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平成２７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】
独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）は、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いて、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推進、の4本の柱を基盤に、各事業を推進
している。
かねてより、振興会において、多岐にわたる業務が比較的少数の職員により極めて効率
よく執行され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。理事長をはじめ役職員各位
に深く敬意を表する次第である。
科学技術立国である日本において、真理の探求や知の創造という学術研究の推進を担う
唯一の資金配分機関である振興会の事業成果は関係者や国民のもとに届けられるべきこ
とから、振興会の業務運営の自己評価と外部評価が毎年厳正に行われている。
平成27年度の外部評価においては、評価項目すべてで、中期計画における所期の目標
を達成していると認められた。特にS評価を受けた3項目は振興会の最も重要なミッショ
ンであるボトムアップ研究を推進させるドライビングフォースとなる戦略的事業である。
これら評価結果は振興会が期待された業務に精力的に取り組み、優れた成果をあげている
ことを示しており、国民への説明責任を十二分に果たしている。一方、外部評価では、前
年度外部評価で指摘された問題点や改善点の多くについて、振興会が迅速に対応している
ことも明らかになった。
本報告書は、平成27年度における振興会の事業の評価結果をまとめたものであるが、
振興会の業務の範囲を超える課題や、早期に改善することが困難な課題、政府レベルで検
討・実施すべき課題に対する意見も含まれている。
それらも合わせ、本報告書が振興会における更なる業務改善に活用されるとともに、振
興会の事業がより効率的かつ効果的に研究者や大学・研究機関に活用され、我が国の学術
研究が弛まず進展していくことを期待し、次のとおり総括する。
１．法人の制度運営
評議員会、学術顧問などの意見を参考に、また、学術システム研究センターという知的
集団を活用して、事業の特性に配慮した制度運営が図られている。特別研究員等審査会の
委員の選考において、専門分野を勘案しつつ、女性研究者比率に配慮した選考が行われて
いることは評価できる。今後も継続して積極的な取り組みを進めていただきたい。さらに、
男女共同参画委員会や人材育成企画委員会など体制を整備し、女性研究者の参画の在り方
についてなど、問題点の整理や活動について検討を行っていることは高く評価できる。今
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後、これらの委員会を中心に、学術振興という観点からの課題の整理とその解決に向けた
活動について、具体性のある取り組みの企画・運用を期待したい。
研究者や審査員のデータ、申請書データなど、多くの情報の電子化が進んでいるがもっ
と加速すべきと考える。研究費の不合理な重複・集中を防止するために、府省共通の研究
開発管理システムの運用の強化を図り、申請段階でのデータベース化、審査結果の迅速な
情報共有を図る等については、今後に向けての重要課題として検討と実施を期待する。ま
た、すでにビッグデータとなっているこれらの情報を、どう戦略的に活用するかは、明確
な基本的考え方の決め事が必要となる。その際、これらの情報は個人情報とアイディアの
固まりであるため、そのリスクマネジメントをどう行うかを議論した上で、活用を検討す
べきである。
２．世界レベルの多様な知の創造
日本の学術研究を支える研究費として最も重要な地位を占めている科学研究費助成事
業（以下「科研費」という。
）について、公正な審査制度が確立され、利便性や効率性の
面で継続的に改善が行われて研究者の信頼を得ていることは、国際的に見ても高く評価で
きる。特に使いやすさの点で研究者から高い評価を受けている基金化などの面で、今後も
改善を進めていくことが望まれる。科研費を中心に、すべての分野の研究を支援するファ
ンディングエージェンシーとして、その科研費などの配分のための実務ばかりでなく、科
研費の制度設計にも大きな貢献をするようになってきた。このことは、振興会の重要性が
ますます高まってきたことを示している。例えば、新たに創設された国際共同研究加速基
金は「国際共同研究強化」という研究種目で、国際科学研究費委員会において審査方法等
の検討や使用ルールの整備を迅速に行っている。
科研費の抜本的改革について、学術システム研究センターを中心に議論を進め、審査区
分や審査制度の新たな制度についての答申を提出したことは、50 年来の制度を大きく変
える活動であったと思われるが、広範な研究者の支持に基づく改革となるよう、情報の発
信をより一層積極的に行っていただきたい。
我が国の学術研究において、振興会の競争的経費は大きな効果を示しており、重点的配
分と、広く学術研究を支援する基盤研究費のバランスは、大変うまく作用していると考え
る。その中で、重点配分に当たる WPI プログラムは、世界的研究拠点を形成し、設備や
研究費そのものではなく、人材を集中させて研究組織を作り上げる試みである。10 年間
という支援期間や閾値を超えた補助金額により、WPI 研究拠点は、世界的にも高く評価
された成功例と言える。今後も、世界的拠点を形成することを世界に発信し続ける意味で
も継続すべき事業である。
３．強固な国際協働ネットワークの構築
振興会により多様な共同研究が推進され、多くの成果がもたらされている。これらの事
業の成果は短期的には共同研究の成果としてあらわれるが、長期的にみれば将来立ち上が
る大型共同研究プログラムの環境整備としても評価できるものもあろう。振興会が行う中
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期目標期間評価などを活用して、長期的な観点からの評価も行ってもらいたい。
国際研究支援ネットワークの形成事業においては、諸外国の学術機関との連携、研究者
ネットワークの強化などの事業が毎年強化され、これらの成果により日本の研究者は効率
的かつ効果的な共同研究環境を与えられている。また、世界における学術振興面で発揮さ
れている日本のリーダーシップも注目に値する。海外研究連絡センターの機能の充実も研
究者にとって力強い支援である。そこでより多くの大学の研究者に振興会の海外研究連絡
センターの機能を熟知していただき、海外研究連絡センターの支援をうけてこれまで以上
に効率的かつ効果的に外国との共同研究を進めていただきたい。一方、さまざまな研究ネ
ットワークができたことが、どういうアウトカムを産むかを考えて、その成果を定量的に
評価することも重要である。例えば、共通の人材交流策や共同研究の成果として見える化
できるとさらによい。また、国際交流の目的に応じた相手国やテーマの選択の戦略との関
係が示されていないので、ひとつひとつの事業がアラカルト的にみえる。国ごとは難しい
と思うが、アジア、欧州、米国などで各々の大きな基本的考え方とのつながりが示される
と、実施内容や成果の相乗効果を説明しやすい。
研究面のグローバル化の必要性から、我が国の研究者が諸外国の研究者と、より密接に
交流することが望まれる。その意味で、振興会の活動は大いに役立っていると考える。そ
れらをより進めて、国際的連携プロジェクトにも競争的経費が割り当てられる可能性はな
いかと考える。その際、知的財産の問題をクリアーにしておく必要はある。また、既に開
始されているいくつかの海外派遣事業は、人材育成に加えて、学術の国際交流拠点構築の
ためにも極めて重要であるので、国公私大の連携なども含めて長期にわたる事業展開が望
まれる。
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、振興会の学術研究の推進と並ぶ大きな任務である。振興会に設置されてい
る人材育成企画委員会において、日本における研究者育成に関わるこれまでの活動を含め
た各種の問題について、振興会の人材育成事業の範囲にとらわれることなく整理・検討が
行われており、この委員会からの答申は近年種々の問題点が指摘されている日本の若手研
究者育成事業の見直しにつながることが大いに期待される。なお、現在のいろいろな施策
の有効性や問題点について整理する際、一定のデータが必要となると思われるが、どのよ
うなデータが必要なのかを含め、検討をしてほしい。
特別研究員制度をはじめとする人材育成事業は順調に行われ、常勤の研究職への就職率
などを見ても大きな成果を挙げている。ただ、日本の若手研究者の状況を全体として見る
と、特別研究員制度、海外特別研究員制度による若手研究者支援の制度と、プロジェクト
型研究費によるポスドク支援制度との役割の違いや、テニュアのポストの減少傾向や博士
課程進学者の減少など、問題も多く、またその問題の在り方は分野によっても異なる。振
興会の枠を超えての多くの問題がある中、振興会の立場からは何が出来るか、あるいは社
会や政府にどういう提言がなし得るかを議論してほしい。特に、世界レベルの多様な知の
創造拠点の形成の将来展望として、次世代の担い手である日本人若手研究者・ポスドクな
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どの育成の検討は加速すべきであり、若手研究者にとって、多様な環境での人材育成は大
きな効果を生み出すと考えられ、PD における海外での武者修行や、研究場所を移すこと
はよい活動と考える。これを、DC に関しても広げてはと考える。他大学院での短期間の
滞在や、海外での研究発表などを強く勧めることが必要と考える。
出産・育児や介護など、ライフステージ上の諸事情に配慮して、RPD や RRA などの枠
が作られ、きめ細かな支援を目指していることは、高く評価できる。今後もそうした支援
を進めてほしいが、枠が過度に細かくなってゆく傾向も感じられる（例えば RRA は全分
野で毎年約 5 名）ので、制度が煩瑣になりすぎないよう、既存の枠のなかでの柔軟な運用
が望まれる。
振興会の人材育成事業には個人支援事業と組織支援事業がある。個人支援事業において
は、研究職への就職状況、研究室の流動性、受賞者数などから判断すれば、期待通りの成
果が上がっている。このことは人材育成の最も重要なカギは研究者の資質と能力をもつ人
材の発掘であることを示している。一方、組織支援事業においては、教育研究機関の機能
向上の面では成果は上がっているのであろうが、研究者育成の点での評価は明らかではな
い。教育研究環境も人材育成の重要なカギの一つではあるが、組織支援による人材育成の
あり方については再考する必要があるのではなかろうか。
大学における教育研究機能の向上やグローバル化の支援など、多岐にわたるプログラム
の審査・評価などが適正に実施され、実績を上げていることは高く評価できるが、これら
の事業の期間は限定されており、人材育成の支援期間も同様に限定されている。プログラ
ム終了後も事例を選び、フォローアップを継続するといった専門性の高い若手研究者育成
のための、効果的かつ継続性のある人材育成プログラム（新たな企画）を期待する。現状
打開のためには不可欠と思われる。
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
振興会の活動の様々なグッドプラクティスを多様に集めて発信することが、さらに必要
と考える。特に、振興会ならではの、特色を踏まえた成功例を発信することに努めるべき
と思われる。たとえば、科研費基盤研究の成功例や、DC のよい例などは、振興会ならで
はの活動と考える。また、国の研究開発評価に対する大綱的指針が見直されて以降、研究
開発の成果に関するアウトカム評価が重視される方向にある。科研費等による研究が、イ
ノベーションに直結するものでないことはいうまでもないが、人材育成や基礎的なサイエ
ンスの確立が将来どのようなイノベーションにつながるかは説明しないとなかなか理解
されず、せっかくの多くの成果の価値が過小評価されることになりかねない。
学術システム研究センターのミッションをいくつか拡大してきたことは、評価できるが、
多くの優秀な人材と組織を有しているので、さらなる機能拡大を期待したい。特に、専門
的な知見による研究成果の社会還元の可能性の客観的評価は、もっとも期待するところで
ある。
国際的な競争のなかで日本の学術の置かれた環境が激しく変動している現在、振興会が
適切な制度改善を行ってゆくためには、学術の動向に関する最新のデータを把握し、エビ
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デンスに基づいて方向性を定めることが必要である。グローバル学術情報センターにおい
ては、科研費の応募、審査、採択課題、報告書に関する諸データが収集・蓄積され、分析
が進められている。文部科学省の科学技術・学術政策研究所などでも各種統計が作られて
いるが、必ずしも振興会のニーズに合うような新しいデータがそろっているわけではない
ようである。どのようなデータが必要なのかという点について、学術システム研究センタ
ー・グローバル学術情報センターなどで明確に把握し、文部科学省の調査関連部署と連携
して必要な統計や調査資料を迅速に作成することが望まれる。
グローバル学術情報センターの調査研究は、諸外国のファンディングエージェンシーの
事業内容について有用な情報を提供している。長期的・戦略的な計画のもと、振興会の業
務にとどまらない広い視野からの調査研究と成果発信を望みたい。また、振興会のように
基礎科学の振興を担っている海外のファンディングエージェンシーの活動との比較を元
に、資料化の検討を期待する。それらの資料を基に、振興会の事業が世界的に見ても高く
評価されることを、より客観的に示すことが重要ではないかと考える。
【まとめ】
振興会はこれまで多種多様な研究者育成事業を展開してきた。そこで、それぞれの事業
の人材育成面での長所と短所が明らかにされていると思われる。人材育成企画委員会では
これまでの振興会の人材育成事業の成果の分析結果も十分に活用して、科学技術立国の土
台となる人材育成計画を作り上げてもらいたい。
研究者に対する男女共同参画の推進を図るために、女性研究者の審査委員への委嘱への
配慮、特別研究員、科研費などにおける男女別、年齢別の申請数・採択数などのWeb公開
を行っていることは高く評価できる。これらを継続し、特別研究員(RPD)制度などの採用
人数の拡大を図ることを検討すべきである（女性研究者比率は14.7％で、先進諸国では最
下位ということからも、このままでは第5期科学技術基本計画の目標値の30％を達成する
ことは見込めない状況にある）。
学術システム研究センターは、現役の研究者からなる頭脳集団として、いっそうその活
躍が期待されていることから、研究員の選任にあたっては、大学等の研究機関との連携を
保ち、その活動の保証と理解を求めることもいっそう重要となろう。また、研究員にはそ
れにふさわしい待遇を期待したい。しかし、一方、研究員は専任ではなく、兼任であるこ
とから、活動できる時間に一定の制約があるのも事実であろう。その意味では、学術シス
テム研究センターのミッションや研究員の任務について、出来ることと出来ないこと、す
ることとしないことなどについて、一定の議論が必要に思われる。最後に、我が国の学術
の振興を図る唯一の資金配分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。

