
・実施許諾に至っていない知的財産の活用を
推進するための取組は適切か。

◇知的財産の保有の有無及びその保有の必要性の検討状況
該当なし。

【知的財産等】
（保有資産全般の見直し）
・特許権等の知的財産について、法人におけ
る保有の必要性の検討状況は適切か。
・検討の結果、知的財産の整理等を行うこと
になった場合には、その法人の取組状況や
進捗状況等は適切か。

【25 年度評価】 項目別－116

◇実施許諾に至っていない知的財産について
① 原因・理由
② 実施許諾の可能性
③ 維持経費等を踏まえた保有の必要性
④ 保有の見直しの検討・取組状況
⑤ 活用を推進するための取組
該当なし。

◇知的財産の活用・管理のための組織体制の整備状況
該当なし。

◇活用に関する方針・目標の有無
該当なし。

◇出願の是非を審査する体制整備状況
該当なし。

◇出願に関する方針の有無
該当なし。

◇知的財産の整理等を行うことになった場合には、その法人の取組状況
／進捗状況
該当なし。

科学研究費補助金等の繰越に係る、大学等から振興会への返還額の回収
については、返還の期限を定めるなど計画的に実施した。

析が行われているか。
・ 回収状況等を踏まえ回収計画の見直しの
必要性等の検討が行われているか

－
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重要な財産の処分等に関する計画

評価基準
・重要な財産の処分に関する計画は有るか。
有る場合は、計画に沿って順調に向けた手
続きが進められているか。

A

外部評価

【25 年度評価】 項目別－117

（３）特殊法人から独立行政法人への移行時に政府出資金として承継した資
本金。

（２）事務所の移転・集約化及び借り上げ宿舎の解約等に伴い返戻された敷
金。

【不要財産と判断した財産】
（１）特殊法人から独立行政法人への移行時に承継した固定資産の除却に
伴い、損益計算への固定資産除却損を計上したことにより利益処分において
積立金として整理されず、法人内に留保された現金。

H26

H27

分析・評価

A

A

H28

H29

国庫納付した資本金及び資本剰余金に
ついては、発生要因について的確に把握し
ており、不要財産とした判断、処理手続き
についても適切に行っている。

A

自己点検
評価

H25

【外部評価評定】

実績
◇重要な財産の処分に関する計画の有無及びその進捗状況
重要な財産を譲渡、処分する計画はなかったが、法人内で検討した結果、
以下に該当する資本金 387 百万円及び資本剰余金 2 百万円を、今後将来に
わたり業務を確実に実施する上で必要のない不要財産と判断し、資本金を
平成 26 年 2 月 20 日に、資本剰余金を平成 26 年 1 月 30 日に国庫へ納付し
た。

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
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。

【（大項目）Ⅳ】

【自己点検評価評定】
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剰余金の使途

評価基準
・利益剰余金は有るか。有る場合はその要因
は適切か。
・目的積立金は有るか。有る場合は、活用計
画等の活用方策を定める等、適切に活用さ
れているか。

－

－

H27

－

－

H28

－

－

H29

【25 年度評価】 項目別－118

◇目的積立金の有無及び活用状況
該当なし。

なお、第 2 期中期計画期間中に計上した積立金のうち第 3 期中期計画期間
へ繰り越した 65 百万円を除いた額 1,660 百万円については平成 25 年 7 月
10 日に国庫へ納付した。

また、研究者海外派遣業務勘定における 223 百万円については、独立行
政法人日本学術振興会法附則第 2 条の 2 第 4 項に基づき同勘定の閉鎖に
伴う残余の一部として平成 26 年 7 月 10 日までに国庫に納付するものであ
る。

◇利益剰余金が生じた理由
平成 25 年度当期未処分利益は、やむを得ず生じた執行残によるものであ
る。利益剰余金 279 百万円のうち一般勘定における 56 百万円については、
目的積立金ではなく積立金として、独立行政法人日本学術振興会法第 20 条
の規定により、次期中期目標期間へ繰越す額を除いた額を、中期計画終了
後の翌年度に国庫に納付するものである。

利益剰余金については、発生要因、金額
等が的確に把握されており、決算処理手続
きも適切に行っている。

－

－

◇利益剰余金の有無及びその内訳
平成 25 年度末（平成 26 年 3 月 31 日時点）における利益剰余金は 279 百
万円である。その内訳として、平成 25 年度当期未処分利益が 279 百万円で
ある。

－

外部評価

－

H26

分析・評価

－

自己点検
評価

H25

【外部評価評定】

－

実績

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
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。

【（大項目）Ⅴ】

【自己点検評価評定】
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その他主務省令で定める業務運営に関する事項

H25
1,017,022
6

H26

H27

H28

H29

（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
置を行ったか。

【25 年度評価】 項目別－119

H26

H27

分析・評価

―

A

A

H28

H29

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
活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ている。

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
図っている。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ている。

A

外部評価

（単位：千円）
（単位：人）

A

自己点検
評価

H25

【外部評価評定】

大学等学術研究機関の研究者を支援するに当たっては、当該機関におけ
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 59 名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、これらの者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。

※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上（中項目Ⅰ－１：総合的事項と共通）。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績
（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、 ・語学研修：5 名が英会話研修を受講
語学研修、海外の機関での研修、情報セキ ・海外機関研修：2 名が英国の大学等での語学研修を受講
ュリティ研修、コンプライアンス研修を実施し ・情報セキュリティ研修：42 名が受講
・コンプライアンス研修：42 名が受講
たか。
 職員の資質の向上を図るため、外部で実施 ・その他外部研修：15 名が 8 研修を受講
される研修に職員を参加させたか。

【インプット指標】
（中期目標期間）
決算額（支出額）
従事人員数

２ 人事に関する計画
（１）職員の研修計画
【（中項目）Ⅴ－１】
（２）人事交流
（３）人事評定
【法人の達成すべき目標（計画）の概要】
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。

【（大項目）Ⅵ】

【自己点検評価評定】
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（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・方法の向上を図ったか。

 振興会全体の予算規模の拡大に相応しい人
員（マンパワー）が確保されるよう努めたか。
（外部評価（年度／2 期））

【25 年度評価】 項目別－120

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 25 年度も引き続き適正
な昇給を実施した。

文部科学省から 37 名、国立大学法人等から 59 名の質の高い人材を人事
交流により確保しつつ、事業の拡大に対応するため、新たに人材育成事業
部を設けるなど、組織改編を行った。
また、競争的研究資金、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 54 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、「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）」（平成 18 年 2 月 14 日）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。

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
わることで、客観的かつ公平な実施が心がけ
られている。

組織改編により、人事交流で確保した人材
をより効率的・効果的に事業の運営に活かせ
るようになった。

平成 26 年 6 月 20 日
独立行政法人 日本学術振興会
理事長 安西 祐一郎 殿
独立行政法人 日本学術振興会
監事

西川 惠子

監事

京藤 倫久

平成 25 年度監事監査報告
独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。
）の平成 25 年度における業務執
行状況及び会計・経理の執行状況等について、独立行政法人通則法第 19 条第 4 項の規定に
基づき監査を行いましたので、その結果を下記のとおり報告します。
Ⅰ

一般項目についての総括的監査意見

１．業務執行状況について
役員会、評議員会、各種委員会、学術システム研究センター運営委員会、主任研究員会
議、専門調査班会議、各種審査会等に出席し、振興会全体の運営及び各事業部の業務の執
行状況を拝見した結果、振興会の設置目的及び法令等の定めに従って、運営及び業務は全
体として適切に執行されているものと認められる。
特に平成 25 年度は第 3 期中期目標期間の初年度に当たることから、これまでの事業評価
を踏まえつつ、業務分担・人員配置の見直しを行い、人材育成事業部、グローバル学術情
報センターの新設などを含めた大幅な組織改革が実施された。この改革は、振興会のミッ
ションである我が国の学術振興及び若手研究者育成への貢献をより明確にし、今後の振興
会事業の効率化・効果的運営につながるものと高く評価される。
また、学術システム研究センターにおいて「科研費の審査体制の改善に対する提言」
、
「特
別研究員制度の改善に関する検討」等の学術振興に関する新しい方策の検討が行われ、平
成 26 年度公募より科学研究費助成事業に
「特設分野研究」
の審査区分が設けられたことは、
積極的な改革姿勢であり、具体的な成果と言える。
２．内部統制について
月 2 回開催される役員会及び毎週月曜日に開催される月曜会に課長以上の幹部職員を参
加させており、これにより理事長の運営方針や事業運営を始めとした内部統制に関わる内
容が組織内全職員に周知されている。また、監事として役員会及び月曜会に毎回出席して
内部統制の状況について確認し、機会を設けて理事長に対し意見を述べている。
さらに、平成 25 年度から部長以上による連絡会議を月 1 回開催し、各部所掌業務実施に
-1-
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おけるリスクや当該リスクへの対応に向けた取組等について確認するとともに部間で情報
を共有する体制が整備されている。
３．会計・経理の執行状況について
会計・経理の執行状況については、法令及び独立行政法人会計基準の定めに従って適切
に処理されており、法人単位、一般勘定、3 つの特別勘定の財務諸表及び決算報告書は、帳
簿及び証憑書類の記載金額と一致し、収支状況を正しく示しているものと認められる。ま
た、法定監査人による監査の結果、いずれの項目についても適正に処理されている旨の報
告を受けている。
さらに随意契約の一般競争入札への移行についても、随意契約とせざるを得ない契約以
外は一般競争入札に移行していることを確認した。今後は新規の契約案件についても引き
続き、安易に随意契約とすることのないように取り組まれたい。
４．実物資産の調査について
今年度においても、引き続き定期的な現物実査に取り組まれていることを確認した。ま
た、海外研究連絡センターの資産も資産台帳に基づき適切に管理されていることを確認し
た。今後も定期的に現物実査を行い、理事長に資産管理状況の報告を行われたい。
５．給与水準について
給与水準については平成 15 年度より毎年度引き下げの努力が続けられており、今年度に
おいては、対国家公務員指数は 109.8 に引き下げられた。なお、この値は、地域・学歴を
勘案すると 96.5 となる。
また、国家公務員に準拠し、平均 7.8％の給与削減が行われている。更に管理職員等につ
いて独自に昇給抑制を行うなど、給与水準の引き下げに向けた努力が行われていることを
確認した。
６．自己点検評価について
中期計画や年度計画の実施状況については、毎年度、自己点検評価を実施し、外部評価
委員会の評価を受けて次年度以降の業務の改善に活かす体制をとっている。
平成 25 年度は、
振興会が実施している全事業について詳細に自己点検評価を行っている。
各項目に対する自己点検評価結果は監事の評価と合致しており、妥当な自己点検評価であ
ると認める。また、平成 25 年度から始まった第 3 期中期目標期間の初年度であることを踏
まえれば、今中期目標期間における目標達成に向けて今後も良好な事業展開が期待される。
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Ⅱ

重点監査項目について
今年度は、以下の 2 項目を重点監査項目として取り上げた。

（1） 研究活動の公正性の確保及び適正な研究費の使用について
研究費の不正取得や不正使用、研究活動に疑義を生じさせる事案が報道されていること
を受け、振興会が資金配分機関として、適切な研究活動や適正な研究費の執行についての
周知をどのように果たしているかを確認した。その結果は下記のとおりである。
①科学研究費助成事業（以下「科研費」という。
）に関して、申請の段階から交付決定段
階に至るまで、また、関係各機関代表者から研究者、事務担当者まで、研究費の適正な執
行、研究の適正な遂行についての周知及び注意喚起が、きめ細かくかつ幅広く行われてい
ることを確認した。さらに、文部科学省と連携して科研費の実地検査を年間 59 機関の大学
等に対して行っていることも、経費の執行・管理等に適切な指導・助言が行われる取組と
して評価できる。
②「最先端研究開発支援プログラム（FIRST）」及び「最先端・次世代研究開発支援プロ
グラム(NEXT)」の一部研究者による研究費の不正使用や研究活動に疑義を生じさせる事案
について、振興会は規程に則り「研究活動の不正行為に係る対応措置検討委員会」で対応
しており、研究支援担当機関あるいは当該研究者の所属している研究機関に対し報告を求
めるなど、迅速かつ適切に対応を行っている。また、当該機関からの調査報告を得たうえ
で総合科学技術会議等への対応説明など、資金配分機関としての適切な対応が図られてい
る。
引き続き、振興会は、学術振興を担う我が国唯一の資金配分機関としての重要な責務を
果たすため、
「研究機関における適切な公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」
（文部科学大臣決定、平成 26 年 2 月 18 日改正）に則った対応を行うとともに、適切な研
究活動や研究費の使用について、今後は資金配分を受けた各機関の監査担当部門へも周知
徹底していく必要がある。
なお、科研費の制度改革の有効性についても確認した。すなわち、地道に取り組んでき
た、科研費の繰り越し制度、基金化、合算した研究費の使用等の制度改革の成果が出てき
ている。特に、基金化の導入によって前倒し使用や次年度使用が容易になったことが、研
究費を効率的に使用するのに有効であるとの具体的な数値が、振興会内部調査で示されて
いる。また、科学技術・学術政策研究所の調査（「科学技術の状況に係る総合的意識調査
（NISTEP 定点調査 2013）」
）
でも、
現場研究者から高い評価を得ていることが実証された。
このような地道な改革の継続が、学術研究の活性化のみならず研究不正や研究費不正使
用の防止にもつながるものと思われる。
（2） 運営費交付金事業等の成果について
振興会の事業は、運営費交付金事業、科学研究費助成事業を始め、その原資は国民の税
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金により賄われており、その成果や活動状況を分かり易く国民に説明することは、振興会
の責務の一つであると考える。
このような観点からホームページ、ブローシャー及びメールマガジンの充実、各年度の
事業報告書や財務諸表等の公表が行われている。また各事業では、ホームページ上で事業
概要や成果の掲載を行うほか、報告書として冊子等を作成し広く頒布している。
このように、様々な媒体を用いて事業の運営や成果に関わる情報を社会に発信している
ことは評価される。
一方、振興会が、受け取る側、すなわち国民の関心やニーズを踏まえ、学術研究の重要
性やその波及効果についての理解増進につながる活動を積極的に行うことも、説明責任を
果たす上で重要である。例えば、科研費採択者により高校生以下を対象として実施されて
いる「ひらめき☆ときめきサイエンス」事業や「サイエンス・ダイアログ」事業、ノーベ
ル賞受賞者等との交流事業である「HOPE ミーティング（大学院生対象）
」
、
「HOPE ミー
ティング Jr.（小中学生対象）
」は、学術研究の重要性や理解増進につながる優れた取り組み
と言える。特に、平成 25 年度の開催が 6 回目である「HOPE ミーティング」事業を定着さ
せたことは価値ある成果と言える。このような取り組みは、広報的価値も高く、国民への
理解増進につながる活動である。
Ⅲ

今後、更なる検討や実施を希望する事項

１．時間外勤務の縮減について
第三期中期目標期間のスタートにあたり、平成 25 年度に「人材育成事業部」及び「グロ
ーバル学術情報センター」の新設とともに国際事業部内の各課所掌業務の見直しが行われ
ており、効果的、効率的に業務を実施するため組織を再編したことは高く評価できる。
今後の時間外勤務の縮減を考える上で、今回の組織再編・見直しによる業務の効率化や
時間外勤務時間がどのように改善されたかを検証し、職員のモチベーションを維持しつつ
更なる時間外勤務の縮減のため、組織や業務の見直しを不断に行われたい。
２．海外研究連絡センター（以下「海外センター」という。
）について
平成 23 年度以降、各年度 3～4 箇所の海外センターの実地監査を実施している。この実
地監査は、各海外センターの業務執行状況の把握・改善に役立ち、各海外センターの業務
を平準化することにも寄与している。また、海外センター長等からも事務上の手続きや要
望等について明瞭に意思疎通ができるとの声が上がっている。平成 26 年度以降においても
海外センターの実地監査を行うこととして、各海外センターの負担を勘案しつつ定期的な
実地監査を実施されたい。
また、グローバル化が進展する中で、海外センターの役割が益々重要になっている。今
後は、諸外国における学術振興施策の状況調査や中長期的な国際学術動向に関する情報収
集・分析等を引き続き積極的に行うとともに、学術システム研究センターやグローバル学
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術情報センターとの連携強化についても検討されたい。
３．その他
振興会の事務所を一つに集約し、平成 25 年度から組織改革が行われたことから、振興会
の今後の発展の礎ができたと評価される。今期中期目標の達成に向け、引き続き職員の規
律の維持を図るとともに、平成 25 年度より開始したスキルアップ研修等の研修制度を有効
活用した職員個人の意識・能力の向上にも配慮するなど、組織強化を図り、関連する他の
独法等と協力しながら、学術の振興に邁進していただきたい。
Ⅳ 監事監査結果報告への対応について
監事監査報告については、可能なものから順次対応いただいているところであるが、報
告の内容によっては短時間での対応ができない事項も含まれている。今後も年 1 回を目途
に、各部課より監事に対して監査結果報告に対する業務改善状況について報告をいただく
ようお願いしたい。

（注）原本は日本学術振興会が別途保管しております。
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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
改正 平成２５年４月１日 規程第１７号
改正 平成２６年４月９日 規程第１５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 25 年 3 月 29
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、総務企画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。
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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。
附 則
この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
附 則
この規程は、平成 26 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外部評価委員会委員名簿

あ お き よ し き

＊青 木 克 己

い

そ

が

い あきら

＊磯 貝 彰

い

ば

ひ で き

＊射 場 英 紀

こ だ て か

し

こ

＊小舘香椎子

せ い や ま か ず お

＊盛 山 和 夫

に へ い よしまさ

＊二 瓶 好 正

長崎大学国際連携研究戦略アドバイザー
長崎大学名誉教授

奈良先端科学技術大学院大学名誉教授

トヨタ自動車株式会社電池研究部部長

電気通信大学特任教授
日本女子大学名誉教授

関西学院大学社会学部教授

東京理科大学特別顧問

※敬称略
任期：平成 25 年 5 月 1 日～27 年 4 月 30 日
＊任期：平成 26 年 5 月 1 日～27 年 4 月 30 日
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独立行政法人日本学術振興会外部評価実施要領

平成 26 年 6 月 2 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。
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、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、Ｆの５段階評価とする。
Ｓ：特に優れた実績を挙げている。
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挙げている。
（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）
Ｆ：評価委員会として業務運営の改善その他の勧告を行う必要がある。
（客観的基準は事前に設けず、業務改善の勧告が必要と判断される場合に限りＦの評定を付す。）
３）評価方法
振興会から提出される自己点検評価報告書、事業報告書等に基づき、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評価をとりまとめる。
①

振興会から、自己点検評価報告書、事業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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３．中期目標期間評価
１）項目別評価
中期計画の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、評価の実施にあたっては、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。
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：特に優れた実績を挙げた ※業務の特性に応じて適宜設定する。
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
Ｆ：評価委員会として業務運営の改善その他の勧告を行う必要がある。

②

評定にあたっては、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あたって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、事業報告書等に基づき、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評価をとりまとめる。
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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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S 評定の根拠（A 評定との違い）

【インプット指標】
（中期目標期間）
H25
H26
H27
H28
決算額（支出額）
従事人員数
※決算額（支出額）については、当該中項目の額を計上。
※従事人員数については、当該中項目の事業担当者数を計上（重複含む）。
評価基準
実績

【法人の達成すべき目標（計画）の概要】

【（小項目）Ⅰ－１－１】

【（中項目）Ⅰ－１】

【（大項目）Ⅰ】

H29
（単位：千円）
（単位：人）

外部評価

自己点検評価

H25

【外部評価評定】

―

―

―

H27

分析・評価

H26

【自己点検評価評定】

【外部評価評定】

【自己点検評価評定】

独立行政法人日本学術振興会の平成 25 年度に係る業務の実績に関する評価（様式）

H28

H29

独立行政法人日本学術振興会外部評価総括コメント 様式

外部評価委員名：
（平成 25 年度振興会業務全般について、コメントを御記入ください。）
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委員

独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会規程

改正

平成１６年２月２０日
規 程 第
５ 号
平成２５年４月１日 規程第１６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、総務企画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。
附 則
この規程は、平成25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平成２６年度自己点検評価実施要領
平成２６年４月９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２５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２５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２５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。
１． 中期目標・中期計画・年度計画の概要
２． 決算額（支出額）、従事人員数
３． 業務実績
４． 評価基準
５． 分析・評価
６． 自己点検評価
７． 自己点検結果の推移
８． 外部評価
なお、別添資料として評価資料、参考 URL の一覧を作成する。
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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。
８．自己点検評価報告書の外部評価委員会への提出
理事長は、自己点検評価報告書の内容が適正であると判断した場合、外部評価
委員会に提出する。
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独立行政法人日本学術振興会
平成２５年度事業の評価手法について

平成２６年４月
独立行政法人日本学術振興会
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平成 25 年度事業の評価手法について
I．序文
独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）は、中期計画において自己点検・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 25 年度事業に係る自己点検・外部評価を実施するに当たり、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。
Ⅱ．背景
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。
Ⅲ．評価のあり方
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
1
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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 24 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、平成 25 年末に閣議決定
がなされた「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」等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（別紙 1）
総務省に置かれた独立行政法人評価分科会研究開発関係法人の評価方法の在り方に関する研
究会は、平成 16 年 6 月 30 日に「研究開発法人の評価における関心事項」を発表した。また、
同分科会財務内容の改善等についての評価方法の在り方に関する研究会は、平成 17 年 7 月 11
日に「平成 16 年度業務実績評価の結果についての評価における関心事項（『財務内容の改善』
及び『業務運営の効率化』関係）」を発表した。これらは、独立行政法人評価分科会が、各府
省の独立行政法人評価委員会が行った業務実績の評価結果の二次評価を有効に行うことができ
るよう、研究会を設置し取りまとめたものである。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」（別紙 2）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」（別紙 3）に即した評価
我が国の研究開発の事業にかかる評価の指針は「国の研究開発評価に関する大綱的指針」
（平成 13 年 11 月 28 日内閣総理大臣決定）において示されており、これに基づき文部科学省
では評価を行う基本的な考えをまとめたガイドラインとして「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）を策定し、
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 日の大綱的指針の改定を受けて、文部科学省においても平成 17 年 9 月 26
日に本指針の見直しが行われ、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。その後、「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 年法律第 63 号）の制定等を踏まえた大綱
的指針の見直しが平成 20 年 10 月に行われたことを受けて、平成 21 年 2 月に文部科学省研究
開発評価指針の改定が行われた。
平成23年8月に策定された第4期科学技術基本計画においてPDCAサイクルの実効性を確保す
るため研究開発評価システムの改善・充実が必要であるとされた趣旨を踏まえ、平成24年12月6
2
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日に大綱的指針が改定された。文部科学省科学技術・学術審議会では、前回改定後に審議・取
りまとめが行われた「研究開発評価システム改革の方向性（審議のまとめ）」（平成21年8月科
学技術・学術審議会研究計画・評価分科会）、「我が国の研究評価システムの在り方」（平成
24年10月日本学術会議研究にかかわる「評価システム」の在り方検討委員会）、「東日本大震
災を踏まえた今後の科学技術・学術政策の在り方について（建議）」（平成25年1月科学技術・
学術審議会）、「我が国の研究開発力の抜本的強化のための基本方針」（平成25年4月科学技術
・学術審議会）等で指摘されている研究開発評価の在り方に係る提言等を踏まえ、平成26年4月
2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」が改定された。今回は特に5つの
観点（①科学技術イノベーション創出、課題解決のためのシステムの推進、②ハイリスク研究、
学際・複合領域・領域関連携研究等の推進、③次代を担う若手研究者の育成・支援の推進、④
評価の形式化・形骸化、評価負担増大に対する改善、⑤研究開発プログラム評価）が昨今の研
究開発評価の重要課題として焦点が当てられている。
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）（別紙 4）を考慮した評価
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。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」（別紙 5）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 24 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。
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、「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」において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こと
が併せて定められた。その後、平成 23 年 4 月 19 日に基本方針の一部改正が行われた際、１）
事前に設けない評価基準を「客観的基準」から「法人横断的基準」に変更し、S 評定の評価基
準をより客観化かつ明確化し、２）PDCA サイクルがより有効に機能するよう、全体評価書に
事業計画や業務運営等に関する改善ポイントをより詳細に記載することとし、３）国民目線に
3
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立って、よりわかりやすく、かつ法人の業務運営にとってもより有益な評価となるよう、原則
として項目別評価書の雛型（フォーマット）を統一し、４）PDCA サイクルがより有効に機能
するよう、総会の開催時期を「８月末まで」から原則として「８月上～中旬まで」に変更した。
さらに、平成 24 年 3 月 29 日の基本方針の一部改正が行われた際に、評価基準については、
評価委員会の各部会等において妥当性等をよく検討した上で、４月中までに適切な評価基準を
定めておくよう努めることとなった。
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」（別紙 6）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。
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提言に即した評価（別紙 7）
独立行政法人日本学術振興会外部評価委員会は、平成 25 年 7 月 18 日に「平成 24 年度事業
に係る業務実績の外部評価結果及び第 2 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。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 25 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」に即した評価（別紙 8）
文部科学省独立行政法人評価委員会は、平成 25 年 8 月 23 日には「平成 24 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「第 2 期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。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 25 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」に即した評価
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 25 年 12 月 16 日に「平成 24
年度における文部科学省所管独立行政法人等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。
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各府省所管法人共通の意見としては、内部統制の充実・強化、成果･効果の明確化、受益者負
担の妥当性等、施設・事務所等別の評価、利便性向上に向けた取組、保有資産の見直し、運営
費交付金債務の評価に言及されている。
上記に加え、文部科学省所管法人共通の意見としては、業務の実績に関する評価の結果にお
いて、評価書の「分析･評価」欄における評定理由と改善を促す意見等を明確に分けて評価を行
うべきとの指摘がなされている。
＜指摘事項＞
9. 「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」（別紙 9）によ
る指摘を踏まえた評価
総務省政策評価・独立行政法人評価委員会は平成 24 年度末に中期目標期間が終了する文部科
学省所管の独立行政法人等計 6 法人について、平成 25 年 1 月 21 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。この勧告に基づき第 3
期中期目標・計画が策定されており、着実に対応を進めフォローアップを明記しておくことが
必要である。
10.「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」（平成 25 年 12 月 24 日閣議決定）による指摘
を踏まえた評価（別紙 10）
平成 25 年 12 月 24 日に閣議決定された「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」では、
独立行政法人制度を導入した本来の趣旨に則り、大臣から与えられた明確なミッションの下で、
法人の長のリーダーシップに基づく自主的・戦略的な運営、適切なガバナンスにより、国民に
対する説明責任を果たしつつ、法人の政策実施機能の最大化を図るとともに、官民の役割分担
の明確化や民間能力の活用などにより官の肥大化防止・スリム化を図ることが目的とされてい
る。この方向性を踏まえ、運用を含めた制度の見直しについて以下の措置が講ぜられた。①法
人の裁量、国の関与の度合い等に応じた法人の分類、②PDCA サイクルが機能する目標・評価
の仕組みの構築、③法人の内外から業務運営を改善する仕組みの導入、④財政規律、報酬・給
与等の見直し、調達の合理化及び情報公開の充実、⑤研究開発型の法人への対応。
振興会は中期目標管理型の法人と位置づけられ、資金の助成・給付業務についてガバナンス
の高度化等の取組を行うこととされた。本閣議決定に従い、早期に対応が可能な措置は速やか
に実施した上で平成 27 年 4 月からの改革実施を目指して、独法通則法改正案が平成 26 年 4 月
半ばに閣議決定される予定となっている。
（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/pdf/sankou-k3.pdf

参照）
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Ⅳ．評価実施方法
1．評価の方針
事業年度評価においては、年度計画に定められた各項目の達成度について、中期目標期間
評価については、中期計画に定められた各項目についての達成度について、それぞれ「自己点
検・外部評価シート」に沿って評価を行う。
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括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．評価の項目
1．中期目標、中期計画、年度計画の概要
2．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

3．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。
4．評価基準
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く、また、達成度を検
証・評価できるような評価基準を記述する。
評価基準は、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。
6
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5．分析・評価
平成 25 年度事業に係る当該事業・業務に対する分析・評価を「3. 評価基準」に基づき総
合的な評価を記載するとともに、上記「1．概要」で記載した中期計画等に対しての平成
25 年度末時点での事業・業務の進捗状況を記載する。また、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。
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 24 年 3
月 29 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。
6．自己点検評価
後述の「3．評価の基準」に基づき、上記「分析・評価」の記述を参照して評定を記載す
る。
7．自己点検結果の推移
上述の「5．自己点検」で記載した自己点検評価結果を記載する。
8．外部評価
外部評価委員による評価結果が記入される。
3．評価の基準
上記「6．自己点検評価」及び「8．外部評価」の各評価項目の評点、は、S、A、B、C、F
の 5 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。
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 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）
F：評価委員会として業務運営の改善その他の勧告を行う必要がある。（客観的基準は事前
に設けず、業務改善の勧告が必要と判断された場合に限り F の評定を付す。）
4．評価の見直し
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。
7
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独立行政法人日本学術振興会
平成２５年度事業の評価手法について
参 考 資 料
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（別紙１）
研究開発関係法人の評価における関心事項（抜粋）
平成 1 6 年 6 月 3 0 日
独立行政法人評価分科会
研究開発関係法人の評価
方法の在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
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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。
(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
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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＞

【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。
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＜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
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）

4
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（別紙２）
国の研究開発評価に関する大綱的指針（抜粋）
平成 24 年 12 月 6 日
内閣総理大臣決定
（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、その成果の利用、活用に至るまでの科学技術イノベーションの一体的、総合的な推進に資す
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、研究開発施策、研究開発プログラム、研究開発課題、研究者等の業
績及び研究開発機関等の評価を指す。（注３）
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。
5

169

（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、研究者及び研究開発を推進する主体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
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や研究開発プログラム等に積極的
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、研究開発の目的に沿って資源配分を適切に見直すことなど、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
6
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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やマネジメント能力を有する人材を適
性に応じ配置するなど、評価の信頼性及び客観性を担保し、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、研究開発を実施又は推進する主体の責任で行う。
（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や評価に係る必要な調査・分析等を行うための知識や能力を有す
る人材を養成・確保し、配置するよう努める。
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。
（注３）第４期科学技術基本計画においては、研究開発の政策体系は、政策－施策－プログラム・制度－研究開
発課題の四階層とされている。
・「施策」とは、特定の行政課題に対応するための基本的な方針に基づく、具体的な方針の実現を目的と
する行政活動のまとまりをいう。
・「プログラム」とは、より上位の施策の目標達成に向けて、研究開発課題を含む各手段を組み立てた計
画や手順に基づく取組である。
・競争的資金制度等の研究資金制度は、本指針において、研究開発プログラムと同様に捉えて評価の枠組
みを適用するものであるため、「研究開発プログラム」に含まれるものと整理する。
・「研究開発課題」とは、具体的に研究開発を行う個別の実施単位であり、府省等が定めた明確な目的や
目標に沿って実施されるもの、競争的資金制度等に提案された複数の候補の中から優れたものが採択さ
れ実施されるもの等である。なお、比較的規模の大きい研究開発課題や複数の研究開発課題からなるも
の等については、「プロジェクト」と称される場合もある。
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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（別紙３）
文部科学省における研究及び開発に関する評価指針（抜粋）
最終改定 平成 26 年 4 月 2 日
文部科学大臣決定
第２章 基本的考え方
２．１ 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ひらく研究開発、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いだし、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組の拡大を図ること。
２．２ 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」、「研究者等の業績」の四つを評
価の対象とする。ただし、政策体系は概して、「政策－施策－プログラム・制度（事務事業）－研究開発課題」
の階層構造をなすことから、本指針における「研究開発施策」も階層構造を有するものであることに留意する
とともに、それぞれの目的や海藻に応じた評価がなされるようにする必要がある。また、本指針を適用する研
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。
２．３ 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、何らかの意思決定（研究開発の企画立案、資源配分、改善・質
の向上、進捗度の点検、説明責任等）を行う目的のために実施される手段であり、その目的に応じて個々の評
価システムが構築される必要が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(※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。
8
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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。
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。
（※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等の場合は、その機関の長等が該当する。

２．４ 関係者の役割
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。
２．４．１ 文部科学省内部部局、研究開発機関等
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
組を補完するために、評価システムの構築・運営や評価環境の整備等を適切に行う。
研究開発機関等及びその他の評価実施主体は、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。
２．４．２ 評価者
評価者は、評価者としての倫理（巻末(18)参照。）を踏まえて、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いだし、
育て、更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。
２．４．３ 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る評価について自律的に取り組むとともに、外部評価・第三者評価
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。
科学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
るとの認識の醸成を一層図っていくことが必要である。
２．５ 研究活動における不正行為、研究費の不正使用との関係
研究不正は、研究活動に対する信認を失墜させ、科学技術・学術の健全な発展を阻害するものである。研究
活動の大前提として、研究不正を事前に防止する取組を強化するとともに、研究開発機関等の管理責任を明確
化することが重要である。
研究開発評価システムにおいても、
研究開発機関等における研究不正に対応するための規程や組織としての
責任体制の整備状況を確認していくこと等を通じて、研究不正の事前防止に貢献していくことが重要である。
なお、研究開発評価の過程で研究活動における不正行為又は研究費の不正使用の事案が発覚した場合は、それ
ぞれ、各研究開発機関等において、｢研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて−研究活動の不正行
為に関する特別委員会報告書−｣（平成18年8月8日科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委
員会決定）(※6)、｢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、平成26年2月18日改正)等(※7)を踏まえて厳正に対処する。
（※6）今後、本報告書の内容及び「公正な研究活動の推進に向けた『研究活動の不正行為への対応のガイドライン』の見直し・
運用改善について（審議のまとめ）｣（平成26年2月3日「研究活動の不正行為への対応のガイドライン」の見直し・運用改善等
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に関する協力者会議決定）を踏まえ、研究活動における不正行為への対応に関する文部科学省としての新たなガイドラインを作
成し、一般からの意見募集を経て文部科学大臣決定とする予定であり、決定後の当該ガイドラインも踏まえて厳正に対処するも
のとする。
（※7）｢競争的資金の適正な執行に関する指針」(平成17年9月9日競争的資金に関する関係府省連絡会申し合わせ)､｢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)､「研究上の不正に関する適切な
対応について」(平成18年2月28日総合科学技術会議)､｢研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて−研究活動の不正行
為に関する特別委員会報告書−｣（平成18年8月8日科学技術・学術審議会研究活動の不正行為に関する特別委員会決定）、｢研究
費の不正対策検討会報告書｣(平成18年12月26日文部科学省科学技術･学術政策局研究費の不正対策検討会)､｢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、平成26年2月18日改正)等

２．６ 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、
○制度等の階層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ゅんべつし、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(※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とその内容を公表することにより、国民が自由に入手し、
活用等を図ること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する、評価項目を限定する、な
どの方策をとる。
○研究開発施策の評価については、政策評価法に基づく政策評価、独立行政法人通則法、国立大学法人法等
に基づく評価、政府方針等を踏まえた施策の企画・立案・実施・評価・資源配分が行われている実情を踏
まえ、これらが整合性をとりつつより適切なＰＤＣＡサイクル（巻末(19)参照。）が確保されるように配
慮して進めるとともに、評価に要する負担が過大なものとならないことを十分考慮に入れながら合理的か
つ実効的に行う。
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
10
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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、評価の形式化・形骸化等により、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。
（※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。