5
7

9

平成 28 年 6 月
独立行政法人日本学術振興会

平成 27 年度事業
自己点検評価・外部評価報告書
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自己点検評価・外部評価の位置づけ

○

対年度計画値）の８０％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その
他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。

評価項目毎に以下の内容で構成。

１．当事務及び事業に関する基本情報

４．その他参考情報

自己点検評価及び外部評価委員による評価

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に関する

２．主要な経年データ

抜本的な改善を求める（定量的指標においては対中期計画値（又は

D：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた

１００％未満）。

的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の８０％以上

自己点検評価・外部評価報告書の構成

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、

C：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量

１２０％未満）。

所長、グローバル学術情報センター所長、さらに、審議役及び各部長に

よって構成される。

指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の１００％以上

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

は対年度計画値）の１２０％以上とする。）。

られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又

A：法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得

的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。

ては対中期計画値（又は対年度計画値）の１２０％以上で、かつ質

B：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的

自己点検評価・外部評価の体制

告書を主務大臣へ提出し、評価を受けなければならない。

事業年度終了後 3 ヶ月以内に自ら評価を行った結果を明らかにした報

・業務の運営状況については、独立行政法人通則法第 32 条に基づき、毎

上回る顕著な成果が得られていると認められる（定量的指標におい

S：法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に

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とされている。

に従い、評定区分は SABCD（B が標準）とする。

総務大臣決定）」

・独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」）に、計画・評価委員会

○

評価の基準
「独立行政法人の評価に関する指針（平成 26 年 9 月 2 日

○

大臣が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

・独立行政法人通則法では、中期目標管理法人の業務運営について、主務

○

平成 27 年度事業の自己点検評価・外部評価の概要
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第一

平成 27 年度事業の評価項目（年度計画）
ﾍﾟｰｼﾞ

1 総合的事項
(1) 学術の特性に配慮した制度運営
(2) 評議員会等
(4) 自己点検及び外部評価の実施
(5) 公募事業における電子化の推進
(3) 学術システム研究センター
(6) 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（国際共同研究加速基金）の仕組みの
検討・構築・助成等
⑥ 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) 大学の教育研究機能の向上
86
95
103

58
69
79

45
50
55

37

21
28
34

10
17

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

目

予算、収支計画及び資金計画
短期借入金の限度額
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

1 施設・設備に関する計画
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
3 中期目標期間を超える債務負担
4 積立金の処分に関する事項

第三
第四
第五
第六
第七

1
2
3
4

162
163

160

159

146
156
157
158

130

ﾍﾟｰｼﾞ
平成 27 年度事業の評価項目（年度計画）
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
(1) 調査・研究の実施
111
(2) 広報と情報発信の強化及び成果の普及・活用
117
(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
127
(2) 学術関係国際会議開催にかかる募金事務

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

13

総合的事項

（１）学術の特性に配慮した制度運営
（２）評議員会等
（４）自己点検及び外部評価
（５）公募事業における電子化の推進

１

女性審査委員比率

指標等（実績値） 達成目標

間最終年度値

前中期目標期

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

13.3％

25 年度

16.1％

26 年度

17.6%

27 年度

28 年度

当該事業実施に係る根 独立行政法人日本学術振興会法第 3 章
業務に関連する政策・施
拠（個別法条文など）
独立行政法人日本学術振興会業務方法 策
書第 2 条

Ⅰ―１－１

１．当事務及び事業に関する基本情報

国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関する事項

29 年度

1

関連する政策評価・行政事
業レビュー

従事人員数

決算額（千円）
45

1,017,022

25 年度

45

761,741

26 年度

44

696,421

27 年度

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

平成 27 年度自己点検評価・外部評価報告書

29 年度

注）決算額は支出額を記載。

28 年度

14
第一線で活躍する多様な研究

知見を活用し、学術研究の特性に配慮した制度運営を
図った。詳細については、下記ページに記載している。 顧問、学術システム研究センタ

ステム研究センターを活用し、

・評議員会、学術顧問、学術システム研究センターの

評議員会、学術顧問：3 頁-5 頁
学術システム研究センター：11 頁-16 頁

＜その他の指標＞
・着実かつ効率的な運営に
より、中期計画の項目（達
成すべき成果を除く）に係
る業務の実績が得られて

各事業を推進するに当

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。

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、 ＜評価の視点＞

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。

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

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）等とは、府省共通研究開発
管理システム（e-Rad）に審査結果等の提供などによ
り連携を図った。

とは、より良いプログラム
の設計と立案には欠かせ
ない作業であり大変重要
と考える。
【外部評価委員指摘 26 年
度評価】

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。また、「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）を

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。

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

し、冊子として準備するとともに、それ以外の研究種

術振興機構などとの情報

や意見の交換に一層努め、 目に係る審査会においても、審査委員からの申し出が

という。）との連携を強化

する。

員に委嘱するよう配慮す

る。

定者情報を同機構に提供し重複チェックを行った。

、
「基盤研究（S）」 ・JST とは、上記に加え、科研
受けられ、今後、どのよう ・JST とは、科研費の「特別推進研究」

・男女共同参画社会を推進

2

構築に協力して取り組んでいる。

創造研究推進事業に円滑に繋げるため、JST と NII が

度評価】

多様性の中で自律的に変

構築している科研費の成果等を含むデータベースの

情報共有を進めた。また、科研費の成果を JST 戦略的

【外部評価委員指摘 26 年

とにより、学術研究がその

る。また、我が国として途

果等を提供するなど、より密接

する追跡評価の結果を提供するなど、支援事業に係る

ろう。

分野の研究を支援するこ

化していくことを促進す

実施している研究進捗評価結

びに「特別推進研究」の研究成果の波及効果等を検証

とも含め、検討が必要であ

的な研究分野など新たな

な情報共有体制をとっている。

費の「特別推進研究」において

及び「若手研究（S）
」について行った研究進捗評価並

な議論が必要かというこ

な研究分野や先端的・萌芽

る必要がある。

究の動向を俯瞰し、融合的

切な連携・協力を行っている。

構の奨学金との重複受給を防止するため、採用者の内

る。

更に、特別研究員事業においても、日本学生支援機

業を実施している機関との適

に留まっているように見

が必要であると思われる。

員に委嘱するよう配慮す

養成について十分配慮す

択状況の確認を行っている。

現状では、一部の情報共有

担を明確にしていくこと

ため、女性研究者を審査委

究を担う優秀な研究者の

構築を進めるなど、関連する事

供し、協力してデータベースの

等を活用して審査結果等を提

研究開発管理システム（e-Rad）

・国の政策を踏まえ、府省共通

いる。

要な体制が適切に整えられて

我が国の学術研究の振興に必

② 世界と我が国の学術研

それぞれの機関の役割分

男女共同参画を進める

あった際に e-Rad を利用して、競争的資金の応募・採

争的資金への応募･採択状況データを e-Rad から抽出

技術振興機構（以下「JST」 ・国立研究開発法人科学技

ため、女性研究者を審査委

への支援や、将来の学術研

目指さない基礎的な研究

特に、実用化を直接的に

不可欠である。

究（S）」のヒアリング審査において、研究代表者の競

男女共同参画を進める

踏まえ、独立行政法人科学

また、科研費では、「特別推進研究」及び「基盤研

務や事業展開に反映しており、

けるため、申請内容を適切に吟味することに加え、特

後その効果を分析するこ

おいて実施される学術研

切な連携・協力関係を構築

性格に応じた適切な支援

つ、事業を推進することが

基づく意見を適宜審査･評価業

ラムが展開している中、今 ・事業の実施にあたり、研究費の不合理な重複等を避

を図る観点から、大学等に

実施している機関との適

問領域を限定せず、分野の

領域の研究者の専門的見地に

・様々な学術振興のプログ

我が国の学術研究の振興

また、各事業の実施に当

たっては、関連する事業を

営を図っている。また、学術シ

適宜事業に反映させる制度運

ーの知見をその特性に応じて

するにあたり、評議員会、学術

に支援するべく、各事業を推進

学まで全ての学問分野を適切

・人文学・社会科学から自然科

科学から自然科学まで、学

【他機関との連携】

【制度運営】

るものであり、人文・社会

いるか。

者の割合

＜根拠＞

B

で研究に専念できるよう

中期計画の項目について、中期計画通りに着実に推
進した。特に、以下の実績を上げた。

評定

諸点に留意しつつ事業を

た制度運営

業の特性に配慮し、以下の

＜主な定量的指標＞
・審査員に占める女性研究

(1) 学 術 の 特 性 に 配 慮 し

研究者が最適な環境の中

自己点検評価

(1) 学 術 研 究 を 推 進 す る

法人の業務実績・自己点検評価
業務実績

(1) 学 術 研 究 及 び そ の 振

主な評価指標

興を目的とする振興会事

年度計画

中期計画

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価

B

＜その他事項＞

及び改善方策＞

＜指摘事項、業務運営上の課題

成しており、評価できる。

は、いずれにおいても目標を達

「達成すべき成果」について

を B とする。

行われていると認められ、評定

に記載の内容で適切な評価が

ると言えることから、自己評価

かって順調に実績を上げてい

計画通り履行し、中期目標に向

画の実施状況については、中期

平成 27 年度における中期計

＜評定に至った理由＞

評定

外部評価委員による評価

15

(2) 評議員会

度評価（全体）】

加えた継続的かつ着実な

（参考）
日本における女性研究者の割合

④ 事業の実施に当たって

は、関連する事業を実施し

方について検討する体制を整えた。

・評議員は、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さ
れており、学術研究支援に関す
る政策にも通じたメンバーを
含んでいる。定期的に評議員会
を開催し、そこで聴取した業務
運営の重要事項に対する幅広
く高い識見に基づく意見を参
考に、適切な事業運営を行って
いる。

【評議員会】
・平成 27 年 10 月 29 日及び平成 28 年 3 月 16 日に評
議員会を開催し、平成 28 年度の年度計画や予算案を
含む振興会の業務運営に関する重要事項について、大
学や研究機関の現状や学術研究支援に熟知した学識
経験者より、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、今後の業務の実施に当たって反映し
た。例えば、会議での意見に基づき、公募事業の制度
の変更等の際には現場の研究者の理解をはかるため
に、文書による通知、ウェブサイトでの周知や説明会
の開催など、従来より実施している情報提供の水準を
落とすこと無く、更に様々な手段によって周知に努め

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。

また、学術研究に対する

特に高い見識を有する学

識経験者を学術顧問に委

嘱し、振興会の運営に関

し、専門的な見地からの幅

広い助言を求める。

要事項を諮問するための

評議員会については、各

に事業を実施する。また、 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。

議及び意見も踏まえ、適切

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

場から助言をいただいた。

学術振興会の今後の主な取組について、政策担当の立

た。また、第５期科学技術基本計画の開始に伴う日本

進した。特に、以下の実績を上げた。

各界・各層の学識経験者

(2) 業 務 運 営 に 関 す る 重

(2) 業 務 運 営 上 の 重 要 事

見られる。

者支援のための取組の姿勢が

置など、組織としての女性研究

・男女共同参画推進委員会の設

がなされている。

を積極的に登用する取り組み

員の選考において女性研究者

を上回る 17.6％となり、審査委

項に関する評議員会の審

参画に配慮する。

中期計画の項目について、中期計画通りに着実に推

る女性研究者の育成方策や女性研究者の参画の在り

分配慮する。なお、学術研

究分野における男女共同

男女共同参画推進委員会を設置し、振興会事業におけ

に関わる事業の特性に十

16.2%

23.5%

17.6%

施される学術研究に密接

その際、大学等において実

14.7％

15.1%

（平成 27 年 3 月 31 日現在）

※研究活動スタート支援を除く

る。

19.8%

総務省統計局科学技術研究調査

科研費審査委員会（※）

価を行うことが必要であ

携・協力関係を構築する。

特別研究員等審査委員会

のような視点に立った評

ている機関との適切な連

（内訳）

支援に努めるとともに、こ

16.1%

の研究者における女性の割合

がある。
【JSPS 部会 25 年

ることから、長期的視点を
女性審査委員比率

女性研究者の割合が、日本全体

た。

な取り組みを進める必要

いては無限の可能性があ
H27 年度

るとともに、審査委員における

女性研究者の割合にも配慮した総合的な判断を行っ

比率を高めるなど、効果的
H26 年度

査会の委員等の選考の際には、分野等を勘案しつつ、 おける女性割合が大きく増え

考において、女性研究者の

各審査事業の委員等の選 ・女性研究者の参画を促進するため、特別研究員等審 ・特別研究員等審査会委員等に

することにより、学術研究

③ 学術研究の発展性につ

者の参画を促進するため、 【男女共同参画の促進】

問分野の継承などに配慮

の多様性を確保する。

する観点からも、女性研究

絶えさせてはならない学
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豊橋技術科学大学学長、日本学術
会議会長

大西

情報・システム研究機構理事
名古屋大学理事

郷

日本経済団体連合会会長
独立行政法人医薬品医療機器総合
機構理事、日本学術会議第二部長

榊原 定征
長野

上海交通大学講席教授・平野材料
創新研究所長

紘

松本

学校法人南山学園理事長
京都大学数理解析研究所所長

森

4

浅島
石

誠
弘光

東京理科大学特命教授
一橋大学名誉教授

●平成 27 年度学術顧問

ネル討論などで会議をリードしていただいた。

あたり、開催内容について助言をいただくと共に、パ

たシンポジウムを平成 27 年 11 月 27 日に開催するに

科学研究のよりよき発展と倫理の確立をテーマとし

にあたり、助言を受けて内容の充実を図った。また、

理教育のための和英のテキストや e-learning の作成

交換を行い、幅広い助言を聴取した。例えば、研究倫

役員や事業担当が必要に応じて各顧問と個別に意見

・学術の振興に係る諸課題について、理事長をはじめ

【学術顧問】

重文

ﾊﾝｽ ﾕｰｹﾞﾝ･ﾏﾙｸｽ

京都大学前総長
理化学研究所理事長

国際基督教大学学長

眞一

総合科学技術会議議員

原山 優子
平野

東京大学総長

濱田 純一
（～H27.4.30）
五神 真
（H27.8.1～）
日比谷潤子

経済同友会代表幹事

長谷川閑史
（～H27.7.31）
小林 喜光
（H27.8.1～）

哲雄

神奈川大学法学部教授、日本学術
会議第一部長

小森田 秋夫

通子

日本私立学校振興・共済事業団
理事長

河田 悌一

隆

東京大学大学院理学系研究科教
授、日本学術会議第三部長

相原 博昭

●平成 27 年度評議員

制を整えている。

顧問と随時意見交換できる体

て特に高い識見を有する学術

各事業担当が、学術研究に関し

を受けるられるよう、理事長や

に係る専門的見地からの助言

・学術研究の促進に必要な業務
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るとともに、ホームページで公

出した。

成すべき成果を除く）に係
る業務の実績が得られて
いるか。

また、外部評価として、 「独立行政法人日本学術

振興会自己点検評価委員

会規程」、
「独立行政法人日

本学術振興会平成２７年

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

（実行）、Check（評価）
、

Act（改善））サイクルを構

築する。

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。

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

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。

結果を受け、業務の現状、課題
の把握、分析、改善方策など業

第 3 回：平成 27 年 6 月 24 日

れる外部評価委員会にお

イクルを実施する。

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を
ホームページで公表している。

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

（実行）、Check（評価）
、

PDCA［Plan（計画）、Do

・評価に関し、規程や実施要領

外部評価の結果は、ホー

5

クルを実施している。

http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_26.pdf

会規程」に基づき外部評価

を実施する。

施に役立てており PDCA サイ
・自己点検評価・外部評価結果の公表

学術振興会外部評価委員

務の改善や見直し、効率的な実

価報告書をとりまとめた。その

第 2 回：平成 27 年 6 月 11 日

する有識者により構成さ

（評価）、Act（改善））サ

いて、「独立行政法人日本

による委員会を開催し､外部評

第 1 回：平成 27 年 5 月 13 日

学界及び産業界を代表

画）、Do（実行）、Check

外部評価

■外部評価委員会開催実績

②

・外部評価では計 3 回の有識者

術振興会平成２６年度事

管理運営や各事業の実施

べき内容や水準等を可能

価できる。

おける PDCA（Plan（計

及び「独立行政法人日本学

表し透明性の確保の点から評

会が自己点検評価報告書をま

料に基づき自己点検評価委員

各部に設置した作業部会において、平成 26 年度業

置した作業部会による評価資

開催日：平成 27 年 4 月 28 日

に的確に反映し、振興会に

り体制を整備し、毎年度、 度自己点検評価実施要領」

及び成果について、達成す

また、振興会の事業内容

とめ外部評価委員会に提出す

務に係る評価資料を作成後、自己点検評価委員会に提

の改善・見直し等を行う。 る 自 己 点 検 に つ い て は 、 より、中期計画の項目（達

■自己点検評価委員会開催実績

・自己点検評価では、各部に設

PDCA（Plan（計画）、Do

平成２６年度事業に係 ・着実かつ効率的な運営に

＜その他の指標＞

度事業ごとに実施し、事業

自己点検

①

者等の意見を参考に、毎年

図り、振興会における

＜根拠＞

えて業務運営の改善等を

進した。特に、以下の実績を上げた。

価の実施

事業実施に関係する研究

を実施し、その結果を踏ま

機構特別顧問
中期計画の項目について、中期計画通りに着実に推

(4) 自 己 点 検 及 び 外 部 評

(4) 自己点検については、
＜主な定量的指標＞

（学術最高顧問）科学技術振興

横浜薬科大学学長
理化学研究所研究顧問
京都大学名誉教授
日本工学アカデミー名誉会長
科学技術振興機構研究開発戦略
センター長
理化学研究所理事
放送大学客員教授