２．７ 評価人材の養成・確保
２．７．１ 評価事務局職員、PD、PO等
文部科学省内部部局、研究開発機関等及びその他の評価実施主体は、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ＰＤ、ＰＯ等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、ＰＤ、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。
ＰＤ、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、ＰＤ、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、ＰＤ、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ＰＤ、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
取組を進める。
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。
２．７．２ 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、若手研究者、女性研究者、海外の研究者、研究開発機関等を退職した研究者等を含む多様な研究
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ＰＤ、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を評価に反映させ、教育等の負担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、有効な取組を検
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酸化した
ことの履歴の一つとして考慮する。
２．７．３評価システム講堂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
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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。
２．８ 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、必要に応じて、研究開発施策・
研究課題毎にその目的、目標や領域の区分を明確にするとともに、研究開発施策・研究開発課題の概要、研究
者の情報（エフォートを含む）、資金（制度、金額）、研究開発活動のアウトプット（巻末(11)参照。以下同じ。）
（論文、特許等）、研究開発活動のアウトカム、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。
２．９ 国際水準の視点による評価の実施
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
学技術水準の向上、我が国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３章 対象別事項
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４章 機関や研究開発の特性に応じた配慮事項
第2章、第3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。
４．１ 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。
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。
４．２ 大学等における学術研究の評価における配慮事項
４．２．１ 基本的考え方
４．２．１．１ 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
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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。
４．２．１．２ 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そぎ、研究活動が均質化することのないよう
にする。
４．２．１．３． 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始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。
４．２．１．４ 評価の際の留意点
４．２．１．４．１ 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組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。
４．２．１．４．２ 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（3.2.1.5.6及び3.2.2.5.2 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。人文・社会科学の研究の評価においては、例えば、「教養」の形成に資する著書、公開講座、
メディア等を通じた様々な成果発信やアウトリーチ活動、漢学や日本学等における索引・目録の作成、日本語
希少原典等の外国語への翻訳など、人文・社会科学の特性を踏まえた評価の項目等を充実させていくことが必
要である。また、研究を通じた課題解決への貢献を一層推進するため、研究が社会とどのような結節点を持つ
のかという観点を踏まえて、社会的貢献・領域間連携・グローバル化を目指す研究を積極的に評価するととも
に、プログラムの目的等に応じ、実務者との研究成果の普及に向けた協力等についても評価の視点として適切
に取り入れられることが重要である。
４．２．１．４．３ 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。
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４．２．２ 対象別の評価方法
４．２．２．１ 研究開発課題の評価
４．２．２．１．１ 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。
４．２．２．１．２ 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、評価者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。
４．２．２．１．３ 大型研究プロジェクト
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く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、国際的な視
点に立った評価の実施に努める。
４．２．２．２ 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。
４．２．２．３ 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、当該研究者が関わる研究開発課題の評
価の結果、競争的資金の審査・採択実績等も適切に活用して、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。
第５章 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
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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、評価情報を一括管理し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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（別紙４）
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（抜粋）
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
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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。
（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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（別紙５）
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（抜粋）
平 成 1 7 年 6 月 2 9 日
文部科学省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
（平成19年7月12日一部改正）
（平成20年2月 4日一部改正）
（平成23年6月10日一部改正）
（平成24年6月14日一部改正）
（略）
２．評価の基本方針
(1) 評定に当たっては、定量的な指標を用いる等して、原則、客観的かつ具体的な評価基準を設定すること
を基本とする。定性的な評価基準を設定する際にも、定量的な指標を補完的に用いる等により、客観的
かつ具体的な評価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。」
（平成２１年２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。
３．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、中期目標期間評
価においては、中期目標に定められた各項目についての達成度について、それぞれ以下の評価を行う。
(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。（法人横断的基準は事前に設けず、法人の業務の特性に応じ
て評定を付す。）
Ａ：中期計画通り進んでいる、又は、中期計画を上回って履行し、中期目標に向かって順調に、
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）
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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運営の改善その他の勧告を行う必要がある。（客観的基準は事前に設
けず、業務改善の勧告が必要と判断された場合に限りＦの評定を付す。）
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
いる場合には、これらを大く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、全体評価書、項目別評価総表及び項目別評価書を作成することにより評価をとりまとめる。全
体評価書及び項目別評価総表は、「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、項目別評価書については各年度の事業年度評価に当たり、原則として同基本方針
に定める別添様式１を雛形とするが、各法人の特性に応じて適宜工夫を加えることを可とする。評価基
準については、部会において妥当性等をよく検討した上で、４月中までに適切な評価基準を定めるよう
努める。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段階的評定（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。
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各事業年度の評価結果を踏まえた、事業計画及び業務運営等に関して取るべき方策（改善のポイ
ント）（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等）
について記述する。
(2)中期目標期間評価
(ｲ)評価項目
中期目標期間中における、中期計画の個々の事項ごと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段階評定とする。
Ｓ：特に優れた実績を上げた。（法人横断的基準は事前に設けず、法人の業務の特性に応じて評
定を付す。）
Ａ：中期目標を達成、あるいは中期目標を上回る実績を上げた。（中期目標の達成度が１００％
以上）
（中期目標の達成度が７０％
Ｂ：中期目標は達成されなかったが、目標達成に近い実績を上げた。
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以上１００％未満）
Ｃ：中期目標は達成されなかった。また、目標達成に向けた実績も不十分だった。（中期目標の
達成度が７０％未満）
Ｆ：評価委員会として業務運営の改善その他の勧告を行う必要がある。（客観的基準は事前に設
けず、業務改善の勧告が必要と判断された場合に限りＦの評定を付す。）
②”Ｓ”又は”Ｆ”評価の項目は、中期計画が一層適切なものとなるよう、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期間中における中期計画の個々の事項に照ら
して、おおむね以下の手順に沿って、全体評価書、項目別評価総表及び項目別評価書を作成すること
により評価をとりまとめる。全体評価書及び項目別評価総表は、「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、項目別評価書については、中期目標期間評価
に当たり、原則として同基本方針に定める別添様式３を雛形とするが、各法人の特性に応じて適宜工
夫を加えることを可とする。なお、評価に際しては、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段階的評定（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。
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中期目標期間の評価結果を踏まえた、事業計画及び業務運営等に関して取るべき方策（改善のポ
イント）（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特記事項（総務省政策評価・独立行政法人評価委員会の中期目標期間終了時の見直し作業につい
ての対応等、次期中期目標期間の業務実施に当たって留意すべき点を記載）
について記述する。
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（別紙６）
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（抜粋）
平 成 1 9 年 1 2 月 1 9 日
文部科学省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
21

185

（別紙７）
平成 24 年度事業・第 2 期中期目標期間 自己点検評価・外部評価報告書（抜粋）
平 成 25 年 7 月 18 日
独立行政法人日本学術振興会
外 部 評 価 委 員 会
（略）
【まとめ】
第２期中期目標期間における事業は、特に優れた実績を挙げた事業も含め、十分に達成されており、評価でき
る。また、第２期中期目標期間を通じて外部評価において指摘された課題に対して、各種委員会を立ち上げ検討
を重ねる等により、改善・見直しを常に行っていることは高く評価できる。全体として、振興会の事業は、実施
方法と実施結果ともに高度精緻な有機体といえるほどの完成度を有している。引き続き、学術振興に係る事業を
維持していくことを切望する。既に述べたとおり、振興会は、研究助成、学術の国際交流の推進、研究者養成の
３事業を柱とし、我が国の学術の振興に貢献している。現場を熟知する“ミミズの眼”と世界の学術の動向を俯
瞰する“トリの眼”を有する振興会への期待は大きい。最後に、平成２５年度より新たな中期目標期間を迎え、
我が国の学術の振興を図る唯一の機関である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し、
さらに、
学術の振興がなされるよう、学術研究の中心的機関として一層の努力を期待する。
（http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_24.pdf 参照）
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（別紙８－１）
第 2 期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（抜粋）
平 成 2 5 年 8 月 2 3 日
文部科学省独立行政法人評価委員会
① 評価結果の総括
 日本学術振興会は、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の責任を十分果た
し、第２期中期目標を達成している。
 特に、会計年度にとらわれない、研究の進捗状況に応じた柔軟な執行を可能とする画期的な制度である
「最先端研究開発支援プログラム」及び「科学研究費助成事業」の基金業務への対応をはじめ、「学術
システム研究センター」、「特別研究員事業」及び「国の助成事業に関する審査・評価の実施」等に係
る業務を通じて、我が国の学術の振興に多大な貢献を果たしている。
 日本学術振興会が将来にわたり我が国の学術の振興及び大学の教育研究の向上に最大限貢献するため、
学術研究の特性を踏まえ、グローバルかつ長期的視野に立った取組により、事業を一層推進することが
求められる。
② 期目標期間の評価結果を踏まえた、事業計画及び業務運営等に関してとるべき方策（改善のポイント）
(1)事業計画に関する事項
 「科学研究費助成事業」については、研究進捗評価結果の翌年度の配分審査への活用など、継続的な見
直しにより適切な評価サイクルが構築されている。今後とも、評価については、人員及びコストの増大
を極力抑制しつつ、それぞれの研究種目に応じて評価機能を充実させるための方策を検討していくこと
が求められる。また、研究種目の在り方については、文部科学省の科学技術・学術審議会の検討状況を
踏まえた不断の見直しが必要である。【項目別－P17～18, 23～25 参照】
 「特別研究員事業」については、第４期科学技術基本計画等を踏まえ、特別研究員（PD）及び（DC）
の採用について大幅な拡充を行い、
我が国の将来を担う優れた若手研究者の養成・確保に貢献している。
今後、平成２５年３月にまとめられた「特別研究員制度の改善の方向性について」の提言の実現に向け
た具体的な取組が求められる。また、特に自然科学系の女性研究者の比率を将来的に高くするため、更
なる女性研究者の申請者の増加を促すような取組等についても検討が望まれる。【項目別－P31～34 参
照】
 個人支援型の「海外特別研究員」と、大学等研究機関を対象とした組織支援型の「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」等を組み合わせて実施することで、多くの優れた若手研究者に
海外での研鑽機会を提供し、海外派遣を促進している。引き続き、国際研究ネットワークの核となる優
れた研究者の養成を図ることを期待する。【項目別－P40～43 参照】
(2)業務運営に関する事項
 第２期中期目標期間を通じて、事業の見直しと合わせ、一般管理費の削減や総人件費改革への対応等、
業務運営の効率化が着実に進捗している。引き続き、学術研究の特性にも配慮しつつ、政府方針等を踏
まえ、質の確保に重点を置き、更なる業務運営の有効化・効率化に努めることが望まれる。【項目別－
P106～114 参照】
(3)その他
 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。
【項
目別－P80 参照】
③ 特記事項
 平成２３年３月に発生した東日本大震災により、研究遂行困難となった研究者及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とは評価できる。
（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2013/08/26/1338982_1.pdf 参照）
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（別紙８－２）
独立行政法人日本学術振興会の平成２４年度に係る業務の実績に関する
評価の結果について（抜粋）
平 成 2 5 年 8 月 2 3 日
文部科学省独立行政法人評価委員会
（全体評価）
○
評価結果の総括

日本学術振興会は、第２期の中期計画の最終年度として業務が順調に進捗し、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、学術の特性に配慮した体制を整備し、研究者の意見を積極的
に取り入れるなど、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の責任を十分果たして
いる。

科学研究費助成事業については、新たに 2 種目に一部基金化を実施し、合わせて 5 種目が基金対象種目とな
り、会計年度にとらわれない柔軟な執行が可能となる研究費を着実に拡大している。また、科学技術・学術
審議会での審議を踏まえ、国際情報発信力強化に向けた電子化・国際化等、ジャーナルの改善に関する取組
を助成する仕組みを学術システム研究センターにおいて検討し、その結果を速やかに平成２５年度公募に反
映させ、新たな制度として「国際情報発信強化」を立ち上げ、優れた研究成果の公的流通の更なる促進に寄
与している。

研究者の養成については、特別研究員（DC）について、新規採用数を大幅拡充するとともに、特別研究員
の審査領域に新たに「総合」領域を創設し、領域横断的な研究に対する審査体制を充実させる等、研究現場
のニーズを踏まえた取組を推進している。また、少子化が顕著に見られる日本社会にとって、女性研究者の
重視、並びに増加は、推進すべき課題であり、特別研究員（RPD）の拡充は、男女共同参画への高い効果が
期待される。

国の助成事業に関する審査・評価の実施については、振興会の優れた審査・評価機能を積極的に活用し、既
存の７事業に加えて新たに「卓越した大学院拠点形成支援補助金」及び「グローバル人材育成推進事業」の
審査・評価等業務を行う等、着実に実施することで、大学等における教育研究活動をより活性化し、我が国
の学術研究の振興において非常に重要な役割を果たしている。
② 平成24年度の評価結果を踏まえた、事業計画及び業務運営等に関して取るべき方策（改善のポイント）
(1) 事業計画に関する事項
・ 科学研究費助成事業については、研究進捗評価結果及び研究成果の検証結果について、研究代表者に通知さ
れるとともに、翌年度の配分審査にも活用されており、適切な評価サイクルが構築されている。今後とも、
評価については、人員及びコストの増大を極力抑制しつつ、それぞれの研究種目に応じて評価機能を充実さ
せるための方策を検討していくことが求められる。【項目別－P15～18参照】
・ 特別研究員事業については、申請・採用状況についてこれまでの領域別に加え男女別の人数をホームページ
で公表しているが、現在、女性研究者の申請数、採用数は低い傾向にある。今後、特に自然科学系の女性研
究者の比率を将来的に高くするため、更なる女性研究者の申請者の増加を促すような取組等について検討が
望まれる。また、平成２５年３月に「特別研究員制度の改善の方向について」をまとめ、制度の在り方につ
いて提言を行ったことは高く評価できる。今後、その実現に向けた取組が望まれる。【項目別－P34～36参
照】
(2) 業務運営に関する事項
・ 外部有識者を含む契約監視委員会において、「随意契約等の見直し計画」を策定し、執行に当たっては、当
該計画を踏まえて適切に対応し、随意契約の件数が随意契約見直し計画における件数及び平成２３年度の実
績件数を下回っており、見直し計画が順調に進捗している。引き続き、質の確保に留意しつつ、より契約に
おける競争性を高める取組に努めることが望まれる。【項目別－P91～92参照】
(3) その他
・ 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
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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。【項目別－P71,
72参照】
③ 特記事項
・ 「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、国際
交流事業については、各事業を統合・メニュー化し平成 24 年度実施分から反映させ、事業の効率化に向け
た改善を図ったことは評価できる。
（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2013/08/26/1338991_19.pdf 参照）
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（別紙９）
独立行政法人等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（抜粋）
平成 25 年 1 月 21 日
総務省政策評価・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主要な事務及び事業の改廃に関する勧告の方向性
独立行政法人日本学術振興会（以下「日本学術振興会」という。）の主要な事務及び事業については、独立
行政法人として真に担うべきものに特化し、業務運営の効率性、自律性及び質の向上を図る観点から、国の財
政支出の縮減にもつながるよう、以下の方向で見直しを行うものとする。
また、独立行政法人の的確な評価のためには、目標が明瞭性・客観性を備えていることが不可欠であり、中
期目標の策定に当たっては、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とともに、定性的
な目標とせざるを得ない場合であっても、目標の到達度について第三者が検証可能なものとなるよう努めるも
のとする。
第１ 事務及び事業の見直し
１ 学術研究の助成に関する業務の一元化の推進
学術研究の助成に関する業務については、大半の研究種目は日本学術振興会が公募・審査・交付等の業
務を行っているが、新学術領域研究、特別研究促進費及び研究成果公開促進費については、制度的に定着
していないこと等を理由として、文部科学省が直接、公募・審査・交付等の業務を行っている。 これら文
部科学省が直接業務を行っているものについては、業務の効率化、利便性の向上を図る観点から、次期中
期目標期間中に日本学術振興会への一元化を進めるものとする。
２ 研究助成の評価の見直し
日本学術振興会が行う研究助成に関する評価については、事後評価の大半が助成を受けている研究者に
よる自己評価となっている。 このため、評価における客観性の一層の向上を図る観点から、次期中期目標
期間において、評価業務の効率化を図り、人員及びコストの増大を極力抑制しつつ、日本学術振興会によ
る評価機能を充実させるための具体的方策を検討し、実施するものとする。
３ 学術システム研究センターの業務の透明性確保
学術システム研究センターが行う審査・評価業務については、業務内容の透明性の向上を図る観点から、
審査員の審査結果に対する検証等のプロセスについて国民に分かりやすい形で明らかにするものとする。
４ 学術の国際交流に関する業務の効率化の推進
日本学術振興会の実施する学術の国際交流に関する業務のうち、外国人研究者の招へいを目的とする以下
の①、②、③については、業務の効率化を図る観点から統合・メニュー化するものとする。 ①外国人著名
研究者招へい ②外国人招へい研究者（長期・短期） ③外国人特別研究員（一般、欧米短期、サマー・プ
ログラム） また、その他の事業についても大学等研究現場や海外協力機関のニーズを踏まえながら不断の
見直しを行い、更なる大括り化・整理合理化を進めるものとする。
第２ 業務全般に関する見直し
上記第１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 内部統制については、更に充実・強化を図るものとする。その際、総務省の「独立行政法人における内
部統制と評価に関する研究会」が平成22年３月に公表した報告書（「独立行政法人における内部統制と評
価について」）、及び総務省政策評価・独立行政法人評価委員会から独立行政法人等の業務実績に関する
評価の結果等の意見として各府省独立行政法人評価委員会等に通知した事項を参考にするものとする。
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２ 毎年の運営費交付金額の算定については、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意した上で、厳格に
行うものとする。
３ １及び２のほか、既往の閣議決定等に示された政府方針に基づく取組について、着実に実施するものと
する。
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（別紙１０）
独立行政法人改革等に関する基本的な方針（抜粋）
平成 25 年 12 月 24 日
閣
議
決
定
Ⅰ 独立行政法人改革等の基本的な方向性
○ 独立行政法人制度は、平成13 年1 月の中央省庁等改革の一環として、行政における企画立案部門と実施部門
を分離し、
企画立案部門の能力を向上させる一方で、
実施部門に法人格を与え、
運営裁量を与えることにより、
政策実施のパフォーマンスを向上させることを目的として導入された。○ 独立行政法人は国の政策を実現す
るための実施機関として、これまで各方面で成果をあげている一方、様々な問題点が指摘されたことから、第
１次安倍内閣において、
全ての独立行政法人を対象とした制度・組織全般にわたる改革に着手した。
それ以降、
様々な議論・検討が行われ、制度全般の改革に係る法案も２回国会に提出されたが、審議未了のまま廃案とな
るなど、独立行政法人改革には今日に至る長い検討経緯がある。このため、今回の改革は、今までの改革の集
大成として実現を図る必要がある。
○ 今回の改革の目的は、独立行政法人制度を導入した本来の趣旨に則り、大臣から与えられた明確なミッション
の下で、法人の長のリーダーシップに基づく自主的・戦略的な運営、適切なガバナンスにより、国民に対する
説明責任を果たしつつ、法人の政策実施機能の最大化を図るとともに、官民の役割分担の明確化、民間能力の
活用などにより官の肥大化防止・スリム化を図ることである。
このため、
・ 組織・運営における自主性・自律性やインセンティブを最大限機能させ、国民に対する法令遵守を
的確に果たさせる
・ 制度本来の趣旨から逸脱した一律・硬直的な運用は見直し、多種多様な各法人の特性を踏まえた制
度・運用とする
・ 数合わせのための組織いじりではなく、真に政策実施機能の強化に資する統廃合のみを実施すると
ともに、きめ細やかに事務・事業を見直す
・ 各法人の業務類型（金融、公共事業執行等）の特性を踏まえたガバナンスを整備する
との観点から、運用を含めた制度及び組織の見直しについて、講ずべき措置を取りまとめた。
○ また、国が自ら事業を実施している特別会計・勘定について、国が実施主体となることが必要不可欠か否かを
検証し、国の事業を独立行政法人に移管した上で特別会計を廃止するなど、講ずべき措置を取りまとめた。
○ 今後、この改革に必要な措置を速やかに講じ、新たな制度・組織の下で、法人の有する政策実施機能が十全に
発揮され、各法人の職員が誇りを持って職務を遂行し、経済成長や国民生活の向上に最大限貢献することによ
り、これまでの集大成としての改革が実現するよう、政府が一体となって取り組んでいくこととする。
Ⅱ 独立行政法人制度の見直し
Ⅰの基本的な方向性を踏まえ、運用を含めた制度の見直しについて、以下の措置を講ずる。
１．法人の裁量、国の関与の度合い等に応じた法人の分類
独立行政法人が実施する事務・事業には多様なものが含まれるが、現行制度では法人分類を設けておらず、多
くのルールが全法人一律に適用されている。今後は、法人の政策実施機能の強化を図り、適切なガバナンスを構
築していくため、法人の事務・事業の特性に応じ、法人を分類することが必要である。
具体的には、業務に係る成果の最大化や質の向上に必要な目標管理の仕組みの在り方、業務運営における法人
の裁量と国の関与の程度、業務の停滞が国民生活や社会経済に与える影響の度合い等を基に、法人を以下の３つ
に分類し、各分類に即したガバナンスを構築する。
① 中期目標管理により事務・事業を行う法人
国民向けサービス等の業務の質の向上を図ることを目的とし、中期目標管理により高い自主性・自律性
を発揮しつつ事務・事業を行う法人（以下「中期目標管理型の法人」という。）
② 中長期的な目標管理により研究開発に係る事務・事業を行う法人
「研究開発成果の最大化」を目的とし、研究開発業務の長期性、専門性等に対応した特有の中長期的な
28