(4) 自 己 点 検 や 外 部 評 価

羽入佐和子
星
元紀
吉川 弘之

江崎玲於奈
豊島久眞男
長尾
真
中原 恒雄
野依 良治
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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

成、提出業務や海外特別研究員事業や申請書類受付業
務の電子化拡充を実施するとともに、各種事業・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

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。

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

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

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。

ステム上の入力項目に英語の

帰国発展研究）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

業務について電子申請シ

ステムを活用するととも

に、制度改善等に伴い電子

6

究、若手研究、研究活動スタート支援、特別研究員奨

励費及び国際共同研究加速基金（国際共同研究強化・ 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

・応募手続 特別推進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研

応募手続・審査業務・交付

募書類の受付を電子申請シス

■科学研究費助成事業

業

・科研費の応募については、応

評価できる。

の向上に対する取組がなされ

しており、セキュリティレベル

ュリティ対策を滞りなく実施

（ⅰ） 科学研究費助成事

施する。

報セキュリティ対策を実

な実現方法を検討する。

ないように調整を図る。た

どの規則を踏まえた情報セキ

の連携活用を模索し、柔軟

証を行い、重複開発を行わ

情報セキュリティポリシーな

開発管理システム（e-Rad）

率化の観点から十分な検
有しないように努めた。

行っている府省共通研究

る機能については、業務効

ステムの設計・開発において、

進させた。さらに、システムの設計・開発において、 たことは評価できる。さらにシ

文部科学省が開発・運用を

なお、両システムに共通す

報セキュリティ対策を実施し、可能な限り脆弱性を保

の SSO 連携の運用を推進させ

シングルサインオン(SSO)による認証連携の運用を推

つつ、積極的に推進する。 なお、拡充に当たっては、

情報セキュリティポリシーなどの規則を踏まえた情

は評価できる。また、e-Rad と

した。また、平成 27 年 3 月に実施された e-Rad との

公募事業の応募手続き

は、全種目対応の実現に向けて

研究者からの申請書類を

ステムを活用する。

の問い合わせ等を集約し、科研費の研究成果報告書作

入手可能な状態とする。

的に実施するため、情報シ

ティ対策を推進する。

を開始している公募事業

おいてホームページから

負担を軽減し、業務を効率

まえ、適切な情報セキュリ

ロード可能となっている。

ンロード可能とした。

「電子申請システム」を整

として全ての公募事業に

員及び大学等研究機関の

ィ対策における方針を踏

いてホームページからダウン

てすべての公募事業においてホームページからダウ

・電子申請システムについて

応募様式等の書類は、原則

保しつつ、研究者、審査委

て、政府の情報セキュリテ

ては、原則全ての公募事業にお

【公募事業における電子化の推進】
・募集要項・応募様式等の書類については、原則とし

担当者からの要望や、コールセンターでの研究者から

等を図るため、募集要項・

め、情報セキュリティを確

ステムを整備する。併せ

・電子申請システムについては、実地検査等での機関

研究者へのサービス向上

の高い情報を保護するた

するために必要な情報シ

＜根拠＞
・募集要項・応募様式等につい

中期計画の項目について、中期計画通りに着実に推
進した。特に、以下の実績を上げた。

電子的に受け付けるシス

子化の推進

応募や審査に係る機密性

等、業務運営を適切に実施

及び審査業務については、 テムについては、本格運用

（５）公募事業における電

(5) 公募事業については、

(5) 研 究 者 の 負 担 の 軽 減

施する。

Act（改善）］サイクルを実
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応募手続

び国際共同研究加速基金（国際共同研究強化・帰国発
展研究）の書面審査の結果の受付を電子申請システム
により行った。

及び特別研究員奨励費の

応募書類の受付を電子シ

ステムにより行う。また、

応募画面を英語化するこ

また、①基盤研究（A・B（一般・海外学術調査）・

不十分と評価された項目など第 1 段審査の結果につい
て、電子申請システムを活用して開示した（①：4 月
24 日、②：5 月 29 日、③：8 月 13 日、④：9 月 4 日）。

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、

7

研究費総額の 500 万円までを基金で交付されること

った。

研究成果報告書等の交付

う。また、研究者等の負担

実績報告手続きについて電子申請システムにより行

報告書・実施状況報告書・

また、平成 24 年度から平成 26 年度の間に新規採択

同研究強化・国際活動支援班）の交付申請手続き及び

の交付申請書の作成、実績

された基盤研究（B）及び若手研究（A）について、

年度新規採択分）及び国際共同研究加速基金（国際共

援及び特別研究員奨励費

を電子システムにより行

軽減にも繋がっている。

究（B）、基盤研究（B・C（特設分野研究）平成 27

決定後の提出書類の作成

軽減されるなど利用者の負担
付されている基盤研究（C）、挑戦的萌芽研究、若手研

研究、研究活動スタート支

行い、報告書の作成上のミスが

作成等を電子申請システムで

交付申請書及び実績報告書の

究、挑戦的萌芽研究、若手

盤研究（B）及び若手研究（A）、研究活動スタート支

基盤研究（S・A）、平成 27 年度に新規採択された基
援、特別研究員奨励費及び特別研究促進費、基金が交

交付業務

新学術領域研究、基盤研

・

う。

て、電子システムにより行

面）審査結果の開示につい

スタート支援の第一段（書

究、若手研究及び研究活動

いる。

利便性の向上を着実に図って

からでもアクセスできるなど

果を確認したい研究者がどこ

行っており、審査委員や審査結

の開示を電子申請システムで

面審査結果の受付や審査結果

・科研費の審査については、書

・交付業務 補助金が交付されている新学術領域研究、 ・科研費の交付等については、

し、総合評点、おおよその順位、評定要素毎の平均点、

タート支援及び奨励研究

基盤研究、挑戦的萌芽研

③基盤研究（B・C（特設分野研究）
）④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

究、若手研究、研究活動ス

C）、挑戦的萌芽研究、若手研究、②基盤研究（S）、

審査業務

た。

においては審査関係資料等の閲覧を電子端末で行っ

基盤研究、挑戦的萌芽研

・

利便性向上を図る。

基盤研究、挑戦的萌芽研究及び若手研究の合議審査

成果公開促進費、研究活動スタート支援、奨励研究及

究、研究活動スタート支援

とにより、外国人研究者の

・審査業務 特別推進研究の審査意見書並びに特別推
進研究、基盤研究、挑戦的萌芽研究、若手研究、研究

挑戦的萌芽研究、若手研

特別推進研究、基盤研究、

・

実に図っている。

募に当たり利便性の向上を着

も英語での応募に引き続き対応した。

必要な場合は、随時開発を

行う。

併記を行い、外国人研究者の応

力項目名に英語の併記を行い、平成 27 年度について

申請システムの見直しが

20
り行った。

についても電子システム

特別研究員事業、

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しており、業務の効率化を図って
いる。

受付、審査業務を電子的に

実施できるシステムを導

入する。

た。また、採択件数の少ない国際共同研究加速基金（帰
国発展研究）については交付業務の電子化は見送って
おり、改修にあたって費用対効果を勘案して是非を判

改善に伴い電子申請シス

テムの見直しが必要な場

合は、随時開発を行うこと

により、申請者、審査委員

の利便性向上を図る。

施できる完全電子化システム改修により、平成 28 年
度採用分特別研究員より当該システムを運用して申
請の応募受付、審査業務を行った。
・海外特別研究員事業

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。従来は紙媒体で受け付け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

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

手続において電子申請シ

ステムを活用することと

する。

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。

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

8

受入研究者から、必要書類を取り寄せる必要がなくな

電子化を検討する際には、

て導入の是非を判断する。

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

新たに応募・審査業務の

申請者の利便性を目的とし

申請受付、審査業務を電子的に実

■特別研究員事業、海外特別研究員事業
・特別研究員事業

を行っている事業は、当該

用いて応募手続・審査業務

既に電子申請システムを

業

断している。

効率化を図るべく電子申請システムの改修を実施し

を活用するとともに、制度

（ⅲ） 学術の国際交流事

国際活動支援班）について、研究者等の負担軽減及び

的に実施できるシステム

たことは評価できる。

図るべく、システム改修を行っ

便性の向上や業務の効率化を

強化・帰国発展研究）並びに交付（国際共同研究強化・ ては、制度発足に伴い、費用対
効果を勘案しつつ、利用者の利

・改修事項
国際共同研究加速基金の応募及び審査（国際共同研究 ・国際共同研究加速基金につい

応募受付、審査業務を電子

海外特別研究員事業では、

補助金が交付されている特別推進研究については、交

なお、平成 25 年度から国庫債務負担行為に基づく

の作成についても電子申請システムにより行った 。

特別研究員事業では、応募

海外特別研究員事業

（ⅱ）

除く）及び調整金（特別推進研究を除く）の申請書類

また、補助金の繰越（特別推進研究及び奨励研究を

び実績報告手続きについても、電子申請システムによ

調整金の申請書類の作成

により行う。

となった（一部基金分）研究課題の交付申請手続き及

を軽減するため、繰越及び

21

特になし

４．その他参考情報

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
ていることは評価できる。

ムにより行った。
・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

■受益者負担の観点

見送った。

効果が十分でないと判断した部分については、改修を

費用対効果を勘案して改修の是非を判断した。費用対

り纏め、システム開発業者から見積を徴取した上で、

も含めて電子申請システムの改修希望を聴取して取

・半期毎に各事業の担当から、応募･審査業務の追加

査及び評価等を行うものであり、受益者負担の観点は

9

該当しない。

として学術研究の助成等を行うに当たって公正な審

理性はあるか。【総務省政
独委 24 年度二次評価】

・受益者負担の妥当性・合 ・振興会が行う評価業務は、国からの補助金等を財源

＜評価の視点＞

き続き電子申請システムを活

年度も引き続き申請受付・審査業務を電子申請システ

申請システムを活用した。

・国際交流事業においては、引

・既に電子化を行っている事業については、平成 27

■学術の国際交流事業

22

１ 総合的事項
（３）学術システム研究センター
業レビュー

関連する政策評価・行政事

属

民間の所

属

新規の

数）

説明会開催数

会）

実施回数（運営委員

ググループ）

実施回数（ワーキン

ォース）

実施回数（タスクフ

女性

独法の所

コ内は

全体

（カッ

内訳

研究員

指標等（実績値） 達成目標

9回

11 回

（12 名）

20 名

（0 名）

3名

（0 名）

4名

（50 名）

123 名

H26

9回

40 回

（6 名）

21 名

（1 名）

2名

（3 名）

4名

（61 名）

123 名

H27

2回

7回

3回

5回

11 回

2回
11 回

2回

（2WG 毎） （2ＷＧ毎） （2ＷＧ毎）

9回

（2WG 毎）

9回

（2 名）

（6 名）

5回

14 名

12 名

11 回

（1 名）

（2 名）

3名

2名

7名

（0 名）

（5 名）

10 名

122 名

（11 名）

（64 名）

122 名

間最終年度値

前中期目標期

H28

http://www.jsps.go.jp/j-center/index.html

H25

学術システム研究センター

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

参考 URL

H29

10

従事人員数

決算額（千円）

45

1,017,022

H25

45

761,741

H26

44

696,421

H27

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
H29

注）決算額は支出額を記載。

H28

当該項目の重要度、難易 重要度：「高」（学術の振興を目的とした本法人の実施する各事業の効果を最大限に発揮させるため、公平・公正で透明性の高い審査・評価システムの構築や研究現場の意見を
度
反映した制度改善等に、学術システム研究センターが主要な役割を果たしているため）
難易度：
「高」
（各事業の審査・評価システム機能の向上・制度改善等を図っていく際には、研究分野等により異なる学術研究の特性や研究現場の多様なニーズ等を踏まえつつ、
各種課題への対応を検討していく必要があり、困難が伴うため）

当該事業実施に係る根 独立行政法人日本学術振興会法第 15 条 業務に関連する政策・施
拠（個別法条文など）
策

Ⅰ―１－２

１．当事務及び事業に関する基本情報
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学系科学、生物系科学、農学、医歯薬学、総合系）、 ・9 領域、52 研究分野に第一線

法・民間）

む組織から人材を選任している。選考の際には前任者
と同一の機関からの選任を行わないようにするとと

相談役、主任研究員及び専

門研究員に配置すること ・事業説明・意見交換会の

により、人文学、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

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。

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

の意見を活かした業務を

実施する。

することにより、ガバナン

スの強化を図る。

エージェンシーの制度等につ
いて情報分析した内容を共有

計 129 人（うち、独法：4 名、民間：2 名）
※平成 28 年度から就任する新規研究員 61 名の選考に

ターの活動について積極
的な情報発信を行う。【勧
告の方向性】

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。

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

どにおいても、大きな役割を果

は、女性研究員 20 名、研究員全体で 16％）

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

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。

野・分科・細目表」の大幅見直しや、振興会事業の審

る。
【外部評価委員指摘 25
年度評価】

営について、民間企業等を

含む外部有識者から構成

は、男女比のバランス、所属機

営の観点から、ガバナンス

とにより、ガバナンスの強

いる。さらに、新規研究員の選

提言･助言や業務運営を行って ・新規研究員の選考にあたって

の特性に配慮した制度運

及び意見を参考とするこ

いる。
らの意見を活かし、事業改善の

の改善を図る体制を整備して

いて日本学術振興会の諸事業

と連携して、エビデンスに基づ

る高い識見に基づく審議 ・研究者の視点と学術研究

基礎研究や人材育成の在り方

ことにより、学術研究における

場が異なる研究員も配置する

などについての多様な視点か

11

して極めて高く評価できる。

たしており、その活動は全体と

らの研究員とは研究経歴や立 ・グローバル学術情報センター

幅広い人材を選任し、大学等か

法人や民間の研究機関を含む

利用機関のみならず、独立行政

される運営委員会におけ

査方法の在り方の検討等に活用した。

審査体制や審査方法の分析内容については、「系・分

時期にあるように思われ

また、センターの組織運

情報分析の内容について報告があり、例えば、各国の

ディングエージェンシーにおける審査システム等の

文における科研費成果論文の分析や、主要国のファン

※グローバル学術情報センターより、Scopus 収録論

「科研費 NEWS」刊行事業な

前年度より女性研究員 1 名増となった。
（平成 27 年度

までの活動をベースに、そ

制を整備し、振興会事業に

情報発信を行う。

・国・公・私立大学、大学共同

いった若手研究者の表彰事業、

年度は、女性研究員 21 名、研究員全体で 17％になり、 る。

10 年が経過した今、これ

動向に関する調査・研究体

の活動について積極的な

本学術振興会賞及び育志賞と
に活用しており、高く評価でき

年度選考では、6 名の女性研究者を選任した。平成 28

・センターが設立されて

が行う学術振興策や学術

することを含めセンター

案・助言はもちろんのこと、日
の審査方法の在り方の検討等

慮しつつ、特に男女比のバランスを勘案し、平成 28

これらにより、センター

養成事業、国際交流事業への提

科学研究費助成事業、研究者

っている。

ための提案・助言を積極的に行

る業務の改善と新しい展開の

学術振興会の事業全般に関わ

動向を的確に踏まえつつ、日本

分野における先端的研究者を

かりやすい形で明らかに

することで、振興会の各種事業

た。また、海外のファンディン

専門研究員 103 人



のプロセス等を含めセン

議が必要な課題に対し、ワ

内容の透明性の向上を図

あたっては、所属機関の形態や地域的なバランスに配

業の改善を図る体制を整備し

主任研究員 20 人



デンスに基づいた振興会諸事

相談役 2 人

重要でかつ継続的に審 ・事業における審査・評価

両センターの連携のもと、エビ

ー所長が兼務）


さらに、センターの業務

＜評価の視点＞

副所長を兼務することにより、 擁する頭脳集団として、学術の

副所長 3 人（1 名：グローバル学術情報センタ



いるか。

て選任し、多様な視点から

く審議及び意見を参考と

は、日本の学術研究それぞれの

バル学術情報センター所長が

所長 1 人



る業務の実績が得られて

からの人材を研究員とし

やすい形で明らかにする。 における高い識見に基づ

積した情報を分析するグロー

・学術システム研究センター

員の任期を延長している。

成すべき成果を除く）に係

究機関を含む幅広い機関

ら構成される運営委員会

スについて国民に分かり

外の学術に関する情報収集・蓄

の交替人数を各年度ほぼ同数にする）のため、一部委

より、中期計画の項目（達

独立行政法人や民間の研

営について、外部有識者か

に対する検証等のプロセ

評定を S とする。

られていると言えることから

を上げ質的に顕著な成果が得

期目標を上回るペースで実績

及び質的に上回って履行し、中

の理由により、中期計画を量的

体制を整備する。その際、 ・着実かつ効率的な運営に

続性の維持、年度毎の研究員交替数の平準化（研究員 ・振興会の諸事業ならびに国内

平成 27 年度における中期計
画の実施状況については、下記

また、センターの組織運

ス、男女比バランスに配慮している。また、業務の継

延長している。

性の維持等のため、その任期を

た、一部委員については、継続

問領域をカバーしている。ま

究員として配置し、すべての学

の研究者を非常勤の任期付研

S

＜評定に至った理由＞

評定

外部評価委員による評価

点から、審査員の審査結果

＜その他の指標＞

界の研究機関等、組織形態のバランス、地域的バラン

もに、国・公・私立大学及び大学共同利用機関、産業

カバーしている。独立行政法人や民間の研究機関を含

究員として、所長、副所長、 ・研究員の女性割合

置する。センターは、学問

査・研究機能や審査・評価

実施回数

52 研究分野に研究員を配置し、すべての学問領域を

研究経験を有する第一

線級の研究者を任期付研

る第一線級の研究者を配

事業の実施に必要な調

＜根拠＞

S

・9 領域（人文学、社会科学、数物系科学、化学、工

・研究員の所属機関（独

ンター

評定

■学術システム研究センターの体制

＜主な定量的指標＞

(3) 学 術 シ ス テ ム 研 究 セ

自己点検評価

(3) 学 術 シ ス テ ム 研 究 セ

法人の業務実績・自己点検評価
業務実績

(3) 研 究 経 験 を 有 す る 第

一線級の研究者を配置し、 ンターに研究経験を有す

主な評価指標

年度計画

中期計画

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価

24
■会議開催実績

映できる体制を構築している。

ついては、運営委員会での検討

行う。

スクフォース等の各種会議に

できる。

12



科研費の審査に当たり審査委員が留意すべ事
項等をまとめた「科研費審査の手引 補足資料」
の検討を行った。

・

は、学術振興会に期待されてい
る多くの業務の運用・改善に大
きく貢献しており、第一線級の

学術分科会科学研究費補助金
審査部会への報告や平成 29 年

2018（報告）」では、文部科学

（科研費）審査システム改革

特に「科学研究費助成事業

（科研費）審査システム改革

特に「科学研究費助成事業

として、特筆に値する。

研究センターならではのもの

うこととする内容を「科学研究費助成事業（科研

段審査方式から、総合審査、2 段階書面審査を行

とを前提とし、科研費のあるべ

想の自由を最大限尊重するこ

提とし、競争的環境下で優れた

由を最大限尊重することを前

表（小区分・中区分・大区分）の作成のみならず、 省から依頼された「系・分野・ 2018（報告）」は、学術研究や
研究種目に応じた審査方法を見直し、従来の書面 分科・細目表」の大幅な見直し ピアレビューの本義に立ち返
審査と合議審査を異なる審査員が行ういわゆる 2 について、学術の基本である発 り、学術の基本である発想の自