192

目標管理により研究開発に係る事務・事業を主要な業務として行う法人（以下「研究開発型の法人」と
いう。）
③ 単年度の目標管理により事務・事業を行う法人
国の相当な関与の下に国の行政事務と密接に関連した事務・事業を確実・正確に執行することを目的と
し、役職員に国家公務員の身分を付与した上で、国の単年度予算管理と合わせた単年度の目標管理によ
り事務・事業を行う法人（以下「単年度管理型の法人」という。）
法人の役職員の身分については、法人に高い自主性・自律性を発揮させた業務運営を行わせることにより国民
向けサービスの質の向上、業務の成果の最大化を実現するため、財務・会計面における運用と同様、人事・給与
面での柔軟かつ弾力的な運用ができるよう、非公務員とする。
ただし、単年度管理型の法人は、その行う事務・事業が国の行政事務と一体的な進行管理により確実・正確な
執行が求められ、その業務の停滞は、国民生活又は社会経済の安定に直接かつ著しい支障を及ぼすことから、争
議行為の禁止など国家公務員と同様の厳しい服務を適用するため、その役職員は国家公務員とする。
中期目標管理型の法人、単年度管理型の法人のガバナンスは以下の２．から４．に記載するとおりであり、評
価主体の変更や内部ガバナンスの強化などの事項は研究開発型の法人にも適用するが、研究開発業務に特有の目
標管理の仕組みの導入など研究開発型の法人に固有の事項は、５．で後述する。
２．PDCA サイクルが機能する目標・評価の仕組みの構築
法人が政策実施機能を発揮する上で、
主務大臣の下での政策のPDCA サイクルが十分に機能することが必要で
ある。このPDCA サイクルを強化する観点から、主務大臣自らが業績評価を行うこととする。その際、主務大臣
による評価等の客観性や政府全体としての整合性を確保するなどのため、外部から点検する仕組みを導入する。
(1) 効率的かつ実効性のある評価体制の構築
○ 主務大臣が法人の業績評価を実施する仕組みとする。これにより、主務大臣の下での政策のPDCA サイク
ルを強化するとともに、評価手続の効率化を図る。
○ 主務大臣は、業績評価の結果、成果が不十分、事務・事業が非効率であることにより目標が達成できないお
それがある場合には、法人に対して業務運営の改善を命令することができるようにする。
○ 主務大臣は、政策の実施部門である法人の業績評価結果を政策の企画立案部門である国の政策評価及び政策
への反映に活用する。また、政策評価の結果を当該政策体系下の実施部門である法人の業績評価及び法人の
組織や事業の見直しに活用する。
(2) 目標設定及び業績評価の在り方
○ 総務大臣は、法人の業務の特性や類型を踏まえて、目標設定及び業績評価に関する政府統一的な指針（基準
や評語等）を策定する。
主務大臣は、法律や総務大臣が策定する指針に基づき目標設定を具体的に行うとともに、毎年度、評価
事務の効率化にも配慮しつつ、適正かつ厳正に業績評価を実施する。また、主務大臣は、目標案又はその変
更案を作成する際には、法人と十分に意思疎通を図るものとする。
○ 法人は、業績評価結果を活用し、主務大臣から指示された目標の達成に向け、計画の見直しなど必要な業務
運営の改善を図るとともに、業績評価結果の反映状況を毎年度公表する。主務大臣は、業績評価結果を、中
期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直し、次期中期目標期間における目標設定や予算要
求などの際に活用する。
(3) 法人分類に応じた評価手続の整備
① 中期目標管理型の法人における評価手続
○ 中期目標期間に係る業績評価の時期を早めることとし、最終年度において、前年度までの業績及び最終年度
の業績の見込みを対象に評価を行う仕組みとする。
○ 主務大臣は、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直しの際には、業務継続の必要性の
検討にとどまらず、組織自体の存続の必要性を含め組織の在り方についても必ず検討を行い、所要の措置を
講ずるとともに、検討結果及び講ずる措置内容を公表する。
○ 単年度管理型の法人における評価手続
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○
○

主務大臣が毎年度、法人に対して目標を指示するとともに業績評価を実施するという単年度の目標管理の仕
組みを基本とする。
主務大臣は、業務運営の効率化に関する事項については、毎年度の業績評価に加え、中期的にも評価を実施
する。

(4) 第三者機関による業績評価結果等の点検、勧告等
○ 第三者機関は、主務大臣の中期目標案及び中期目標期間に係る業績評価結果（単年度管理型の法人にあって
は、一定期間ごとに主務大臣が実施する業務運営の効率化に関する評価結果）を点検し、必要と認める場合
には、主務大臣に対して意見を述べることができることとする。
○ さらに、第三者機関は、中期目標期間終了時における業務及び組織全般にわたる見直し結果及び講ずる措置
内容を点検し、主要な事務・事業の改廃の勧告や、内閣総理大臣に対する勧告事項についての意見具申がで
きることとする。また、法人の見直しが実効性あるものとなるよう、政府の行政改革関係部門は適切に連携
を図るものとする。
○ 第三者機関は、総務大臣の指針並びに評価の制度及び実施に関する重要事項を調査審議し、総務大臣又は主
務大臣に対して意見を述べることができることとする。
○ 総務省の行政評価・監視の調査対象に法人を追加する。また、第三者機関が点検等の業務を行う場合には、
総務省の調査結果や行政事業レビューによる点検結果を活用する。
３．法人の内外から業務運営を改善する仕組みの導入
法人の長の下での自律的なPDCA サイクルを機能させるため、役員の責任の明確化や監事の機能強化、再就職
規制の導入等により内部ガバナンスの強化を図る。
また、主務大臣の関与が限定されたものにとどまっている現行制度を見直し、法人の自主性・自律性に配慮し
つつ、事後的に適正な関与を及ぼすことができることとする。
(1) 監事の機能強化等による法人の内部ガバナンスの強化
○ 監事・会計監査人の調査権限を明確化するとともに、役員の不正行為等についての主務大臣等への報告及び
監査報告の作成を義務付ける。また、これに併せ、監事監査の指針や会計監査の指針を見直すほか、監事向
けの研修・啓発の実施、主務大臣と監事との定期的な意見交換の実施、監事と会計監査人・第三者機関等と
の連携強化、監事を補佐する体制の整備など、監事の機能の実効性を向上させるための運用面での取組につ
いても充実させることにより、監査の質の向上を図る。
○ 法人は、法令等を遵守しつつ業務の適正を確保するための体制を整備する。
○ 役員に職務忠実義務及び任務懈怠に対する損害賠償責任を課し、業務運営上の義務と責任を明確化する。
○ 中期目標の達成に責任を持たせるため、法人の長の任期を中期目標期間に対応させるとともに、監事の地位
や職務遂行の安定性を強化しつつ決算関連業務を考慮するため、監事の任期を中期目標期間の最終年度の財
務諸表承認日までとする。また、財務諸表の早期確定及び監事の任期の安定性を確保する観点から、主務大
臣は、法人からの財務諸表提出後、速やかに財務諸表をチェックし、特段の事情がない限り、遅くとも８月
末までには承認するよう努める。
○ 会計監査人については、適格性を主務大臣がチェックした上で、監事の同意を得て継続して同一の会計監査
人を選任し、法人が複数年度にわたって同一の会計監査人と契約することも可能である。主務大臣は、当該
法人に対する監査のノウハウ継続による監査の質の向上を図る必要がある場合には、こうした手法を活用す
る。
○ 役員の任命については、法人が適切に政策実施機能を発揮できる体制とするよう、説明責任を果たしつつ、
適材適所の人材登用の徹底を図る。
(2) 法人の役職員への再就職あっせん等に関する規制の導入
○ 役職員が非公務員である法人の役職員に対し、再就職あっせん等に関する規制を導入する。
(3) 主務大臣による事後的な是正措置
○ 法人及び役職員の違法行為や不正行為、法人の著しく不適正な業務運営に対し、主務大臣が違法・不正行為
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の是正、業務運営の改善の命令をそれぞれ行えるようにする。
４．財政規律、報酬・給与等の見直し、調達の合理化及び情報公開の充実
独立行政法人が、法人の長のリーダーシップの下で自主的・戦略的な業務運営を行い最大限の成果を上げて
いくためには、国から使途が特定されず弾力的かつ効率的な執行が可能な運営費交付金のメリットを維持する
必要がある。一方、運営費交付金は国民から徴収された税金を財源にしていることから、予算の見積りと執行
実績を明らかにするなど財務運営の透明性と説明責任を向上させる必要がある。また、法人の主体的な経営努
力を促進するインセンティブが機能するよう運用を改善する。
各法人の給与水準について、その事務・事業の特性等を踏まえた水準とすることができるよう、法人ごとに
柔軟な取扱いを可能とする一方、法人及び主務大臣の説明責任を強化する。
法人が行う調達について、各法人の事務・事業の特性を踏まえた合理的なものとなるよう、随意契約による
ことができる場合を明確化するなどの見直しを行う。さらに、これまでの一律的で過度に厳格な運用を見直し、
弾力化することと併せて、法人の業務運営や財務状況等の透明性を向上させるため、国民に分かりやすい形で
の情報公開の充実、すなわち「見える化」を推進する。
(1) 財務運営の適正化、説明責任・透明性の向上、経営努力の促進
○ 法人への運営費交付金が国民から徴収された税金を財源にしていることを踏まえ、法人に対し運営費交付金
を適切かつ効率的に使用する責務を課す。一方、制度の運用に当たり、独立行政法人の多種多様な事務・事
業の特性や業務運営における自主性に十分配慮することを明確化する。
○ 国から事前に使途が特定されない運営費交付金の根幹を維持しつつも、各法人の事業等のまとまりごとに予
算の見積り及び執行実績を明らかにし、著しい乖離がある場合にはその理由を説明させることとする。ただ
し、予算の硬直化につながらないよう運用において十分に留意する。
○ 中期目標において主務大臣が指示する効率化目標については、各法人の事務・事業の実態やこれまでの効率
化努力等を踏まえ、画一的で硬直的な目標ではなく、法人ごとに適切な目標を設定するよう努める。
○ 法人の増収意欲を増加させるため、自己収入の増加が見込まれる場合には、運営費交付金の要求時に、自己
収入の増加見込額を充てて行う新規業務の経費を見込んで要求できるものとし、これにより、当該経費に充
てる額を運営費交付金の要求額の算定に当たり減額しないこととする。
また、法人の事務・事業や収入の特性に応じ、臨時に発生する寄附金や受託収入などの自己収入であって
その額が予見できない性質のものについては、運営費交付金の算定において控除対象外とする。
これらの取組のほか、事務・事業の特性や業績評価結果等も踏まえ、メリハリのある資源配分を行う。
○ 毎年度の剰余金の処理に当たり、法人の業務と運営費交付金の対応関係を明らかにした上で、運営費交付金
で賄う経費の節減により生じた利益の一定割合（原則として５割）を経営努力として認めるほか、恒常的な
業務であっても新たなテーマや工夫による取組について新規の利益と認め、前年度実績ではなく過去の平均
実績の利益を上回れば足りることとするなど、認定基準の要件を改善することとする。また、速やかに認定
手続を行うこととし、中期計画に定めた範囲で様々な使途に迅速に活用できることとする。
○ 法人の積立金の処分については、中期目標期間をまたいで円滑に事務・事業を執行させるとともに、中期目
標期間の最終年度においても経営努力を促すため、繰越事由を拡大することとし、中期目標期間終了時の積
立金のうち、
・資材調達業者の倒産や震災の影響、共同研究の相手先の研究遅延など自己の責任でない事由により中期目
標期間内に使用できなかった場合
・中期目標期間の最終年度に経営努力認定に相当する事由がある場合に該当するものについては、中期目標
期間を超える繰越しを認めることとする。
○ 法人の業務上の余裕金は、独立行政法人通則法（平成11 年法律第103 号）により、預金や国債のほか、主
務大臣が指定する有価証券等に限定して運用することとされている。しかし、資産運用を行うことを本来の
業務としている法人や個別法で例外規定を設けている法人を除けば、そもそも投機的な金融取引を行ってま
で収益を獲得することが求められているものではないため、主務大臣は、安全資産であることを十分に確認
して有価証券を指定するものとする。
○ 法人の会計基準について、損益均衡の仕組みを維持しつつ、事業等のまとまりごとに区分された情報を充実
するとともに、原則として業務達成基準を採用するなどの見直しを行う。また、法人における管理会計の活
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用等により自律的マネジメントの実現を図る。
単年度管理型の法人の運営費交付金については、毎年度、見積りに基づき交付することとし、その上で合理
的な理由がある場合には繰越しを認めることとする。また、単年度の財政措置とすることに伴い、運営費交
付金の会計上の取扱い等について、会計基準を見直す。

(2) 報酬・給与等の適正化、説明責任・透明性の向上
○ 独立行政法人の役職員の報酬・給与・退職手当は、人件費総額について国が中期計画の認可を通して関与す
るものの、支給基準は主務大臣に届け出れば足り、職員数は法人の独自の判断で定めることができるなど、
法人の自律的な運営が可能となっている。現行制度下においても、各法人の判断で、年俸制を含めた業績給
など、事務・事業の特性に応じたより柔軟な報酬・給与制度の導入が可能である。
しかしながら、現実には柔軟な報酬・給与制度の導入が進んでいないため、各法人において業績給等の実
施状況を公表させ、その導入を促進する。また、職員表彰や賞与の一部を活用した報奨金制度の導入、成績
不良者に対する厳正な対応の実施など、信賞必罰の考え方の下、業績評価を反映する取組を実施することに
より、業績の向上や業務の効率化を促進する。
○ 法人の長の報酬については、法人の事務・事業の特性を踏まえ当該人物が長に就任することにより法人の事
務・事業がより一層効果的かつ効率的に実施されると見込まれ、かつ、当該人物の能力・経歴・実績等にふ
さわしい水準の報酬を設定する必要がある場合には、事務次官の給与より高い水準の報酬を設定することも
可能とする。ただし、主務大臣による長の任命に際して報酬水準の妥当性を十分に検証するものとする。ま
た、毎年度の長の報酬額を法人が決定する際には、法人の業績評価を十分に勘案するものとする。
○ 各法人は、長の報酬水準が妥当であると判断する理由について、職務内容の特性、参考となる他法人の事例
等を用いて公表する。また、「お手盛り」とならないよう、監事等によるチェックを行うものとする。その
上で、主務大臣は法人の説明を検証し、その結果を公表するとともに、国民の納得が得られないと認められ
る場合には、報酬額の見直しなど適切に対応するよう、法人に要請する。
○ 法人の役職員の報酬・給与の支給基準の設定に当たり、役職員が非公務員である法人の役職員については職
務の特性や国家公務員・民間企業の役員・従業員の報酬・給与等を勘案し、役職員が公務員である法人の役
職員については国家公務員の給与を参酌するなど、設定の考え方を具体的に明記する。
○ 法人の給与水準については、法人の事務・事業の特性等を踏まえ当該事務・事業がより効果的かつ効率的に
実施されると見込まれる場合には、国家公務員より高い水準を設定することも可能とする。このような柔軟
な取扱いにより、給与の水準や体系について法人の自由度を高める一方、透明性向上や説明責任の一層の確
保が重要であることに鑑み、法人は、総務大臣が定める様式により、給与水準を毎年度公表するものとする。
その際、法人の分類に応じ、
① 役職員が非公務員である法人については、国家公務員との比較に加え、当該法人と就職希望者が競
合する業種に属する民間事業者等の給与水準との比較など、当該法人が必要な人材を確保するために当
該給与水準とすることが必要である旨を、その職務の特性を踏まえながら説明するものとする。このう
ち、特に国家公務員と比べて法人全体の職員の給与水準が高い法人は、高い水準であることの合理性・
妥当性について、国民に対して納得が得られる説明を行うものとする。
② 役職員が公務員である法人については、国家公務員の給与を参酌して当該水準が妥当であると考え
る理由を説明するものとする。監事による監査においても、給与水準を厳格にチェックするものとする。
○ 主務大臣は、法人の説明を検証し、その給与水準の妥当性について、判断理由とともに公表する。また、国
民の納得が得られないと認められる場合には、給与水準そのものの見直しなど適切に対応するよう、法人に
要請する。総務省は、主務省から報告を受けて公表する。
○ また、役員の退職手当への業績反映について、現在、各府省評価委員会が認定するなどの仕組みとなってい
るところ、この改革により各府省評価委員会が廃止されることから、今後は、主務大臣の責任の下、今般の
報酬・給与の弾力化の趣旨も踏まえ、透明性や説明責任を果たしつつ、業績を的確に反映することができる
ような弾力的な仕組みとする。
(3) 調達の合理化
○ 各法人は、主務大臣や契約監視委員会によるチェックの下、一般競争入札等を原則としつつも、事務・事業
の特性を踏まえ、随意契約によることができる事由を会計規程等において明確化し、公正性・透明性を確保
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しつつ合理的な調達を実施することとする。
総務省は、各法人において会計規程等の見直しを行うに当たり、特殊で専門的な機器の調達であり相手方
が特定される場合など、随意契約によることができる具体的なケースを各法人に示して、調達の合理化の取
組を促進するとともに、現行の随意契約見直し計画の枠組みや契約実績の公表について見直しを行い、調達
に関する新たなルールを策定する。
(4) 情報公開の充実
○ 各法人の事業等のまとまりごとに、予算の見積りを年度計画に、執行実績を事業報告書に添付・公表するこ
ととし、著しい乖離がある場合にはその理由を説明する。
○ 各法人において、職務段階、年齢、家族構成等について一定の仮定を置いて算出したモデル給与、業績給導
入実績の推移や業績給導入による給与実態等を公表する。
○ 法人は、業績評価結果の業務運営や予算等への反映状況について、毎年度公表する。
５．研究開発型の法人への対応 （略）
Ⅲ 独立行政法人の組織等の見直し
１．組織等の見直しの基本的考え方
○ 国の政策の実施機関として各法人の担う政策実施機能を最大限向上させるとともに、適切なガバナンスの下
で、業務の質と効率性を向上させることを目的とする。
○ 「民でできることは民で」という原則に則り、官民の役割分担の明確化、民間能力の活用等により官の肥大
化防止・スリム化を図る。
○ 民に委ねられる事務・事業については積極的に民間開放、廃止を行う。それに伴い、組織を存続する必要が
ない法人は廃止・民営化を行う。また、国、地方公共団体など公的主体間での適切な役割分担の観点から必
要な見直しを行う。
○ 類似の業務や互いに密接に連関する業務を実施している法人について、これらの法人を統合することにより
政策実施機能の向上や業務の効率性と質の向上が図られる場合には、統合する。その際、マネジメントが確
実に行われ、ガバナンスが的確に発揮される法人規模という点にも留意する。
○ 独立の組織とするに足るだけの業務量のまとまりがない法人については、他の法人との統合を検討する。
○ 法人間における業務実施の連携強化について積極的に取り組むほか、外部委託の活用の実態等を踏まえなが
ら、事務・事業のスリム化、効率化を一層推進する。
２．各独立行政法人等について講ずべき措置
各法人等について講ずべき措置は、別紙のとおりとする。
３．法人の事務・事業の特性に応じた、ガバナンスの高度化等の制度・運用の見直し
○ 法人が実施する事務・事業には多様なものが含まれるため、各法人が行う事務・事業の特性に着目し、これ
に応じてガバナンスを高度化するなど、制度・運用の見直しを行うことにより、各法人が期待される政策実
施機能を的確に発揮できるようにするとともに、その効率性を確保することが必要である。
○ このため、法人が行う以下の６つの業務について、以下の方針でガバナンスの高度化等の取組を行う。
（略）
⑥ 助成・給付業務
法人が運営費交付金等を用いて、個人、団体等に対して資金の助成、給付（研究開発等の資金配分を含む。）を
行う事務・事業
【制度・運用の見直し事項】
○ 不正受給、不正使用を防ぐため、交付後の調査を的確に実施するとともに、受給団体の法令遵守体制の確保
のためガバナンス強化の支援に努める。
○ 不正受給、不正使用を行った場合に一定期間申請資格を停止するなどの制裁措置の導入を図る。
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和30 年法律第179 号。以下「補助金等適正化法」と
いう。)が適用又は準用される補助金・助成金等について、不正の手段により補助金等の交付を受け、又は他
の用途への使用をした者には、交付の取消や返還命令が行われ、また場合によっては刑事罰が課されること
を補助金等申請のためのパンフレット等に記載し周知する。
⑦ その他横断的見直し事項
○ 補助金等適正化法等に基づくチェック事項に関する評価の簡素化
・法令や補助金等交付要綱への適合性や金額の妥当性については、補助金等適正化法等に基づき主務大臣が
毎年度チェックしていることから、中期目標管理においては、これらを除いた業務・財務の改善目標に重点
を置きつつ、業務の実施方法の妥当性や効率性について主務大臣による評価を実施する。
上記の事務・事業の特性に応じた制度・運用の見直しのうち、各法人等について特に講ずべき措置は、別紙記
載のとおりとする。
IV その他新たな独立行政法人制度及び組織への移行に当たっての措置等 （略）
各法人等について講ずべき措置（別紙）
文部科学省所管
【日本学術振興会】
○ 中期目標管理型の法人とする。
○ 科学技術振興機構との連携を強化する。
○ ファンディング機能を有する代表的機関として、国からの補助金等を用いて行う資金の助成・給付業務につい
て、不正防止策を強化するとともに、受給団体のガバナンス強化に対する支援を行う。
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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）

平成２５年３月２８日

文 部 科 学 省
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独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第二十九条の規定により、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（以下「中期目標」という。
）を定める。
第一 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、大学改革や大学のグローバ
ル化の支援、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ことにより、一層大学との連携及び諸外国の学
術振興機関との協働を図りつつ、学術の振興を図る役割を担っている。
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。
第二 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、学術の国際交流など長期的な
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２５年４月１日から
平成３０年３月３１日までの５年間とする。
第三 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事項
１ 総合的事項
（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 世界と我が国の学術研究の動向を俯瞰し、融合的な研究分野や先端的・萌芽的な研
究分野など新たな分野の研究を支援することにより、学術研究がその多様性の中で自
律的に変化していくことを促進する。また、我が国として途絶えさせてはならない学
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問分野の継承などに配慮することにより、学術研究の多様性を確保する。
③ 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、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必
要である。
④ 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。なお、学術研究分野における男女共同参画に配慮する。
（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。また、学術研究に対する高い識見を持つ学識経験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。
（３）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。
また、学術システム研究センターが行う審査・評価業務については、業務内容の透明
性の向上を図る観点から、審査員の審査結果に対する検証等のプロセスについて国民に
分かりやすい形で明らかにする。
（４）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り、振興会
における PDCA（Plan（計画）
、Do（実行）
、Check（評価）
、Act（改善）
）サイクルを構築
する。
また、振興会の事業内容及び成果について、達成すべき内容や水準等を可能な限り具
体的に示すとともに、目標の到達度について第三者が検証可能なものとなるよう努める。
（５）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。
（６）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。
２ 世界レベルの多様な知の創造
学術研究を支援する我が国唯一の資金配分機関として、研究者の自由な発想と研究の多
様性、長期的視点と継続性などの学術研究の特性を踏まえ、競争的研究資金（主として科
学研究費助成事業等）の審査・配分を確実に果たすことにより、世界レベルの学術システ
ムの中で多様な知を創造する研究を推進する。
（１）学術研究の助成
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① 世界レベルの多様な知の創造に向け、人文学、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。
また、文部科学省が直接業務を行っている新学術領域研究、特別研究促進費及び研
究成果公開促進費については、業務の効率化、利便性の向上を図る観点から、振興会
への一元化を進める。
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。
なお、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 審査・評価については、それぞれの研究種目に応じて、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。
また、評価における客観性の一層の向上を図る観点から、評価業務の効率化を図り、
人員及びコストの増大を極力抑制しつつ、評価機能を充実させるための具体的方策を
検討し、実施する。
（２）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。
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（３）研究拠点の形成促進
学術の中心である大学に対し、それぞれの特徴とミッションに対応した支援が適切に
行われ、大学の研究力が向上するよう、国が示す大学改革の方向性を踏まえた取り組み
を行う。
（４）先端研究助成等
（平成２１年度補正予算（第１号）等に係る業務）
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、国から交付される補助金により造成された「先端研究助成基金」を活用し、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・
執行管理を行う。
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。また、若手・女性研究
者の先端的な研究に関する進捗管理を適切に行う。
併せて、先端的研究の内容を広く公開する活動に対して必要な助成を行うとともに、
若手・女性等研究者が活躍しうる研究基盤・研究環境の充実・強化に係る必要な手続き
を行う。
３ 強固な国際協働ネットワークの構築
我が国の学術研究活動のグローバル化や研究者の国際流動性を一層促進する観点から、
海外の学術振興機関等と強固な国際協働ネットワークを構築するとともに、個々の大学に
おける様々な活動に留まらない我が国全体の学術研究活動の発展に向けた取組を行う。
国際交流事業について、大学等研究現場や海外協力機関のニーズを踏まえながら不断の
見直しを行い、大括り化・整理合理化を進める。
（１）国際的な共同研究等の促進
海外の学術振興機関等と強固な国際協働ネットワークを構築することにより、我が国
の研究水準、国際競争力の一層の強化を進めるため、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を行う。
（２）国際研究支援ネットワークの形成
多国間の学術振興機関ネットワークの強化・発展、振興会事業経験者の活動への支援、
海外研究連絡センターの活動を通して、国際研究支援ネットワークを充実させる。
（３）世界的な頭脳循環の推進とグローバルに活躍する若手研究者の育成
世界的な頭脳循環の推進とグローバルに活躍する人材を育成するため、若手研究者の
海外派遣など国際的な研鑽を積む機会の提供や様々なキャリアステージにある優秀な
外国人研究者の招へいなどの取組を行う。
外国人研究者の招へいを目的とする、外国人著名研究者招へい事業、外国人招へい研
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究者事業（長期・短期）
、外国人特別研究員事業（一般、欧米短期、サマー・プログラ
ム）については、業務の効率化を図る観点から統合・メニュー化する。
４ 次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上
我が国の学術研究を担う優秀な人材を育成するため、そのキャリアパスの確保に留意し
つつ、若手研究者に対する支援を充実する。
また、我が国の大学の改革への取組を支援し、その教育研究機能の向上やグローバル化
に積極的に取り組む。
（１）研究者の養成
次世代の人材の育成のため、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実施することにより、優秀な学術の研究者を
養成する。
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・確保し、
研究者としてのキャリアパスの確立に努める。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、公正
性を確保し、目的や対象者層等に応じた優れた研究者等を的確に見極め、厳正に選考を
行う。
（２）若手研究者の海外派遣
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、若手研究者個人の海外派
遣とともに、研究機関の国際研究戦略に沿った組織的な研究者海外派遣など、若手研究
者を海外に派遣する取組を計画的・継続的に実施する。
また、各種事業における支援対象の選考審査に関し、審査の独立性、透明性、公正性
を確保し、目的や対象者層等に応じた優れた研究者等を的確に見極め、厳正に選考を行
う。
（３）研究者海外派遣業務
（平成２１年度補正予算（第１号）に係る業務）
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、国から交付された補助金により造成された「研究者海外派遣基
金」により実施された各事業の収支を確定させ、定められた期日までに同基金を廃止す
る。
（４）大学の教育研究機能の向上やグローバル化の支援
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次世代の人材育成のため、大学において行われる教育研究機能の向上やグローバル化
への取組を国が示す大学改革の方向性を踏まえ、学術振興の観点から支援する。
５ エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進
世界的に学術研究の進展が速まっている傾向のもとで、情報が学術研究を制するという
世界の動向に対応し、学術研究や人材育成に関わる情報を収集・蓄積・分析し、それらの
エビデンスに基づいた事業を展開するための体制を構築する。
また、広く国民に向け情報発信を強化するとともに、大学等関係団体や経済界等とのコ
ミュニケーションを強化し、社会との連携を一層推進する。
（１）調査・研究の実施
学術の振興を図るための各種事業を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、振興会諸事業に関する分析を行うとともに、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。
なお、振興会諸事業に関する情報の収集・蓄積を行う体制を構築し、分析機能の強化
を図る。
（２）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
させる。
（３）学術の社会的連携・協力の推進
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。
６ 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。
第四 業務運営の効率化に関する事項
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。
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また、適切な業務運営を図るため、内部統制を充実・強化させる。
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。
総人件費については、政府の方針を踏まえ、厳しく見直しをするものとする。給与水準に
ついては、国家公務員の給与水準を十分考慮し、当該給与水準について検証を行い、適正化
に取り組むとともに、その検証結果や取組状況を公表する。
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。
第五 財務内容の改善に関する事項
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。また、毎年の運営費交付金額の算定に向けては、運営費交付金債務残高の発生状
況にも留意する。
第六 その他業務運営に関する重要事項
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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独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号）第三十条の規定により、独立行政法人日
本学術振興会（以下「振興会」という。）の平成２５年４月１日から平成３０年３月３１日ま
での５年間における中期目標を達成するための中期計画を次のとおり定める。
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

１

総合的事項

（１）学術研究を推進する研究者が最適な環境の中で研究に専念できるよう支援するため、
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、
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。
男女共同参画を進めるため、女性研究者を審査委員に委嘱するよう配慮する。
（２）業務運営に関する重要事項を諮問するための評議員会については、各界・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、評議員会等での幅広
く高い識見に基づく審議及び意見を参考とし、効果的に成果が上がるよう業務運営に反
映させる。
（３）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、学問領域の専門的な知見に基づく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、外部有識者から構成される運営委員会における
高い識見に基づく審議及び意見を参考とすることにより、ガバナンスの強化を図る。
さらに、センターの業務内容の透明性の向上を図る観点から、審査員の審査結果に対
する検証等のプロセスについて国民に分かりやすい形で明らかにすることを含めセンタ
ーの活動について積極的な情報発信を行う。
（４）自己点検については、事業実施に関係する研究者等の意見を参考に、毎年度事業ごと
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う。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し、振興会におけるPDCA（Plan
（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Act（改善））サイクルを実施する。
（５）公募事業については、応募や審査に係る機密性の高い情報を保護するため、情報セキ
ュリティを確保しつつ、研究者、審査委員及び大学等研究機関の負担を軽減し、業務を
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効率的に実施するため、情報システムを活用する。
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。完全電子化に当たっては、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。
（６）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、同システムを通じ、審査結
果を他の競争的資金の配分機関に対して迅速に提供する。
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。
さらに、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
ることに努める。
２

世界レベルの多様な知の創造
学術研究を支援する我が国唯一の資金配分機関として、研究者の自由な発想と研究の多

様性、長期的視点と継続性などの学術研究の特性を踏まえ、競争的研究資金（主として科
学研究費助成事業等）の審査・配分を確実に実施することにより、世界レベルの学術シス
テムの中で多様な知を創造する研究を推進する。
（１）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（以下「補助金事業」という。）及び学術
研究助成基金事業（以下「基金事業」という。）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分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
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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。

・

文部科学省が直接業務を行っている新学術領域研究、特別研究促進費及び研究成果
公開促進費の振興会への一元化の進展に応じ、体制の整備を図る。

①

審査・評価の充実
学術システム研究センター等の機能を活用し、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。
（ⅰ）審査業務
科学研究費委員会を年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。
審査の手引の作成や審査の検証等を通じ、審査の質的充実を図るとともに、毎
年度、審査結果を総括する。
（ⅱ）評価業務
評価については、人員及びコストの増大を極力抑制しつつ、それぞれの研究種
目に応じて行うとともに、評価機能を充実させるための方策を検討、実施する。
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
（ⅰ）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。
（ⅱ）交付業務
補助金事業及び基金事業の特性に配慮しつつ、科研費が有効に活用されるよう
早期交付に努める。特に、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は、４月下旬までに行う。
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（ⅲ）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。
③

研究成果の適切な把握
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、産業界や他の

研究機関等において活用できるようホームページ等において広く公開する。
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

テム研究センター等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。その
際、世界と我が国の学術研究の動向を俯瞰し、融合的な研究分野や先端的・萌芽的な
研究分野など新たな分野、及び我が国として途絶えさせてはならない学問分野に配慮
することにより、学術研究の多様性を確保する。
また、基金事業の運用開始後５年以内に、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。
（２）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ために、国の審議会等による報告等を踏まえつつ、
学術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

課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業
文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会報告を踏まえ、先導的な人文・社会科

学研究を推進する。
事業の実施に当たっては、委員会を設けて課題を設定するとともに、研究の進捗状
況等について評価する。課題の設定に当たっては、学術システム研究センター等の機
能を活用する。また、ホームページへの掲載やセミナー・シンポジウムの開催等によ
り、広く研究成果を発信する。
②

東日本大震災学術調査
平成２３年５月の東日本大震災復興構想会議決定「復興構想７原則」を踏まえ、東

日本大震災に関する国内外の記録を学術関係者により幅広く科学的に分析し、その教
訓を次世代に伝承し、発信するために、関係機関の有機的連携に配慮しつつ、人文・
社会科学を中心として歴史の検証に耐えうる学術調査を実施する。
（３）研究拠点の形成促進
国の助成事業のうち研究拠点の形成を目的とするものについて、振興会の有する審
査・評価に関する知見が活用できる場合には、審査・評価実施機関として選定されるよ
うに努める。審査・評価の実施に当たっては国の定めた制度・方針に従うとともに、以
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下の取組を行い、審査・評価の公正さ、透明性、信頼性を確保する。
・

審査・評価を担う委員会の設置

・

審査に関する情報の公表

・

利益相反に配慮した審査の実施

・

審査・評価終了後の委員名の公表

・

評価結果等の公表

また、国の事業実施期間に応じて審査・評価業務を実施することにより継続性を確保
しつつ、実効性のある審査・評価を行う。
（４）先端研究助成等
（平成２１年度補正予算（第１号）等に係る業務）
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、先端研究助成基金を活用し、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・執行管理を行う。
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とともに、基金を廃止する場合に
おける、国庫への納付等の手続きに関する業務を法令の定めるところに従い、確実に実
施する。また、若手・女性研究者の先端的な研究に関する進捗管理を適切に行う。
併せて、先端研究助成基金による研究の内容を広く公開する活動に対して必要な助成
を行うとともに、国内外の若手・女性等研究者が活躍しうる最先端の研究基盤・研究環
境を充実・強化するために助成したものに係る額の確定等を行う。
【達成すべき成果】
外部評価において、各項目の以下の事項について、質の高い成果（内容）であるとの評
価を得る。
①

学術研究の助成において達成すべき成果

・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性

・

募集業務・交付業務の円滑な実施

・

国内外の学術研究動向を把握し事業に反映

・

融合的分野、萌芽的分野など新しい研究分野の創出支援

・

広く国民に向けた研究成果の情報発信

②

学術の応用に関する研究の実施において達成すべき成果

・

適切な課題設定と研究の実施

・

広く国民に向けた研究成果の情報発信

③

研究拠点の形成促進において達成すべき成果
・ 国の定めた制度・方針に従った審査・評価

・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確保

・

積極的な情報発信

また、先端研究助成等（平成２１年度補正予算（第１号）等に係る業務）において達成
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すべき成果は以下の通りとする。
・

先端研究助成業務においては、全ての補助事業者に対し、申請に基づく助成金を

迅速に交付する。
・

先端研究助成基金による研究の加速・強化に関する業務においては、全ての補助

事業者に対し、申請に基づく助成金を迅速に交付する。
３

強固な国際協働ネットワークの構築
国際的な共同研究を積極的に促進するなど、我が国の研究水準、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。
国際共同研究等に係る基本的な戦略について、学術システム研究センター等の機能を活
用し、地域や分野の特性を踏まえながら策定する。
その戦略に基づき、国際交流事業については、大学等研究機関や諸外国の学術振興機関
のニーズを踏まえながら不断の見直しを行い、大括り化・整理合理化を進める。
（１）国際的な共同研究等の促進
我が国の研究水準の向上、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。また、世
界の学術研究動向の変化等を踏まえつつ、新興国等との新たな国際共同研究等のニーズ
に対応する。
先端研究分野における世界的水準の研究教育拠点の形成やアジア・アフリカ地域にお
ける諸課題解決に資する中核的な研究教育拠点の形成を推進する。
（２）国際研究支援ネットワークの形成
地球規模課題や世界各国の学術振興上の共通の課題の解決に向けて議論を行うための、
多国間の学術振興機関ネットワークを強化・発展させる。
また、我が国での研究滞在を終え、母国に帰国した外国人研究者のネットワーク強化
を図るため、振興会事業を経験した研究者コミュニティの活動の支援を行う。
海外研究連絡センターにおいては、学術研究ネットワーク形成支援や我が国の大学等
の研究教育環境のグローバル化のための拠点としての機能を果たす観点から、世界の学
術振興機関との関係構築、大学の海外展開の支援、セミナー、シンポジウムの開催等を
実施する。
（３）世界的な頭脳循環の推進とグローバルに活躍する若手研究者の育成
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、若
手研究者が海外において世界水準の国際共同研究に携わるなどの国際的な研鑽機会を提
供する大学等研究機関を支援する。
また、我が国と先進諸国やアジア・アフリカ諸国等の幅広い若手研究者の育成及び相
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互のネットワーク形成を促すため、若手研究者の集中的な討議の機会を提供するための
シンポジウム・セミナー等の取組を実施する。
さらに、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し、
若手研究者の育成等に資するため、優秀な若手研究者や世界的研究業績を有する著名研
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へいのための取組を推進
する。また、外国人著名研究者招へい事業、外国人招へい研究者事業（長期・短期）、
外国人特別研究員事業（一般、欧米短期、サマー・プログラム）については、業務の効
率化を図る観点から統合・メニュー化を行う。
加えて、招へいした外国人研究者の協力を得て、我が国の将来を担う高校生に科学や
国際社会への関心を深める機会を提供する。
【達成すべき成果】
外部評価において、各項目の以下の事項で質の高い成果（内容）であるとの評価を得る。
①