れた研究課題を選定できるよう、新たな審査区分

を前提として抜本的に見直し、競争的環境下で優

の基本である発想の自由を最大限尊重すること

摯な議論を行う学術システム

研究者が学術研究に対する真

く評価できる。これらの活動
結実し、科学技術・学術審議会

度特設分野研究の新たな公募

とめに結実しており、極めて高
について」などの取りまとめに

在り方について」などの取りま
（報告）」、「科研費大規模研究
種目（特別推進研究）の在り方

2018（報告）」」、「科研費大規
模研究種目（特別推進研究）の

研費）審査システム改革 2018

業（科研費）審査システム改革
案や「科学研究費助成事業（科

※「系・分野・分科・細目表」の見直しに当たり、 予定として実施に結びついて
各専門調査班における活発な議論を踏まえ、学術 おり、特筆に値する。

細目見直しタスクフォース：8 回

基盤研究（Ｂ,Ｃ）特設分野研究の実施の仕組
みや審査方法などについて、検討を行った。

平成 27 年度に新たに創設された国際共同研究
加速基金のうち、国際共同研究強化及び帰国発
展研究の実施に向けた検討を行った

・

・

野の提案や「科学研究費助成事
これらの検討結果は、特設分
野研究における公募分野の提

特設分野研究における公募分

上記の検討結果は、例えば、

いて検討した。
立ち極めて積極的に検討を行

・

った。

くの会議を開催し、諸問題につ

倍近く開催し、研究者の視点に

プ：9 回
「系・分野・分科・細目表」の見直しに当たり、
新たな審査区分表の検討や、それに伴い研究種
目に応じた審査方式の見直しの検討を行った。

ォースを設置し、きわめて数多

にタスクフォースを前年度の 4

科学研究費事業改善のためのワーキンググルー

9 班がそれぞれ実施）


題について、それぞれタスクフ

専門調査班会議：12 回（月 1 回・1 専門調査班、 ープを開催するとともに、科研



費改革や特設分野研究を中心

いる。特に今年度は、多くの課

検討を積極的、継続的に行って

研究員事業でワーキンググル

ため、科学研究費事業及び特別

見地から関与した。
主任研究員会議：19 回（原則月 2 回）

充実を具体化していくための

要な課題について検討を行う

を行うとともに、各事業の審査・評価業務に専門的な


を踏まえつつ、各事業の改善・

・特に集中的に審議が必要な重

おいて、最新の学術研究動向等

会議、ワーキンググループ、タ

に努めていることは高く評価

及び「研究者の養成」の各事業について提案・助言等

・
「学術研究の助成等」、
「国際的な共同研究等の促進」

研究現場の声を業務改善に反

に配慮し、研究員の選考基準に

いて積極的な情報発信を

後公開するなど、透明性の強化 ・主任研究員会議、専門調査班

明性の強化を図りつつ、幅広く

的なバランス等、多様性の確保

【JSPS 部会 25 年度評価】

査・評価等のプロセス等を

含めセンターの活動につ

等、多様性の確保に配慮し、透

ンス（前年度から女性研究員 1

を行うことが望ましい。
名増）、所属機関の形態、地域

関の形態や地域的なバランス

考にあたっては、男女比のバラ

と併せて内部統制の強化

さらに、事業における審

化を図る。

25

芽を生み出すためのネットワ

に学問の特性に応じた審査方

告に基づき、平成 28 年度中に文部科学省におい
て、意見募集（パブリックコメント）、それに対
する検討等を行った後、新たな審査区分を決定
し、平成 30 年度公募から適用される予定である。 式の見直しを行ったものであ
た、
「科研費大規模研究種目（特
別推進研究）の在り方につい

て」では、文部科学省から提示 ・外部有識者で構成される運営

科研費改革の一環として、特別推進研究の在り方
に関し、検証を含め改善方策について検討を行
い、「科研費大規模研究種目（特別推進研究）の

ーの体制整備や業務の透明性

改善について提言として取りまとめ、科学技術・ 推進研究の意義を再確認し、検

13



基盤研究（Ａ・Ｂ）海外学術調査について、審査



・平成 29 年度採用分 RPD 選考から、面接を免除し
て採用内定者とする場合があることとする等の
改善を行った。

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

タスクフォースを設置して検討を行った。

在における意義等を含め、その在り方を検証する

方法の改善検討に際しての議論から、本制度の現

海外学術調査に関するタスクフォース：9 回

＜その他事項＞

及び改善方策＞

の見直しを行うため、タスクフォースを設置し、
検討を行った。

＜指摘事項、業務運営上の課題

平成 29 年度公募に向けて現行の挑戦的萌芽研究

ス：3 回

達成しており、評価できる。

ては、いずれにおいても目標を

挑戦的研究への支援強化に関するタスクフォー

た、「達成すべき成果」につい

善を図った。

これらの諸活動は極めて高

2 段審査(合議審査)の進め方等を一部見直し、改

る。

ググループ及びタスクフォースを設置し検討を

報発信に努めている。

く評価されるものである。ま

のとして、極めて高く評価でき

方策について、主任研究員会議、科研費ワーキン

いての説明会も多数行われ、情

テム研究センターの活動につ

ジウムの開催も含め、学術シス

的に行っている。また、シンポ

行った。その結果、平成 28 年度審査における第

ム研究センターならではのも

真摯な議論を行う学術システ

ス：2 回
若手研究（Ｂ）の複数細目に係る審査方法の改善

の研究者が学術研究に対する

っている。これらは、第一線級

けた検討を行っている。
若手研究（Ｂ）複数細目に関するタスクフォー

運用の改善に向けた提案を行

会に報告され、同部会において具体的な実施に向

討結果をまとめるだけで無く、 確保に向けた取り組みを積極

まえ、学術システム研究センタ

な研究事例の検証を行い特別

特別推進研究の位置付けの明確化や審査方式の
学術審議会学術分科会科学研究費補助金審査部

委員会における審議・意見を踏

在り方について」として取りまとめた。この中で、 された検討事項に対し、具体的

われている。

り、極めて高く評価できる。ま

ーク構築の試みも積極的に行

である。

特別推進研究タスクフォース：6 回













表」を見直すにとどまらず、多
様な学術研究を推進するため ・科研費特設分野研究代表者交
流会の開催など、新しい学術の

から、「系・分野・分科・細目

究費補助金審査部会に報告された。なお、この報

研費の将来を見据えた改革案

の研究内容の審査」という観点

まとめ、科学技術・学術審議会学術分科会科学研

研究課題を選定できるよう、科

き姿を見据え、「応募研究課題

費）審査システム改革 2018（報告）
」として取り

26
検討した。

29 年度公募に新たに設定する予定の候補分野を

究員で構成されたタスクフォースにおいて、平成

特設分野研究においては、複数の専門調査班の研

含む）

フォース：11 回（外部有識者のヒアリング 3 回

特設分野研究の平成 29 年度公募に関するタスク

の在り方について検討を行った。

これまでの成果を検証するとともに、今後の制度

1回

特別研究員-SPD の在り方検討タスクフォース：

14

（開催日：平成 27 年 9 月 15 日

「ネオ・ジェロントロジー」
30 名）

生物学」）において 研究代表者交流会を開催した。

研究」「紛争研究」「遷移状態制御」「構成的システム

ジェロントロジー」
「連携探索型数理科学」
「食料循環

年度ならびに平成 27 年度に設定された 6 分野（「ネオ･

ことを期待し、学術システム研究センターでは平成 26

トワークが構築され、新しい学術の芽が生まれてくる

究課題を知ることで、既存の分野を超えた新たなネッ

・特設分野研究に採択された研究代表者が、互いの研

■科研費特設分野研究代表者交流会の実施

究内容とその意義について発表を実施した。

役立てるとの観点から、研究員による研究員自身の研

を行い、学術研究の現場の視点を踏まえた業務改善に

礎研究の現状や人材育成の状況等について情報交換

分野における歴史的発展や最新研究動向、各分野の基

・主任研究員会議・専門調査班会議において、各研究

■研究発表等の実施

書の情報共有を図り、分野設定の検討に活かした。

向など、最新の学術動向を踏まえた学術動向調査報告

では、融合領域、境界領域、揺籃期にある学術研究動

※特設分野研究の分野設定において、専門調査班会議







・海外特別研究員の外国での研究遂行能力（語学能
力の確認）の審査のあり方について検討し、申請
書の当該能力に係る記載欄を改善した。

27

25 名）

24 名）

18 名）

40 名）

27 名）

ェンシー関係者との交流等を
通じて、内外の最新の研究動向
や研究助成の現状について把

ーの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
審議を行った（平成 27 年度は 2 回開催）。運営委員会