国際的な共同研究等の促進において達成すべき成果

・

振興会の支援する国際共同研究等による成果の状況

・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性

②

国際研究支援ネットワークの形成において達成すべき成果

・

諸外国の学術振興機関との連携・協力強化の状況

・

振興会事業経験者、海外研究連絡センターの活動を通じた国際研究支援ネットワ
ークの拡大・強化の状況

・
③

積極的な情報発信の状況

世界的な頭脳循環の推進とグローバルに活躍する若手研究者の育成において達成す
べき成果

４

・

若手研究者に対する国際的な研鑽機会の提供の状況

・

外国人研究者の招へいのための事業の統合・メニュー化の状況

・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性

次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上
我が国の学術研究を担う優秀な人材を育成するため、優れた若手研究者に対する経済的

支援や海外で研鑽を積むことができる環境の整備等に取り組む。
また、我が国の大学の改革への取組を支援し、その教育研究機能の向上やグローバル化
に積極的に取り組む。
これらの事業を実施するに当たっては、第一線で活躍する若手研究者も含む人材育成企
画委員会（仮称）を置き、人材育成に係る諸課題について検討を行う。
（１）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、特別研究員事業を計画
的・継続的に実施する。
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また、研究者養成の観点から、創造性に富み優れた研究能力を有する若手研究者や大
学院博士課程学生に対する顕彰事業を計画的・継続的に実施する。
なお、学術研究分野における男女共同参画を進めるため、出産・育児に配慮した取組
を推進する。
①

大学院博士（後期）課程学生や博士の学位を有する者等への支援
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、研究奨励金を支給する。
博士の学位を有する者等で特に優れた研究能力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。
大学院（博士課程）の状況や研究者のキャリアパスの状況を勘案しつつ、第４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。
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。
（ⅰ）審査の適切な実施
特別研究員の選考に当たっては、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、公正に審査を実施する。
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と
ともに審査方針等をホームページ等で公開する。
審査委員は、学術システム研究センターからの推薦に基づき、特別研究員等審
査会委員等選考会において選考する。
審査結果を申請者に適切に開示する。
（ⅱ）事業の評価と改善
採用期間終了後の進路状況調査や学術システム研究センター等の機能を活用し
つつ、事業の実施状況や支給の効果等について評価・検証を行う。
また、人材育成企画委員会（仮称）等の検討を踏まえ、特別研究員事業に関し、
事業趣旨に留意しながら、必要に応じて事業内容の検討・見直しを行う。
（ⅲ）募集・採用業務の円滑な実施
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
を防止するための取組を引き続き行う。
②

優れた若手研究者の顕彰
我が国の学術研究の発展への寄与が期待される研究者の養成に資するため、優れた

若手研究者を顕彰する「日本学術振興会賞」及び大学院博士課程学生を顕彰する「日
本学術振興会育志賞」を実施する。
（２）若手研究者の海外派遣
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、若手研究者個人の海外派
遣とともに、研究機関の国際研究戦略に沿った組織的な研究者海外派遣など、若手研究
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者を海外に派遣する取組を計画的・継続的に実施する。
各種事業における選考審査は、特別研究員等審査会及び国際事業委員会において厳正
に実施する。
①

若手研究者の海外派遣（個人支援）
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４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。
また、採用期間終了後の進路状況調査や学術システム研究センター等の機能を活用
しつつ、事業の実施状況や支給の効果等について評価・検証を行う。
②

若手研究者の組織的な海外派遣（組織支援）
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
研究機関の支援等を行う。
（３）研究者海外派遣業務
（平成２１年度補正予算（第１号）に係る業務）
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、研究者海外派遣基金を用いて若手研究者を海外に派遣した各事業
の収支を確定させ、定められた期日までに同基金を廃止する。その際、基金に残余があ
るときは、国庫への納付等の手続きに関する業務を法令の定めるところに従い、確実に
実施する。
（４）大学の教育研究機能の向上やグローバル化支援
大学の教育研究機能の向上やグローバル化に関わる助成事業について、審査・評価業
務を実施する。また、審査・評価実施機関の公募が行われ、振興会の有する審査・評価
に関する知見が活用できる場合には、当該事業への応募及び実施機関として選定される
よう努める。審査・評価の実施に当たっては国の定めた制度・方針に従うとともに、以
下の取組を行い、審査・評価の公正さ、透明性、信頼性を確保する。
・

審査・評価を担う委員会の設置

・

審査要項、審査基準等、審査に関する情報の公表

・

利益相反に配慮した審査の実施

・

審査・評価終了後の委員名の公表

・

評価結果等の公表

また、国の事業実施期間に応じて審査・評価業務を実施することにより継続性を確保し
つつ、実効性のある審査・評価を行う。
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【達成すべき成果】
外部評価において、各項目の以下の事項について質の高い成果（内容）であるとの評価
を得る。
①

研究者の養成において達成すべき成果
・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性

・

特別研究員の進路状況

・

博士課程在学時以外の場所で研究する特別研究員の状況

②

若手研究者の海外派遣において達成すべき成果
・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性

・

海外特別研究員の進路状況

③

５

大学の教育研究機能の向上やグローバル化支援において達成すべき成果
・

国の定めた制度・方針に従った審査・評価

・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確保

・

積極的な情報発信

エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進
世界的に学術研究の進展が速まっている傾向のもとで、情報が学術研究を制するという

世界の動向に対応し、学術研究や人材育成に関わる情報を収集・蓄積・分析し、それらの
エビデンスに基づいた事業を展開するための体制を構築する。
また、広く国民に向け情報発信を強化するとともに、大学等関係団体や経済界等とのコ
ミュニケーションを強化し、社会との連携を一層推進する。
（１）調査・研究の実施
①

学術システム研究センター
学術システム研究センターは、学問領域の専門的な知見に基づき、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
ターにおける収集情報などにより、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・研究を通じて、我が
国が今後国際的に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。
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②

グローバル学術情報センター
グローバル学術情報センターは、振興会の諸事業に関する情報の収集・蓄積、国内

外の学術振興機関の事業の実施状況に関する情報の収集・蓄積を行う。
また、これら収集・蓄積した情報を分析し、その結果を学術システム研究センター
に提供するとともに、振興会の諸事業へ提案し、事業改善に活用する。
（２）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。
また、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
に当たっては閲覧者側からの視点を重視し、見やすさ・分かりやすさの確保に努める。
②

成果の社会還元・普及・活用

（ⅰ）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」を全国各地の大学で幅広く実施す
る。
（ⅱ）学術システム研究センター等の調査・研究の成果、海外研究連絡センターの収集
情報、及び科研費事業をはじめ振興会が実施する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、広く社会還元を目指すとともに普及を図る。
（ⅲ）学術研究の進展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。
（３）学術の社会的連携・協力の推進
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
研究委員会等を、研究者の発意に基づいて設置する。委員会等の設置に当たっては、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研
究のシーズや分野及びその推進の方法・体制等について検討する総合研究連絡会議を開
催し、審議結果を積極的に外部に情報発信する。また、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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【達成すべき成果】
外部評価において、各項目の以下の事項について質の高い成果（内容）であるとの評価
を得る。
①

調査・研究の実施において達成すべき成果
・

②

広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用において達成すべき成果
・

調査研究の成果が研究者をはじめ社会への積極的な提供。

・

「発見と発明のデジタル博物館（卓越研究データベース）」の充実。

③

６

調査・研究が事業に活かされたとの評価を得る。

学術の社会的連携・協力の推進において達成すべき成果
・

産学協力研究員会の活発な活動と一層の活性化の推進

・

産業界のニーズを踏まえた事業展開

・

セミナー・シンポジウムの開催と研究活動及び成果にかかる情報発信

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。

第二
１

業務運営の効率化に関する目標を達成するため取るべき措置

組織の編成及び運営
理事長のリーダーシップにより、中期目標を達成するため、組織編成と資源配分につい

て機動的・弾力的に運営を行い、業務の効率化を推進する。
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、分かりやすい情報開示等の不断の見直しを行い、内部統制の充実・強化を
図る。
また、会計監査人による法定監査のほか、監事による監査を受けることにより、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。
２

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。
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また、毎年の運営費交付金額の算定に向けては、運営費交付金債務残高の発生状況にも
留意する。
３

人件費の効率化
総人件費については、政府の方針を踏まえ、厳しく見直しをするものとする。給与水準

については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、当該給与水準について検証を行い、適
正化に取り組むとともに、その検証結果や取り組み状況を公表する。
４

業務・システムの合理化・効率化
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。
調達案件については原則一般競争によるものとし、随意契約による場合は、透明性を高

めるためその理由等を公表する。
また、情報化統括責任者（CIO）の指揮のもと、業務プロセス全般について不断の見直し
を行い、業務・システムに係る最適化の推進、調達についての精査、人材の全体的なレベ
ルアップを図るための職員研修の検討・実施を行う。
なお、業務の効率化、人件費の効率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。
第三

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

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

第四

短期借入金の限度額（通則法第３０条第２項第４号）
短期借入金の限度額は７５億円とする。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。
第五

重要な財産の処分等に関する計画（通則法第３０条第２項第４の２号、同第５号）
重要な財産を譲渡、処分する計画はない。

第六

剰余金の使途（通則法第３０条第２項第６号）
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
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充実、情報化の促進に充てる。
第七
１

その他主務省令で定める業務運営に関する事項（通則法第３０条第２項第７号）

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

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。

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

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。

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、事業を効率的に実施するため、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。
４

積立金の使途
前期中期目標の期間の最終事業年度における積立金残高のうち、文部科学大臣の承認を

受けた金額については、独立行政法人日本学術振興会法に定める業務の財源に充てる。
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（別紙１－１）
平成２５年度～平成２９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
国際化拠点整備事業費補助金
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
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
国際化拠点整備事業費補助事業費
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
※

１４２，８６６
１，１９６，９９２
６７５，６５０
８７８
３７５
－
－
１，０００
７，６１０
５１１，４８０
７０４
２３２
１，３０５
３
１３９
１，３４２，２４１
４，８７６
１，８０３
３，０７３
１４０，９１０
２，５９２
１３８，３１８
６７５，６５０
８７８
３７５
３２，６３７
３５２
１，０００
７，６１０
５０３，７３５
２３２
１，３０５
３
１４１
１，３６９，７０３

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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［人件費見積り］
中期目標期間中に支出する人件費の見積りは、５,１４０百万円である。
［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)。
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。
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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４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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227

（別紙１－２）
平成２５年度～平成２９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
国際化拠点整備事業費補助金
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
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
国際化拠点整備事業費補助事業費
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
※

２，１４３
１，２９５
８４８
１４０，９１０
２，５９２
１３８，３１８
６７５，６５０
８７８
３７５
１，０００
７，６１０
２３２
１，３０５
３
１４１
８３０，２４７

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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228

１４２，８６６
６８５，５１２
６７５，６５０
８７８
３７５
１，０００
７，６１０
１８８
２３２
１，３０５
３
１３９
８３０，２４５

（別紙１－３）
平成２５年度～平成２９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
支出
一般管理費
うち人件費
物件費
学術研究助成事業費
計

５１１，４８０
５１１
５１１，９９１
２，５４５
３８８
２，１５７
５０３，７３５
５０６，２８０

※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 基金補助金は翌中期計画期間分の支出分を含めた金額を一括で収入額に計上し、事業
費は前中期目標期間の収入分を含めた金額を一括で支出額に計上しているため収支が一
致しない。

- 19 -

229

（別紙１－４）
平成２５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
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

－
５
５
１６７
１１６
５１
３２，６３７
３２，８０４

※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 本勘定は、平成２１年度の基金補助金により造成した基金を管理するものであり、平
成２５年度限りである。
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230

（別紙１－５）
平成２５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
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

－
０
０
２１
４
１７
３５２
３７４

※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 本勘定は、平成２１年度の基金補助金により造成した基金を管理するものであり、平
成２５年度限りである。
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231

（別紙２－１）
平成２５年度～平成２９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
国際化拠点整備事業費補助事業費
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

１，３６９，５０７
１４０，６５１
６７５，６５０
８７８
３７５
３２，６３７
３５２
１，０００
７，６１０
５０３，７３５
２３２
１，３０５
３
１４１
４，８７６
６３

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
国際化拠点整備事業費補助金収益
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

１，３６９，４４２
１４２，５４３
６７５，６５０
８７８
３７５
３２，７９９
３７３
１，０００
７，６１０
５０５，７６９
７０４
２３２
１，３０５
３
１４１
６２
△６５
６５
０

純損失
前中期目標期間繰越積立金取崩額
総利益
※

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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232

（別紙２－２）
平成２５年度～平成２９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
国際化拠点整備事業費補助事業費
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

８３０，０５０
１４０，６５１
６７５，６５０
８７８
３７５
１，０００
７，６１０
２３２
１，３０５
３
１４１
２，１４３
６３

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
国際化拠点整備事業費補助金収益
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

８２９，９８５
１４２，５４３
６７５，６５０
８７８
３７５
１，０００
７，６１０
１８８
２３２
１，３０５
３
１４１
６２
△６５
６５
０

純損失
前中期目標期間繰越積立金取崩額
総利益
※

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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233

（別紙２－３）
平成２５年度～平成２９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
学術研究助成事業費
一般管理費

５０６，２８０
５０３，７３５
２，５４５

収益の部
学術研究助成基金補助金収益
業務収益

５０６，２８０
５０５，７６９
５１１
０
０

純利益
総利益
※

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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234

（別紙２－４）
平成２５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

３２，８０４
３２，６３７
１６７

収益の部
先端研究助成基金補助金収益
業務収益

３２，８０４
３２，７９９
５
０
０

純利益
総利益
※

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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235

（別紙２－５）
平成２５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

３７４
３５２
２１

収益の部
研究者海外派遣基金補助金収益
業務収益

３７４
３７３
０
０
０

純利益
総利益
※

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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236

（別紙３－１）
平成２５年度～平成２９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
次期中期目標期間への繰越金

１，３８０，３６６
７８，６７０

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
国際化拠点整備事業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
※

１，３４５，５６８
１４２，８６６
６７５，６５０
８７８
３７５
－
－
１，０００
７，６１０
５１１，４８０
１９０
１，３０５
３
１３３
４，０７９
１１３，４７２

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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237

（別紙３－２）
平成２５年度～平成２９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
次期中期目標期間への繰越金

８４０，８９２
２，３１９

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
国際化拠点整備事業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
※

７，６１０
１９０
１，３０５
３
１３３
３，５４７
９，６５５

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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238

８３３，５５６
１４２，８６６
６７５，６５０
８７８
３７５
１，０００

（別紙３－３）
平成２５年度～平成２９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

５０６，２８３
７６，３５１

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
前期中期目標期間よりの繰越金

５１１，９９８
５１１，４８０
５１８
７０，６４０

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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239

（別紙３－４）
平成２５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

３２，８１６
０

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
前期中期目標期間よりの繰越金

１４
－
１４
３２，８０２

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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240

（別紙３－５）
平成２５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

３７６
０

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
前期中期目標期間よりの繰越金

０
－
０
３７５

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２５年度
独立行政法人日本学術振興会
年度計画

平成２５年３月２９日

243

目

次

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

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１

２ 世界レベルの多様な知の創造

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

３

強固な国際協働ネットワークの構築

４

次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上

５

エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進

６ 前各号に附帯する業務

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

１９

・・・・・・・・・

２０

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２２

第五 重要な財産の処分等に関する計画

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２２

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２２

第七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項

244

１２
１７

第三 予算、収支計画及び資金計画

第六 剰余金の使途

９

・・・・・・・

第二 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

第四 短期借入金の限度額

３

・・・・・・・・・・・・・・・

２２

別紙 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２４

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２５
年３月２９日付け２４文科振第７００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２５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
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。
男女共同参画を進めるため、女性研究者を審査委員に委嘱するよう配慮する。
（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、所長、副所長、相談役、
主任研究員及び専門研究員に配置することにより、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整備する。その際、独立行政法人や民間の研究
機関を含む幅広い機関からの人材を研究員として選任し、多様な視点からの意見を活
かした業務を実施する。
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。
また、センターの組織運営について、民間企業等を含む外部有識者から構成される
- 1 245

運営委員会における高い識見に基づく審議及び意見を参考とすることにより、ガバナ
ンスの強化を図る。
さらに、事業における審査・評価等のプロセス等を含めセンターの活動について積
極的な情報発信を行う。
（５）自己点検及び外部評価の実施
①

自己点検
平成２４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２５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２４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、ホームページ等において公表するとともに、業務の改善に役
立て振興会におけるＰＤＣＡ（Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Act（改善））
サイクルを実施する。

（６）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。
また、システムの設計・開発に当たっては、情報セキュリティポリシー及び「政府
機関の情報セキュリティ対策のための統一基準」を含む政府機関における一連の対策
を踏まえた情報セキュリティ対策を実施する。
（ⅰ）

科学研究費助成事業
応募手続き・審査業務・交付申請業務について、引き続き電子申請システム
を活用するとともに、実績報告業務についても、電子申請システムの活用を開
始する。また、交付決定後の一部の手続きについて、電子申請システムを活用
すべく開発を行う。
さらに、制度改善に伴い電子申請システムの見直しが必要な場合は、随時開
発を行う。
・

応募手続
特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究及び研究活動スター
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ト支援の応募書類の受付を電子システムにより行う。
・

審査業務
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
査並びに特別推進研究の審査意見書の結果の受付について、電子システムに
より行う。また、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究及び研究活動スター
ト支援の第一段（書面）審査結果の開示について、電子システムにより行う。

・

交付業務
特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究及び研究活動スター
ト支援の交付申請書及び実績報告書の作成を電子システムにより行う。
なお、制度改善に伴う見直しが必要なものにあっては、随時開発を行う。

（ⅱ）

特別研究員事業
特別研究員事業では、応募受付、審査業務を電子的に実施できるシステムの
導入を検討する。
海外特別研究員事業では、応募受付、審査業務を電子的に実施できるシステ
ムを導入し、申請者、審査委員の利便性向上を図る。

（ⅲ）

学術の国際交流事業
既に電子申請システムを用いて応募手続き・審査業務を行っている事業は、
引き続き当該システムを活用する。
但し、推薦書等の第三者による認証が必要な調書の提出を伴う事業について
は、調書の提出以外の申請手続きにおいて電子申請システムを活用することと
する。
新たに応募・審査業務の電子化を検討する際には、申請数や公募を行う回数
等とシステム開発に要する費用を比較し、電子化することの効率性も勘案して
導入の是非を判断する。

（７）研究費の不正使用及び不正行為の防止
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、実地検査で把握した事例の周知を通じて、注意喚起・助言等を
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。
２

世界レベルの多様な知の創造

（１）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。
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学術研究の助成は、科学研究費補助金事業（以下「補助金事業」という。）及び学術
研究助成基金事業（以下「基金事業」という。
）により、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
づき業務を行う。
平成２５年度においては、特別推進研究、新学術領域研究、基盤研究、挑戦的萌芽
研究、若手研究、研究活動スタート支援、奨励研究、研究成果公開促進費、特別研究
員奨励費の交付業務及び平成２６年度課題の公募・審査業務（文部科学省が公募・審
査業務を行う新学術領域研究を除く。）を行う。なお、新学術領域研究の交付業務並び
に研究成果公開促進費（研究成果公開発表）の交付業務及び公募・審査業務の振興会
への移管を受け、業務実施可能な体制を整備する。
科学研究費委員会において、科研費事業の平成２６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。
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等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。

（ⅰ）

審査業務

・ 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、必要に応じて「科学研究費助成事業における
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。
・

審査委員の選考について、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。

・

審査の手引の作成や審査の検証を行うとともに、審査結果を総括する。

・ 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。
・

e-Rad を通じ、審査結果を他の競争的資金の配分機関に対して迅速に提供
する。

（ⅱ）

評価業務
・

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、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
く公開する。

・

追跡評価の実施
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特別推進研究について、研究終了後一定期間経た後に、その研究成果から
生み出された効果・効用や波及効果を検証するため、書面・合議により追跡
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。
・

評価方策の検討
学術システム研究センター等の機能を活用して、人員及びコストの増大を
極力抑制しつつ、評価機能を充実させるための方策を検討する。

②

助成業務の円滑な実施

（ⅰ）

募集業務（公募）
平成２６年度公募に関する情報について、科研費事業のホームページによ
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。

（ⅱ）

交付業務
科学研究費委員会の審査結果に基づき、平成２５年度課題に係る交付業務を
迅速に行う。また、平成２４年度に補助事業期間が終了する課題に係る実績報
告書の提出を受けて額の確定を行う。平成２５年度に継続する基金事業の課題
については実施状況報告書の提出を受けて状況の確認を行う。
・

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は、電子申請システムにより、４月下旬ま
でに行う。

・

平成２５年度に継続する基金事業の課題に対しては４月中に研究費を送金
する。
また、平成２５年度から、科研費事業の中に設けられる調整金の枠を活用
し、補助金事業においても、研究費の前倒し使用や次年度使用を可能とする
など、研究計画等の進捗状況に応じて弾力的に運用する。さらに、科研費事
業の予算の一部に国庫債務負担行為が導入されたことに伴い、特別推進研究
において複数年度の交付決定を行う。

（ⅲ）

科研費事業説明会の実施
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、科研費に対する正しい理解の促進を図るため、初めて科研費に携わる
研究機関の事務職員や研究活動をスタートさせたばかりの研究者を対象として、
全国各地で初任者研修会を実施する。

③

研究成果の適切な把握及び社会還元・普及

（ⅰ）

研究成果の把握・公表
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平成２４年度に終了した研究課題の研究実績の概要及び平成２４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、科学研究費助成事業デー
タベース（ＫＡＫＥＮ）により広く公開する。
また、振興会が示す期限までに研究成果報告書が提出されなかった場合には、
その理由を確認し、特段の理由がない場合は速やかな提出を促す。
（ⅱ）

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するとともに、エッセイ「私と科研費」により、これ
まで科研費によって研究を進められてきた方などの科研費に関する意見や期待
をホームページに掲載し、科研費の情報発信・広報普及活動を行う。

④

助成の在り方に関する検討

（ⅰ）

審査の検証
科研費事業の審査について、学術システム研究センター等の機能を活用しつ
つ検証を行い、事業の改善に反映させる。

（ⅱ）

新分野支援のための新たな仕組みの検討
学術システム研究センター等の機能を活用し、多様性の中で自律的に変化し
ていく学術研究の中から、新たな学術の芽を掘り起こすための新たな仕組みに
ついて検討する。

（ⅲ）

「系・分野・分科・細目表」の改正案の検討
平成２７年度課題の公募において設定する時限付き分科細目について、文部
科学省から示される「時限付き分科細目の設定に当たっての基本的考え方」を
踏まえ、学術システム研究センター等の機能を活用しつつ検討する。

（ⅳ）

基金事業の見直し
基金事業の執行状況や成果等について検討を加えその結果に基づいて必要な
見直しを行うために、必要な体制を検討・構築する。

⑤

学術研究助成基金の管理及び運用
基金管理委員会において定めた運用方針に基づき、流動性の確保と収益性の向上
に努めつつ、安全かつ安定的な基金の運用を行う。

（２）学術の応用に関する研究の実施
①

課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業

（ⅰ）

平成２４年７月の文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会報告「リスク
社会の克服と知的社会の成熟に向けた人文学及び社会科学の振興について」を
踏まえ、以下の先導的な人文・社会科学研究を推進する。
・

「領域開拓」を目的とした諸学の密接な連携を目指す研究

・

「実社会対応」により社会的貢献を目指す研究

・

「グローバル展開」を目指す研究
平成２５年度は、社会的貢献に向けた分野間連携による共同研究を推進する
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「実社会対応プログラム」、及び海外の研究者との対話やグローバルな成果発信
を推進する「グローバル展開プログラム」を新たに実施する。プログラムの実
施に当たっては、専門家による公正な審査体制を整備し、透明性・信頼性の確
保及び適切かつ円滑な運営を図るとともに、情報の公開に努める。なお、課題
設定に当たっては、学術システム研究センター等の機能を活用する。
（ⅱ）

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
平成２５年度は、研究テーマ（領域）の実施及び最終評価を行う。評価に当
たっては、専門家による公平かつ公正な評価を実施する。

②

東日本大震災学術調査
東日本大震災がもたらした社会システムへの被害・影響とその復旧過程を記録・
検証し、災害の基礎的な情報を提供する。また、調査研究の有機的な連携に配慮し
つつ、学術的に貴重な資料を収集する。
平成２５年度は、東日本大震災学術調査委員会が決定した調査事項に基づいて調
査を継続するとともに、シンポジウムを開催し情報発信を行う。

（３）研究拠点の形成促進
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、優れた研究環境
と高い研究水準を誇る「目に見える拠点」の形成を目的とした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（ＷＰＩ）」について、委員会を開催し、審査・評
価・管理業務を行う。なお、業務の実施に当たっては、国の定めた制度・方針を踏ま
え、プログラムを担当するＰＤ及び各拠点毎の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２５年度は、平成１９年度に採択された５拠点及び平成２２年度に採択された
１拠点、並びに平成２４年度に採択された３拠点のフォローアップを行い、その結果
はホームページで公表する。なお、各拠点のフォローアップは外国人研究者の参画を
得て国際的な視点で実施する。
（４）先端研究助成等
（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

（ⅰ）

最先端研究開発支援プログラム
・

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。

・

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、現地調査等により、
助成金の執行状況を適切に把握・管理することに努める。

（ⅱ）

最先端・次世代研究開発支援プログラム
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・

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。

・

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、必要に応じて行う現
地調査等により、助成金の執行状況を適切に把握・管理することに努める。
また、取扱要領等関係規程を踏まえ、補助事業者から提出される実績報告書
の確認や、必要に応じて行う現地調査等により、額の確定を行う。

・

研究開発の進捗管理
外部有識者で構成する進捗管理委員会において平成２４年度に実施された
進捗管理の結果等を踏まえつつ、研究開発の進捗管理を適切に行う。

②

先端研究助成基金の管理及び運用
基金管理委員会において定めた運用方針に基づき、流動性の確保と収益性の向上
に努めつつ、安全かつ安定的な基金の運用を行う。

③

先端研究助成基金による研究の内容を広く公開する活動
上記の最先端研究開発支援プログラムにより助成を受ける研究の内容や、最先端
研究開発支援プログラム全般を公開するための活動に対し、必要な助成事業を行う。
その際、取扱要領等関係規程を踏まえ、補助事業者に対する交付業務を迅速に行
うとともに、補助事業者から提出される実績報告書の確認や、必要に応じて行う現
地調査等により、額の確定を行う。

④

最先端研究基盤事業
若手・女性等研究者が活躍しうる最先端の研究基盤・研究環境を充実・強化する
「最先端研究基盤事業」について、取扱要領等関係規程を踏まえ、補助事業者から
提出される実績報告書の確認や、必要に応じて行う現地調査等により、額の確定を
行う。
また、前年度からの繰越しがあった場合には、取扱要領等関係規程を踏まえ、補
助事業者に対する交付業務を迅速に行う。

【達成すべき成果】
外部評価において、各項目の以下の事項について、質の高い成果（内容）であるとの
評価を得る。
①

学術研究の助成において達成すべき成果
・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性

・

募集業務・交付業務の円滑な実施

・

国内外の学術研究動向を把握し事業に反映

・

融合的分野、萌芽的分野など新しい研究分野の創出支援

・

広く国民に向けた研究成果の情報発信
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②

学術の応用に関する研究の実施において達成すべき成果
・

適切な課題設定と研究の実施

・

広く国民に向けた研究成果の情報発信

③

研究拠点の形成促進において達成すべき成果
・

国の定めた制度・方針に従った評価

・

評価の公正さ、透明性、信頼性の確保

・

積極的な情報発信

また、先端研究助成等（平成２１年度補正予算（第１号）等に係る業務）において達
成すべき成果は以下の通りとする。
・

先端研究助成業務においては、全ての補助事業者に対し、申請に基づく助成金
を迅速に交付する。

・

先端研究助成基金による研究の加速・強化に関する業務においては、全ての補
助事業者に対し、申請に基づく助成金を迅速に交付する。

・

最先端研究基盤事業においては、実地検査を経た額の確定の実施と前年度から
の繰越しがあった場合の確実な事務処理を行う。

３

強固な国際協働ネットワークの構築
我が国の研究水準、国際競争力の一層の向上を目指し、学術における国際交流を促進
させる事業を実施する。
その際、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、競争的な環境の下、厳正な審査を
行う。
また、事業の成果及び効果の把握に努め、報告書及び中間・終了時・事後評価を行う
事業についてはその結果を、ホームページ等を通じ広く公開する。
さらに、国際共同研究等に係る基本的な戦略について、学術システム研究センター等
の機能を活用し、地域や分野の特性を踏まえながら策定するとともに、その戦略に基づ
いた国際交流事業の見直しに着手する。

（１）国際的な共同研究等の促進
①

諸外国との二国間交流の支援
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。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。加えて、多様な国との交流
ニーズに応えるため、国交のある全ての国・地域を対象とした二国間共同研究・セ
ミナー枠（オープンパートナーシップ共同研究・セミナー）による公募を行い、新
たに実施する。また、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
セミナーを学術振興機関と連携して実施する。

②

国際的な共同研究の推進
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先進８か国学術振興機関長会議（G8-HORCs）の提案を受けて開始した多国間国際
研究協力事業等、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く研究を主要国学術振興機関と共同で支援する国際共同研究
事業を実施する。
③

研究教育拠点の形成支援
先端的または地域共通課題の解決に資する研究分野において、世界的水準または
地域における中核的な研究交流拠点の構築とともに若手研究者の育成を図る研究拠
点形成事業及び先端研究拠点事業（継続分）、アジア研究教育拠点事業（継続分）、
アジア・アフリカ学術基盤形成事業（継続分）を実施する。

（２）国際研究支援ネットワークの形成
①

諸外国の学術振興機関との連携
諸外国の学術振興機関とのネットワークを強化・発展させるべく、G8 メンバー国
の代表的な学術振興機関の長が全地球的諸問題や科学技術政策等の共通の関心事に
ついて自由に討論する先進８か国学術振興機関長会合（G8-HORCs）、アジア１０カ国
の学術振興機関長がアジア地域共通の課題解決やネットワーク構築に向けた学術振
興と若手研究者育成 のために広く意見交換を行うアジア学術振興機関長会議
（ASIAHORCs）、また、日中韓を中核としたハイレベルな研究活動促進に向けた議論
を行う日中韓学術振興機関長会議（A-HORCs）を実施する。
さらに、米国国立科学財団（NSF）の提唱で設立された Global Research Council
において、世界各国の学術振興機関と各国共通の課題に係る認識を共有するととも
に、その課題解決に向けた取組を進める。
また、ASIAHORCs の共同事業として開催される若手研究者育成を目的としたシン
ポジウム、A-HORCs 参加機関間で実施される北東アジアシンポジウム及び日中韓フ
ォーサイト事業を実施する。
加えて、これまでの「科学技術研究員派遣支援システム調査」の経験を活かし、
我が国とアフリカ地域諸国との学術交流コミュニティを形成するため、同地域の学
術振興機関とのネットワーク化を新たに図る。

②

研究者ネットワークの強化
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ため、世界１３か
国において形成された研究者コミュニティによる活動を支援する。また、海外研究
連絡センター等の協力を得ながら、新たに体制が整った研究者コミュニティの活動
を支援する。
また、日本への滞在経験を持つ諸外国の研究者や、諸外国との研究協力に関心を
持つ日本人研究者等の情報を集めたデータベースを運用し、登録者間のネットワー
ク強化を図る。

③

海外研究連絡センターの戦略的展開
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我が国の研究者や大学等研究機関の国際的なネットワーク形成を支援する拠点と
しての機能を果たす観点から、学術振興機関との関係構築、セミナー・シンポジウ
ムの開催、我が国の大学の海外展開の支援を行う。海外の学術動向や高等教育に関
する情報収集・調査については、新たにセンター所在国・地域以外にも対象範囲を
拡大する。
我が国の大学の海外展開支援においては、海外の学術動向や高等教育に係る情報
を大学関係者に提供することに加え、将来的な大学の国際交流を担当する職員の育
成を目的として若手職員を対象に「国際協力員」として海外実地研修を行う機会を
提供する。
（３）世界的頭脳循環の推進とグローバルに活躍する若手研究者の育成
①

若手研究者への国際的な研鑽機会の提供

（ⅰ）

ＨＯＰＥミーティング
ノーベル賞受賞者等の著名研究者とアジア太平洋アフリカ地域の大学院博士
課程学生が参加する合宿形式の会議を開催し、若手研究者に国際的環境でのリ
ーダーシップを身につけさせることを目的として、将来の研究リーダー同士の
ネットワークを作る機会を提供する。

（ⅱ）

先端科学シンポジウム事業
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
ウム事業を実施する。

（ⅲ）

国際的な会議等への若手研究者の参加支援
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。

②

諸外国の優秀な研究者の招へい

（ⅰ）

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、戦略的に重要な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、海外対応機関との連携ならびに海外研究連絡センターを通
じた積極的な広報活動等を通じて、優秀な若手研究者の確保に努める。また、
新たに外国人研究員・教員の我が国の大学等への定着を促す取組を実施する。

（ⅱ）

外国人招へい研究者事業
優れた研究業績を有する外国人研究者を招へいし、討議や意見交換、講演等
の機会を与える。外国人招へい研究者事業と外国人著名研究者招へい事業との
統合・メニュー化を図り、効率化に努める。

（ⅲ）

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。

（ⅳ）

招へい研究者への交流支援
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長期に来日する研究員に対しては、研究者国際交流センターにおいて、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、日本語研修支援等を行い、日常生活面においても支援する。
さらに、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・ダイアログ事業を実施する。
【達成すべき成果】
外部評価において、各項目の以下の事項で質の高い成果（内容）であるとの評価を得
る。
①

国際的な共同研究等の促進において達成すべき成果
・

振興会の支援する国際共同研究等による成果の状況

・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性

②

国際研究支援ネットワークの形成において達成すべき成果
・

諸外国の学術振興機関との連携・協力強化の状況

・

振興会事業経験者、海外研究連絡センターの活動を通じた国際研究支援ネット
ワークの拡大・強化の状況

・
③

積極的な情報発信の状況
世界的な頭脳循環の推進とグローバルに活躍する若手研究者の育成において達成

すべき成果

４

・

若手研究者に対する国際的な研鑽機会の提供の状況

・

外国人研究者の招へいのための事業の統合・メニュー化の状況

・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性

次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上
我が国の学術研究を担う優秀な人材を育成するため、優れた若手研究者に対する経済
的支援や海外で研鑽を積むことができる環境の整備等に取り組む諸事業を実施する。実
施に当たっては、第一線で活躍する若手研究者も含む人材育成企画委員会（仮称）を置
き、人材育成に係る諸課題についての検討を踏まえ、より効果的・効率的な実施に努め
る。

（１）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、特別研究員事業を、
計画的・継続的に実施する。
また、研究者養成の観点から、創造性に富み優れた研究能力を有する若手研究者や
大学院博士課程学生に対する顕彰事業を計画的・継続的に実施する。
なお、学術研究分野における男女共同参画を進めるため、出産・育児に配慮した取
組を推進する。
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①

大学院博士（後期）課程学生や博士の学位を有する者等への支援
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。
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-DC」
「特別研究員-PD」として採用し、研究奨励金を支給する。また、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、PD 採用者のうち、特に優れた者
を「特別研究員-SPD」として採用し、研究奨励金を支給する。
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、研究現場復帰を希望する優れた若手研究者を「特別研究員-RPD」と
して採用し、研究奨励金を支給する。
また、
「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。
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。

（ⅰ）

審査の適切な実施
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審査を実施する。
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
審査委員への周知、面接終了後の合議審査により、精度の高い審査を実施する。
学術システム研究センターの機能を活用し、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等を検討するとともに、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。
審査委員の選考について、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が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、女性の登用に配慮する。
書面審査の不採択者に対し、その詳細な評価結果を開示する。

（ⅱ）

事業の評価と改善
特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を行い、支給の効果等について確
認する。また、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。
特別研究員等審査会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、審査委員の選考や審査体制等の改善に反映させる。
「特別研究員-SPD」については、研究の進捗状況等について評価を行い、そ
の結果を本人に通知する。
事業趣旨に留意しながら、必要に応じて事業内容の検討・見直しを行う。改
善・見直し内容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。
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（ⅲ）

募集・採用業務の円滑な実施
応募受付、審査業務を電子的に実施できるシステムの導入を検討する。
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、募集要項等に重複受給を禁ずる旨を掲載するとともに、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。
特別研究員事業等についての説明会を開催し、事業内容等の周知を図る。

②

優れた若手研究者の顕彰

（ⅰ）

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。

（ⅱ）

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の募集、選考、授賞に係る業
務を円滑に実施する。

（２）若手研究者の海外派遣
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、若手研究者個人の海外
派遣とともに、研究機関の国際研究戦略に沿った組織的な研究者海外派遣など、若手
研究者を海外に派遣する取組を計画的・継続的に実施する。
各種事業における選考審査は、特別研究員等審査会及び国際事業委員会において厳
正に実施する。
①