的に行っていることは、高く評
価できる。

らの諮問に基づき、審議を行った。その審議結果をも
とに、業務の改善に取り組むとともに、研究員の選考

みであり評価できる。

とで、更なる業務改善を行うため、内部統制の強化に

15

磯貝 彰

奈良先端科学技術大学院大学名誉教

●運営委員会名簿（平成 28 年 3 月現在）

会を外部有識者のみから構成

て、平成 24 年度から運営委員

・ガバナンスの強化を目的とし

ーク構築を促すのは、新たな試

る当該業務の適切性なども踏まえた評価を受けるこ
も取り組んだ。

なく、研究代表者間のネットワ

った取り組み内容については、改めて運営委員会によ

なるガバナンスの強化をはかった。さらに、改善を図 ・課題の枠組みをつくるだけで

を含むセンター全体の体制整備にも反映するなど、更

するための情報交換等を積極

さらにはセンター業務の透明性について、センターか

では、所長及び副所長の人事、学術動向調査のあり方、 握し、振興会の業務改善に活用

海外のファンディングエージ

成される諮問機能をもった組織として改組し、センタ

・平成 24 年度に運営委員会を外部有識者のみから構 ・センター研究員の研究発表や

■運営委員会の実施

費などについて説明をした。

ミナーを開催し、日本のライフサイエンス、また科研

ィ・カレッジ・ロンドンにてセンター研究員によるセ

・ロンドン連絡センター協力のもと、ユニヴァーシテ

意見交換を行った。

ＢＩＯ関連について、活動内容についての情報交換や

・ミシガン州立大学との学術交流会議を開催し、農学

■海外のファンディングエージェンシーとの交流

（開催日：平成 27 年 9 月 14 日

「遷移状態制御」

（開催日：平成 27 年 9 月 9 日

「構成的システム生物学」

（開催日：平成 27 年 9 月 16 日

「紛争研究」

（開催日：平成 27 年 9 月 14 日

「食料循環研究」

（開催日：平成 27 年 9 月 16 日

「連携探索型数理科学」

28
公益社団法人国土緑化推進機構理事
長
大学共同利用機関法人自然科学研究
機構機構長
日本精工株式会社 社外取締役

佐々木 毅
（委員長）
佐藤 勝彦
田井 一郎

旭化成フェロー／旭化成株式会社吉
野研究室室長

吉野 彰

第 17 回国際日本学シ

16

交えた国際シンポジウムを開催した。(参加者延べ 110

日本語史・美術史・書道史・芸能史など多様な観点を

本社会の中に根を下ろすにあたり宗教史・古典文学・

ンポジウム「日本化する法華経」をテーマとして、日

・平成 27 年 7 月 4 日～5 日に

■国際シンポジウム

配付した。

るなど、活動内容を分かりやすくしたリーフレットを

員としての現場の体験についてのコメントを掲載す

図で示すとともに、主任・専門研究員経験者から研究

をイメージしやすい言葉や視覚に訴え理解しやすい

・審査・評価業務に関するプロセス等センターの活動

■リーフレットの配付

く周知を図るよう努めている。

事業、特別研究員事業などの振興会事業についても広

ターの活動に対する理解だけでなく、科学研究費助成

所属学会等で個別説明を行うよう依頼しており、セン

回）。また、センター研究員には所属する研究機関や、

で事業説明・意見交換会を実施した（平成 27 年度 11

等からの一層の理解と協力を得るため大学や学会等

・学術システム研究センターの活動について、研究者

おいて説明会を実施した。

大学等の関係各研究機関へ依頼するにあたり、東京に

・平成 28 年 4 月就任の研究員に係る候補者の推薦を

■説明会の実施

同志社大学経済学部教授

八田 英二

多摩六都科学館館長・元 NHK 部外解
説委員

豊田工業大学学長

榊 裕之

高柳 雄一

国際交流基金顧問

授
小倉 和夫

ことは評価できる。

い形で情報発信に努めている

動について、国民に分かりやす

務のプロセス等、センターの活

めている。また、審査・評価業

理解と協力を得られるよう努

るなど、研究者等からの一層の

や公開シンポジウムを開催す

るとともに、国際シンポジウム

説明等（11 回）も着実に行われ

・センターの活動に関する事業

とは評価できる。

スの強化に取り組んでいるこ

の実施など、さらなるガバナン

ター活動の積極的な情報発信

向調査の充実化の検討や、セン

審議・意見を参考に学術研究動

えて機能向上を図りつつ、その

26 年度からは新たな委員を加

される諮問会議に改組し、平成

29

特になし

４．その他参考情報

17

ウムを開催した。(参加者約 156 人)

状と将来展望をテーマとした学際的な国際シンポジ

ル・サイエンス研究の最前線を俯瞰し、物理科学の現

工学、高圧地球科学など幅広い分野におけるマテリア

イエンスの動向」をテーマとして、物性物理学、化学、

・平成 27 年 11 月 17 日～18 日に、「マテリアル・サ

人)

30

指標等（実績値） 達成目標

間最終年度値

前中期目標期

H25

不正使用・不正行為受付窓口

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

参考 URL

H26

H27

H28

H29

18

http://www.jsps.go.jp/j-press/mado_secchi.html

業務に関連する政策・施
策

１ 総合的事項
（６）研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止

当該事業実施に係る根 独立行政法人通則法第 32 条
拠（個別法条文など）

Ⅰ―１－３

１．当事務及び事業に関する基本情報

従事人員数

決算額（千円）

761,741
45

45

H26

1,017,022

H25

44

696,421

H27

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

関連する政策評価・行政事
業レビュー

H29

注）決算額は支出額を記載。

H28

31

び研究活動における不正

行為の防止

文部科学省が定めるガイ

ドライン等を踏まえ、研究

費の不正使用については、 「科学の健全な発展のた

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。

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

中期計画の項目について、中期計画通りに着実に推
＜根拠＞

B

自己点検評価

では、参画する全ての研究者に
を受講することを誓約させる
とともに、事業説明会等で研究

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

を行い、チェックリストに基づき、各研究機関の不正
防止の取組状況や科研費管理体制の実態の把握に努め

ップを行うこととした。
■ 研究者を含む関係者の意識改革の促進
・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

■ 研究者の理解の明確化

際、「独立行政法人改革等
に 関 す る 基 本 的 な 方 針 」 た。また、管理体制の改善を要する点等についての検
査記録を研究機関に通知し、必要に応じてフォローア

が期待される。また、この

（平成 25 年 12 月 25 日
閣議決定）に基づき、国立
研究開発法人科学技術振
興機構（ＪＳＴ）との連携
を強化することが期待さ
れる。
【 文部 科学大 臣評 価 26
年度】

取組の状況等を把握し、必

要に応じて指導を行うな

ど、研究機関における研究

費の管理や監査や公正な

研究活動の推進に向けた

体制整備を徹底させる。

また、事業説明会等を開催

し、研究費の不正使用及び

研究活動における不正行

為の防止策等について、研

究費の使用ルールや実地

検査で把握した事例の周

知等を通じて注意喚起・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。

管理することなどにより、 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

適正な執行等が図られる

ようにする。
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語版を出版した。また、「科学
表した。

・「科学の健全な発展のために
なお、テキスト版についてもホームページにおいて公

・「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得

とする。

いて助言、注意喚起等を行

に努める。

■資金配分機関として実施する不正防止への取組

者に明らかにさせること

の不正行為の防止策につ

意識改革を促進すること

周知した。

いて確認したことを研究

用、不正受給及び研究活動

－」の英語版を平成 27 年 5 月に出版社より出版した。 －誠実な科学者の心得－」の英

の不正行為があった場合は、厳しい措置で対応する旨

続等の際に、その内容につ

開催し、研究費の不正使

い、研究者を含む関係者の

・募集要項において、研究費の不正使用及び研究活動

査を徹底させる。

付する研究資金の交付手

した。

者の理解が最低限必要な

おける研究費の管理や監

さらに、事業説明会等を

せていることは評価できる。

することを誓約させ、研究者の意識改革の取組を実施

用等の防止に関して研究

導を行うなど、研究機関に

事項について、振興会が交

正行為の防止に実効性を持た

る全ての研究者に平成 27 年度中に研究倫理教育を受講

さらに、研究費の不正使

応じ、各事業毎に適切な指

為があった場合は、ペナルティ

正使用及び研究活動の不正行

喚起や指導を行い、研究費の不

者や事務担当者等に対し、注意

平成 27 年度中に研究倫理教育

正使用の告発受付窓口を振興

た、競争的資金等に係る研究活

知できるよう工夫している。ま

・科研費、特別研究員等の資金配分事業では、参画す

起、指導等を実施した。

ている。さらに、資金配分事業

底した。

おして、研究倫理教育の高

度化、定着化を進めること ・科研費では文部科学省と連携して実地検査（60 機関） 動の不正行為及び研究費の不
会のホームページ上で案内し

出することを応募要件化し、研究費の管理・監査を徹

ムの e-learning 化等をと

おける不正防止に対する

な重複及び過度の集中を

究機関が研究費を適切に

究者及び研究機関に対して周

ライン（実施基準）」に基づく報告書を文部科学省に提

得－」に係る研修プログラ

る実地検査を行い、機関に

を踏まえ、研究費の不合理

また、研究者が所属する研

募集段階で明記しており、各研

・
「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイド

を強化する。

めに－誠実な科学者の心

出することを各種公募事業の

ての報告書を文部科学省に提

備及びその実施状況等につい

抽出した研究機関に対す

究活動の推進に向けた体制整備

■ 研究機関における研究費の管理や監査や公正な研

防止】

【研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の ・研究費の管理・監査体制の整

進した。特に、以下の実績を上げた。

評定

法人の業務実績・自己点検評価
業務実績

このため、政府等の方針

＜評価の視点＞

＜その他の指標＞

＜主な定量的指標＞

(6) 研 究 費の 不 正 使 用及

(6) 助成・支援事業のマネ

においては、研究費の不合

主な評価指標

(6) 助成・支援事業の実施

年度計画

中期計画

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価

B

＜その他事項＞

題及び改善方策＞

＜指摘事項、業務運営上の課

を達成しており、評価できる。

ては、いずれにおいても目標

「達成すべき成果」につい

れ、評定を B とする。

評価が行われていると認めら

己評価に記載の内容で適切な

ていると言えることから、自

に向かって順調に実績を上げ

期計画通り履行し、中期目標

画の実施状況については、中

平成 27 年度における中期計

＜評定に至った理由＞

評定

外部評価委員による評価

32

特になし

４．その他参考情報

理の確立を目指して」やドイツ
研究振興協会（DFG）、科学技

注意喚起を行った。
・研究者の任意団体である学術研究フォーラムとの共
催で「第７回学術シンポジウム

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
するために適切な取組と考え

～日独の取組の実践例～」を開催し、日独における研
究倫理教育への取組を紹介して、研究者等の理解を高
めた。

20

の不正使用の告発受付窓口を設置している。

・競争的資金等に係る研究活動の不正行為及び研究費

配分機関に対して迅速に提供した。

に、同システムを通じ、審査結果を他の競争的資金の

め、府省共通研究開発管理システムを活用するととも

・研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するた

られ評価できる。

開催した。これらの活動は、研

独国際シンポジウム 研究公正を高める取組について

■ その他

て～日独の取組の実践例～」を

及び日本医療研究開発機構（AMED）との共催で「日

・ドイツ研究振興協会（DFG）、科学技術振興機構（JST） 研究公正を高める取組につい

共催で「日独国際シンポジウム

科学研究のよりよき発展と倫

・ホームページにおいて研究公正に係る情報の提供や

予防を主眼とした提案や議論を行った。

催で「第７回学術シンポジウム

https://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html

術振興機構（JST）及び日本医

た、学術研究フォーラムとの共

月 か ら サ ー ビ ス 提 供 開 始 ）。 e-learning

療研究開発機構（AMED）との

e-learning 教材を開発した。ま

－」をもとに e-learning 教材を開発した（平成 28 年 4

発展と倫理の確立を目指して」を開催し、不正行為の

な科学者の心得－」をもとに

・「科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得

科学研究のよりよき

の健全な発展のために－誠実

ﾃｷｽﾄ版 https://www.jsps.go.jp/j-kousei/data/rinri_e.pdf
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①

審査・評価の充実

２ 世界レベルの多様な知の創造
（１） 学術研究の助成
業務に関連する政策・施
策

関連する政策評価・行政事
業レビュー

科学研究費助成事業

数）

件数（当初内定件

科研費の新規採択

指標等（実績
値）

達成目標

24,409

間最終年度値

前中期目標期

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

参照 URL

25,097

（H26 年
度（H25
年度に審
査）
）
25,391

（H27 年
度（H26
年度に審
査））
25,749

（H28 年
度（H27
年度に審
査））

H28

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html

21

H29

H26

H27

従事人員数

51

51

H28

H29

注）決算額は支出額を記載。

48

決算額（千円） 229,827,591 228,596,124 221,152,078

H25

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

め、挑戦性・融合性等を強化しながら、多様で独創的な学術研究に、裾野広く一定程度腰を据えた研究資金の配分を行う」とされていることなどからも、我が国の科学技術・
学術政策や学術研究の推進に非常に重要な役割を担うものとされている。
）
難易度：「高」（科学研究費助成事業は我が国の学術研究の発展等のために必要な事業であるが、科研費の審査は、9 万件以上（前年度から約 3,000 件増）の膨大な応募研究課
題について、11 月から 3 月の 5 ヶ月間という短期間で（これは米国国立科学財団（NSF）や米国国立衛生研究所（NIH）との比較においても難易度が高いことがわかる）6,000
名以上にも及ぶ審査委員がピアレビュー（専門家による審査）により優れた研究課題を選定すること、それに加えて、平成 30 年度科研費から本格実施する総合審査方式につい
て特設分野研究の審査により試行的に実施、検討を行うこと、平成 27 年度に新たに創設された国際共同研究加速基金の審査の規程の整備、実施を行うという非常に難易度の高
い業務を実施する必要がある。
）