若手研究者の海外派遣（個人支援）
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に係る
募集・審査・採用業務を円滑に実施する。
審査は、特別研究員事業とともに「特別研究員等審査会」にて行う。
募集に関する情報をホームページにおいてわかりやすく公表するとともに、申請
書の様式等を申請者が迅速に入手できるようにする。
海外特別研究員採用期間終了後の進路状況調査を行い、支給の効果等について確
認する。また、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。

②

若手研究者の組織的な海外派遣（組織支援）

（ⅰ）

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、専門家による公正な審査体制を整備し、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
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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。また、終了した事業について事後評価を行う。
助成事業者から提出される実績報告書の審査等により、助成金の額の確定を
行う。
また、派遣活動を通じて世界中から得られた優れた成果を他機関の派遣戦略
や国際事業の戦略策定に活用できるよう、有益な情報を的確に把握・共有でき
るシステムを運用する。
（ⅱ）

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。また、
終了した事業について事後評価を行う。

（３）研究者海外派遣業務
（平成２１年度補正予算（第１号）等に係る業務）
研究者海外派遣基金を用いて若手研究者を海外に派遣した各事業について、助成事
業者から提出される実施状況報告書の審査等により、助成金の額の確定を行う。
本基金による事業の実施状況について取りまとめ、検証を行う。
定められた期日までに本基金を廃止し、基金に残余があるときは、国庫への納付等
の手続きに関する業務を法令の定めるところに従い、確実に実施する。
（４）大学の教育研究機能の向上
大学改革、人材育成など、国の助成事業について、その審査・評価業務を実施する。
事業実施に当たっては、国の定めた制度・方針を踏まえ、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２５年度は、以下の事業に係る審査・評価を行う。
①

グローバルＣＯＥプログラム
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
とを目的とした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、評価業務を行う。
平成２５年度は、平成２０年度に採択されたプログラムの事後評価を行う。

②

博士課程教育リーディングプログラム
俯瞰力と独創力を備え、広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーを養
成するため、国内外の第一級の教員・学生を結集し、産学官の参画を得つつ、専門
分野の枠を超えて博士課程前期・後期一貫した学位プログラムを構築・展開する大
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学院教育の抜本的改革を支援することを目的とした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」について、委員会を開催し、審査業務等を行う。
平成２５年度は、新たに公募するプログラムの審査を行う。また、これまでに採
択された４４プログラムのフォローアップを行うとともに、平成２５年度に採択し
たプログラムを担当する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。さらに、平成２６年度に行う中間評価の実施方法等の策定に努める。
③

卓越した大学院拠点形成支援補助金
卓越した教育研究拠点を有する大学院に対し、博士課程学生が学修研究に専念す
る環境を整備するために必要な経費を支援し、もって、優秀な学生を惹きつけ、世
界で活躍できる研究者を輩出する環境づくりを推進することを目的とした国の助成
事業である「卓越した大学院拠点形成支援補助金」について、委員会を開催し、文
部科学省が選定する拠点の有する教育研究実績の審査を行う。
平成２５年度は、文部科学省の定める客観的な指標（項目及び基準）に基づいて、
審査を行う。

④

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、教育資源や成果の共有化を図り、質の高い外国
人学生の戦略的受入を推進することを目的とした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」について、委員会を開催し、評価業務を行
う。
平成２５年度は、平成２１年度に採択された１３大学のフォローアップを行うと
ともに、平成２６年度に行う事後評価の実施方法等の策定に努める。

⑤

大学の世界展開力強化事業
高等教育の質の保証を図りながら、日本人学生の海外留学と外国人学生の戦略的
受入を行うアジア・米国・欧州等の大学との国際教育連携の取組を支援し、国際的
に活躍できるグローバル人材の育成と大学教育のグローバル展開力の強化を目的と
した国の助成事業である「大学の世界展開力強化事業」について、委員会を開催し、
審査・評価業務を行う。
平成２５年度は、新たに公募するプログラムの審査を行う。また、平成２３年度
に採択した２５件のプログラムの中間評価を行うとともに、平成２４年度に採択し
た１４件のプログラムのフォローアップを行う。

⑥

グローバル人材育成推進事業
学生のグローバル化を推進する組織的な教育体制の整備を支援し、国際的な産業
競争力の向上や国と国の絆の強化の基盤として、豊かな語学力・コミュニケーショ
ン能力等を身につけ、グローバルな舞台に積極的に挑戦し活躍できる人材の育成を
目的とした国の助成事業である「グローバル人材育成推進事業」について、委員会
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を開催し、評価業務を行う。
平成２５年度は、平成２４年度に採択した４２件のプログラムのフォローアップ
を行う。
【達成すべき成果】
外部評価において、各項目の以下の事項について質の高い成果（内容）であるとの評
価を得る。
①

研究者の養成において達成すべき成果
・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性

・

特別研究員の進路状況

・

博士課程在学時以外の場所で研究する特別研究員の状況

②

若手研究者の海外派遣において達成すべき成果
・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性

・

海外特別研究員の進路状況

③

５

大学の教育研究機能の向上やグローバル化支援において達成すべき成果
・

国の定めた制度・方針に従った審査・評価

・

審査・評価の公正さ、透明性、信頼性の確保

・

積極的な情報発信

エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との連携の推進

（１）調査・研究の実施
①

学術システム研究センター
学術システム研究センターにおいては、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委員の選考や評価
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、報告書にとりまとめホームページ等において公
表する。

②

グローバル学術情報センター
センターには、研究経験を有する者を所長として配置するとともに、データ解析
に優れた研究者等を分析研究員及び分析調査員として配置し、科学研究費助成事業、
研究者養成、学術国際交流事業等の各種データを一元管理（収集・蓄積・管理）を
行う体制を構築する。
また、これら収集・蓄積した情報を分析し、その結果を学術システム研究センタ
ーに提供するとともに、振興会の諸事業へ提案し、事業改善に活用する。
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（２）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
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。

（ⅰ）

ホームページへの掲載
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。

（ⅱ）

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。

（ⅲ）

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。

（ⅳ）

英文ニューズレター
英文ニューズレターを年 4 回発行し、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

成果の社会還元・普及・活用

（ⅰ）

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、研究者が科研費による研
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」を全国各地の大学等
で幅広く実施する。

（ⅱ）

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、報告書にとりま
とめホームページ等において公表するとともに、事業の企画・立案等に活用す
る。

（ⅲ）

学術の進展により生じた卓越した研究成果をデータベースにより広く一般に
公開することを目的とする「卓越研究成果公開事業」を実施する。
平成２５年度は、委員会を開催し、
「発見と発明のデジタル博物館（卓越研究
データベース）」の充実方策について検討し、実施する。

（３）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。
平成２５年度は、以下の会議等を開催するとともに、産学協力研究委員会等の活動
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についての情報発信、及び産学協力総合研究連絡会議の審議結果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。

【達成すべき成果】
外部評価において、各項目の以下の事項について質の高い成果（内容）であるとの評
価を得る。
①

調査・研究の実施において達成すべき成果
・

②

調査・研究が事業に活かされたとの評価を得る。
広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用において達成すべき成果

・

調査研究の成果が研究者をはじめ社会への積極的な提供。

・

「発見と発明のデジタル博物館（卓越研究データベース）」の充実。

③

６

学術の社会的連携・協力の推進において達成すべき成果
・

産学協力研究員会の活発な活動と一層の活性化の推進

・

産業界のニーズを踏まえた事業展開

・

セミナー・シンポジウムの開催と研究活動及び成果にかかる情報発信

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２９回顕彰にか
かる事務を行うとともに、第３０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。
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第二
１

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
組織の編成及び運営

理事長のリーダーシップにより、組織編成と資源配分について機動的・弾力的に運営
を行い、業務の効率化を推進する。また、全体の統括機能を強化することで、ガバナン
ス体制を整備する。
適切な業務運営の観点から、職員のコンプライアンスに対する意識の向上に資するた
めの研修を実施する。また、リスクマネジメント委員会を開催し、リスクの分析や対応
について検討を行う。
平成２４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、監事の監査及び会計監査人の法定監査を受ける。また、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。
なお、監事及び会計監査人による監査の結果をホームページ等で公開する。
２

一般管理費等の効率化
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（競争的資金等を除く。）について、平成２４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。
また、運営費交付金額の算定に向けては、運営費交付金債務残高の発生状況にも留意
する。

３

人件費の効率化
給与水準については、国家公務員の給与水準を十分考慮し、当該給与水準について検
証を行い、適正化に取り組むとともに、その検証結果や取り組み状況を公表する。

４

業務・システムの合理化・効率化

（１）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、情報セキュリティに配慮したうえで、外
部委託を促進する。
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。
（２）随意契約の見直し
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調達案件については原則一般競争によるものとし、随意契約による場合は、透明性
を高めるためその理由等を公表する。
また、契約監視委員会による点検・見直しを実施するとともに、
「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。
（３）情報インフラの整備
（ⅰ）

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、新たに導入した人事給与統合システムについては、人事データを一括
管理することにより、人事データの設定のとおり給与支給額に反映させるとと
もに、人件費の把握において正確性・迅速性の向上を図る。また、既存の財務
会計システムとの連携により、確実且つスムーズな給与支給を行う。

（ⅱ）

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）ワークフロー機能により、効率的な業務運営が実施できるよう積極的な活
用を推進する。

（ⅲ）

情報共有化システムの整備
振興会事業全般の情報共有をより一層推進するため、新たに導入したグルー
プウェアを積極的に活用する。また、振興会外の関係者との情報共有に係る時
間やコストを削減するため、ＷＥＢ会議システム及びテレビ会議システムの活
用を推進する。

（ⅳ）

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実
施手順書を引き続き整備し、ポリシー遵守の手順を明確にする。また、ポリシ
ーに基づくセキュリティ対策が行われているかどうかを確認するため、ポリシ
ー準拠性監査を実施する。
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
築及び定着を図るため、ポリシーの遵守状況についての評価を行う。なお、そ
の結果を踏まえ、必要に応じた改善を行う。
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、実施
手順書を用いたセキュリティ講習及び自己点検を年 1 回実施する。
さらに、高度化する情報セキュリティ対策に対応するため、最高情報セキュ
リティ責任者（ＣＩＳＯ）補佐官業務を外部の専門家に委託する。
災害・事故等の非常時に、情報システムの停止を原因として業務の遂行がで
きなくなることを避けるため、情報システムを早期に復旧させ、継続して利用
することを目的とした、情報システム運用継続計画を策定する。
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（４）業務運営の配慮事項
業務の効率化、人件費の効率化等の可能性を検討する際、研究者等へのサービスの
低下を招かないよう配慮する。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。
第三
１

予算、収支計画及び資金計画
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

第四

短期借入金の限度額

短期借入金の限度額は７５億円とする。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。
第五

重要な財産の処分等に関する計画

重要な財産等を譲渡、処分する計画はない。
第六

剰余金の使途

振興会の決算において剰余金が発生した時は、広報・情報提供の充実、調査研究の充
実、情報化の促進に充てる。
第七
１

その他主務省令で定める業務運営に関する事項
施設・設備に関する計画

施設・設備に関する計画はない。
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
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②

海外の機関での研修

③

情報セキュリティ研修

④

コンプライアンス研修

（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。
３

中期目標期間を超える債務負担
中期目標期間中の事業を効率的に実施するために、次期中期目標期間にわたって債務
負担を行うことがある。

４

積立金の使途
前期中期目標期間の最終年度における積立金残高のうち、文部科学大臣の承認を受け
た金額については、独立行政法人日本学術振興会法に定める業務の財源に充てる。
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（別紙１－１）
平成２５年度 予算（総括表）
（単位：百万円）
金額

区分

収入
運営費交付金
２９，１６９
２３９，３９８
国庫補助金収入
科学研究費補助金
１３５，１３０
１７６
研究拠点形成費等補助金
国際化拠点整備事業費補助金
７５
２００
最先端研究開発戦略的強化費補助金
１，５２２
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
１０２，２９６
事業収入
１４４
３４
寄付金事業収入
産学協力事業収入
２４８
１
学術図書出版事業収入
１８５
受託事業収入
２６９，１７９
計
支出
一般管理費
１，１５２
うち人件費
４４４
物件費
７０８
事業費
２８，７５１
うち人件費
４９５
物件費
２８，２５６
科学研究費補助事業費
１３５，１３０
研究拠点形成費等補助事業費
１７６
国際化拠点整備事業費補助事業費
７５
３２，６３７
先端研究助成事業費
研究者海外派遣事業費
３５２
最先端研究開発戦略的強化費補助事業費
２００
若手研究者戦略的海外派遣事業費補助事業費
１，５２２
学術研究助成事業費
９６，５０３
寄付金事業費
４０
２４８
産学協力事業費
学術図書出版事業費
１
１８７
受託事業費
計
２９６，９７４
※ 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１－２）
平成２５年度 予算（一般勘定）
（単位：百万円）
金額

区分

収入
運営費交付金
２９，１６９
１３７，１０２
国庫補助金収入
科学研究費補助金
１３５，１３０
１７６
研究拠点形成費等補助金
国際化拠点整備事業費補助金
７５
２００
最先端研究開発戦略的強化費補助金
１，５２２
若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金
事業収入
３８
寄付金事業収入
３４
２４８
産学協力事業収入
学術図書出版事業収入
１
１８５
受託事業収入
１６６，７７６
計
支出
一般管理費
４５５
うち人件費
２５０
物件費
２０５
事業費
２８，７５１
うち人件費
４９５
物件費
２８，２５６
科学研究費補助事業費
１３５，１３０
研究拠点形成費等補助事業費
１７６
国際化拠点整備事業費補助事業費
７５
最先端研究開発戦略的強化費補助事業費
２００
若手研究者戦略的海外派遣事業費補助事業費
１，５２２
寄付金事業費
４０
産学協力事業費
２４８
学術図書出版事業費
１
受託事業費
１８７
計
１６６，７８４
※ 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２５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
１０２，２９６
学術研究助成基金補助金
事業収入
１０２
１０２，３９８
計
支出
一般管理費
５０９
うち人件費
７４
物件費
４３５
学術研究助成事業費
９６，５０３
計
９７，０１２
※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 基金補助金収入に対する支出は、複数年度に渡り行われるため、年度
予算の収支は一致しない。
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（別紙１－４）
平成２５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

５
５

計
支出
一般管理費
うち人件費
物件費
先端研究助成事業費

１６７
１１６
５１
３２，６３７
計
３２，８０４
※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１－５）
平成２５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

０
０

計

支出
一般管理費
２１
４
うち人件費
物件費
１７
研究者海外派遣事業費
３５２
計
３７４
※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２５年度 収支計画（総括表）
（単位：百万円）
金額

区分
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
国際化拠点整備事業費補助事業費
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
国際化拠点整備事業費補助金収益
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

２９６，９８６
２８，７５１
１３５，１３０
１７６
７５
３２，６３７
３５２
２００
１，５２２
９６，５０３
４０
２４８
１
１８７
１，１５２
１３
２９６，９２８
２９，１０４
１３５，１３０
１７６
７５
３２，７９９
３７３
２００
１，５２２
９６，９１０
１４４
４６
２４８
１
１８７
１２

純損失
△５９
前中期目標期間繰越積立金
６５
総利益
６
※ 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２５年度

収支計画（一般勘定）
（単位：百万円）
金額

区分
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
国際化拠点整備事業費補助事業費
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
科学研究費補助金収益
研究拠点形成費等補助金収益
国際化拠点整備事業費補助金収益
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
総利益
※

４０
２４８
１
１８７
４５５
１３
１６６，７３８
２９，１０４
１３５，１３０
１７６
７５
２００
１，５２２
３８
４６
２４８
１
１８７
１２

△５９
６５
６
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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１６６，７９７
２８，７５１
１３５，１３０
１７６
７５
２００
１，５２２

（別紙２－３）
平成２５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
学術研究助成事業費
一般管理費

９７，０１２
９６，５０３
５０９

収益の部
学術研究助成基金補助金収益
業務収益

９７，０１２
９６，９１０
１０２

純利益
０
０
総利益
※ 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２５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

３２，８０４
３２，６３７
１６７

収益の部
先端研究助成基金補助金収益
業務収益

３２，８０４
３２，７９９
５

純利益
０
０
総利益
※ 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２５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

３７４
３５２
２１

収益の部
研究者海外派遣基金補助金収益
業務収益

３７４
３７３
０

純利益
０
０
総利益
※ 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２５年度 資金計画（総括表）
（単位：百万円）
金額

区分
資金支出
業務活動による支出
次期繰越金

３００，０５４
７８，３２６

資金収入
業務活動による収入
２６９，８６７
２９，１６９
運営費交付金による収入
１３５，１３０
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
１７６
国際化拠点整備事業費補助金による収入
７６
２００
最先端研究開発戦略的強化費補助金に
よる収入
１，５２２
若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金に
よる収入
１０２，２９６
学術研究助成基金補助金による収入
３４
寄付金事業による収入
２４８
産学協力事業による収入
１
学術図書出版事業による収入
１８５
受託事業による収入
８３３
その他の収入
１０８，５３５
前期繰越金
※ 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２５年度

資金計画（一般勘定）
（単位：百万円）
金額

区分
資金支出
業務活動による支出
次期繰越金

１６９，８６９
２，２９６

資金収入
業務活動による収入
１６７，４４８
２９，１６９
運営費交付金による収入
１３５，１３０
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
１７６
国際化拠点整備事業費補助金に
７５
よる収入
最先端研究開発戦略的強化費補助金に
２００
よる収入
１，５２２
若手研究者戦略的海外派遣事業費補助金に
よる収入
３４
寄付金事業による収入
２４８
産学協力事業による収入
１
学術図書出版事業による収入
１８５
受託事業による収入
７０９
その他の収入
４，７１８
前期繰越金
※ 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２５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
次期繰越金

９７，０１６
７６，０２９

資金収入
業務活動による収入
１０２，４０５
１０２，２９６
学術研究助成基金補助金による収入
１０９
その他の収入
前期繰越金
７０，６４０
※ 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２５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

３２，８１６
０

資金収入
業務活動による収入
１４
１４
その他の収入
３２，８０２
前期繰越金
※ 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。

- 37 281

（別紙３－５）
平成２５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

３７６
０

資金収入
業務活動による収入
０
０
その他の収入
３７５
前期繰越金
※ 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。

- 38 282

平成２５年度事業自己点検評価・外部評価の実施経緯

平成 26 年 4 月 9 日
独立行政法人日本学術振興会平成 26 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 25 年度事業の評価手法について」の決定
平成 26 年 5 月 13 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 25 年度事業に係る自己点検評価について
平成 26 年 6 月 2 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 25 年度事業の外部評価項目の分担について
３）平成 25 年度事業実績等について
平成 26 年 6 月 2 日～6 月 16 日
外部評価委員による平成 25 年度事業の外部評価（案）の検討
平成 26 年 6 月 23 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：１）平成 25 年度事業の外部評価コメント及び評点について
平成 26 年 6 月 23 日～6 月 25 日
外部評価委員による「外部評価結果の総括」の検討
平成 26 年 7 月 3 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）平成 25 年度事業の外部評価結果（案）について
２）外部評価結果の総括について
平成 25 年 7 月 22 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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