当該項目の重要度、難易 重要度：「高」（
「科学技術基本計画」における「独創的で多様な基礎研究の強化」の達成に向け、当法人における科学研究費助成事業は主要な役割を果たしている。
度
また、「科学技術イノベーション総合戦略 2015」において「研究者の内在的動機に基づき独創的で質の高い多様な成果を生み出す学術研究と、政策的な戦略や要請に基づく戦
略的な基礎研究のバランスを取りながら推進することに留意しながら、特に、我が国の学術研究を支える最も基礎的な競争的資金である科学研究費助成事業（中略）のさらな
る改革・強化に取り組むことが重要である」とされるとともに、
「日本再興戦略改訂 2015」においても「科学研究費助成事業について、審査分野等の基本的構造の見直しを進

当該事業実施に係る根 独立行政法人日本学術振興会法第 15 条
拠（個別法条文など）

Ⅰ―２－１（１）

１．当事務及び事業に関する基本情報

34
成すべき成果を除く）に係
る業務の実績が得られて
いるか。

すべき成果」に向けた取組
は適切か。

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。

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

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

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

法人の業務実績・自己点検評価
A

A

（内容）であるとの評価
を得る。

業」という。）として実施

する。

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。

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

研究者が継続的に研究を実施
できるよう、迅速な審査を実施
していることは高く評価でき

的萌芽研究、若手研究、研

究活動スタート支援、奨励 ・科研費事業の審査の公正

社会への還元・普及活動を

行う。

性を秘める種が芽吹くの

を促し、重厚な知的蓄積が
でも高い評価であるが、制
度改善に繋げる方策を検
討するためにも、より一層
の研究者の意見をくみ取
る方策の更なる検討が求
められる【JSPS 部会 25 年
度評価（全体）】

究成果公開促進費、特別研

究員奨励費、特定奨励費の

交付業務及び平成２８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、特別研究促進費、特定

奨励費を除く。）を行う。

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

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

科学研究費委員会にお ・学術システム研究センタ

性については、研究者の間

研究、特別研究促進費、研

学術研究の助成は、科学

図られるよう助成の在り

価】

成果の適切な把握に努め、 領域研究、基盤研究、挑戦

会の発展に寄与する可能

る。

明性の高い仕組みとなってい

共同研究加速基金のうち「国際

平成 27 年度に創設された国際

えている。
の検証等を行うなど、公正で透

正な審査の体制を積極的に整
に約 38 万件にも及ぶ審査結果

改善を図るなど、より公平で公

査がより健全に機能するよう

アレビューによる科研費の審

画面に表示することにより、ピ

いて」を手引及び審査システム

助成事業（科研費）の審査につ

ての姿勢を示した「科学研究費

応募者が審査に臨むに当たっ

科研費の審査より、審査委員と

また、新たに、平成 28 年度

通知した。

審査委員名の公開、審査終了後

開示、審査委員の任期終了後に

さらに、審査結果の応募者への

る。

等の実施が必要な研究課題）、

特別推進研究などヒアリング

る。【JSPS 部会 25 年度評

は、特別推進研究、新学術

に業務を行う。また、研究

究から将来の学問及び社

日に交付内定を通知し（残りは

る目配りを行うよう努め

トの研究課題について、４月１

について 4 月 1 日に交付内定を

平成２７年度において

は、少数意見の妥当性に係

が円滑に実施できるよう

担に基づき業務を行う。

ともに、研究者の研究活動

の発展に寄与する。

新規応募課題のうち、約 98％
募課題のうち、約 98 パーセン

りに審査を実施し、科研費では

けている中においても、計画通

さらに、応募件数が増加し続

されている。

査結果の総括等）が着実に実施

データベースの大幅な拡充、審

査の質的充実、審査委員候補者

る。一方、科研費では、新規応

センターにより確認されてい

ることがグローバル学術情報

は短くても 10 ヶ月程度を要す

プロジェクト開始までの期間

所（NIH）では申請書提出から

また、独創的な基礎的研

省が定める事業実施にお

その際、公正で透明性のあ

究基盤の充実及び創造的

＜評価の視点＞
で優れた学術研究の格段 る審査・評価を実施すると ける基本的考え方・役割分 ・ 審査の検証に当たって

科研費事業は、文部科学

に つい て質の 高 い成果

助成事業（以下「科研費事

独創的かつ多様な基礎的

会科学、自然科学の各学問

透明性、信頼性

なっており、米国国立衛生研究

 審査・評価の公正さ、

費委員会や小委員会の開催、審

決定通知までを 6 ヶ月以内に実
施した比率は 76 パーセントと

画に記載されている事項（科研

では申請書の提出から採否の

なお、米国国立科学財団（NSF） ・審査業務については、中期計

外部評価において

い助成を行うことにより、 う。）により、科学研究費

業（以下「基金事業」とい



学術研究の助成は、科学 ・中期計画における「達成

言えることから評定を A とす

れた研究課題を選定している。 る。

（専門家による審査）により優

ペースで実績を上げていると

って履行し、中期目標を上回る

いう短期間で 6,000 名以上にも
及ぶ審査委員がピアレビュー

の理由により、中期計画を上回

て、11 月から 3 月の約 5 ヶ月と

い審査・評価を実施すると

平成 27 年度における中期計

＜評定に至った理由＞

評定

外部評価委員による評価

用して、公正で透明性の高 ・着実かつ効率的な運営に

・科研費の審査は、9 万件以上

【総論】

自己点検評価

画の実施状況については、下記
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上げた。

中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の実績を

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、 評定

業務実績

の膨大な応募研究課題につい

の創造に向け、人文学、社

学術研究に対する幅広

より、中期計画の項目（達

研究センターの機能を活

想と研究の多様性、長期的

① 世界レベルの多様な知

初内定件数）

＜その他の指標＞

展するよう、学術システム

として、研究者の自由な発

想と研究の多様性、長期的

学術研究が効果的に進 ・科研費の新規採択件数（当

として、研究者の自由な発

＜主な定量的指標＞

(1)学術研究の助成

学術研究を支援する我

が国唯一の資金配分機関

主な評価指標

年度計画

学術研究を支援する我

中期計画

が国唯一の資金配分機関

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価
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術振興会が行う科学研究費助成事業の審査の基本的
考え方」を踏まえ、「科学研究費助成事業における審

しや審査結果・進ちょく評
価結果に関する他機関と
の情報提供を通じた事業

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・ の効率的な遂行を実現し

評価システムの構築を行

特に、学術研究助成基金

事業については、学術研究

助成基金を設け、文部科学

大臣が財務大臣と協議し

て定める基金運用方針に

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。

的、効率的な研究助成を実

施する観点から研究種目 ・平成 28 年度の新規応募研究課題（基盤研究（A・B・ 滑に審査を実施していること
を継続的に見直している
か。【事務・事業の見直し
／勧告の方向性／JSPS 部

催して、文部科学省科学技

術・学術審議会が示す「審

な使用を可能とするなど、 査の基本的考え方」を踏ま

え、必要に応じて「科学研

金の多年度にわたる柔軟

研究計画等の進捗状況に

応じて弾力的に運用する。 究費助成事業における審

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

について不断の見直し等を行
っている。

45 件について、平成 27 年 11 月の応募締切後、平成 2

度科研費の審査より、審査委員
と応募者が審査に臨むに当た

770 名）の二段階によるピアレビューを実施し、約 2
6,000 件の採択を行った。なお、前年度から応募研究

科学研究費委員会を置く。 れた研究課題の審査を行

費助成事業（科研費）の審査に
ついて」を手引及び審査システ
ム画面に表示することにより、
ピアレビューによる科研費の

設分野研究の審査と並行して行っているにもかかわ
らず、4 月当初から研究を開始することが可能となる
よう審査を行い、前年どおり平成 28 年 4 月 1 日に交
付内定通知を発出した。また、国際共同研究加速基金

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

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

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。

査の検証を行うとともに、

を行っている新学術領域

研究、特別研究促進費及び ・ 研究費の不合理な重複

及び過度の集中を排除す

・ 文部科学省が直接業務

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

研究成果公開促進費の振

・ 審査の手引の作成や審

を踏まえて決定する。

本学術振興会法（平成十四

23

整えた。

を決定することとし、より公平で公正な審査の体制を

妥当なものであるかを小委員会全体で議論の上、採否

公正な審査の体制を積極的に
合には、審査グループから理由書を徴し、その判断が

得て実施する。

示す審査の基本的考え方

について、独立行政法人日

審査結果を総括する。

う改善を図るなど、より公平で
・合議審査において、書面審査の結果を大幅に覆す場

の研究員の幅広い参画を

省科学技術・学術審議会が

究成果公開促進費（国際情報発

また、評価業務についても、
「研

整えている。

審査がより健全に機能するよ

（帰国発展研究）については平成 28 年 3 月 24 日に交
付内定通知を発出した。

術システム研究センター

の審査方針等を、文部科学

学術研究助成基金事業

っての姿勢を示した「科学研究

課題が約 3,000 件増加する中においても、後述する特

手続きに関する業務は、文 ・ 審査委員の選考につい

て、審査委員候補者データ

・ 科研費事業の交付等の

業務を行っている新学術

う。

審査では、例えば、平成 28 年

査（審査委員約 5,700 名）及び合議審査（審査委員約

小委員会を開催し、応募さ

見を有する者で構成する

て実施する。

また、文部科学省が直接

7 年 12 月上旬から平成 28 年 3 月中旬にかけて書面審

また、配分審査のための

学術研究に対する高い識

事業（科研費事業）」とし

あるため「科学研究費助成

研究評価等を行うために、 を改正する。

＜その他事項＞

及び改善方策＞

＜指摘事項、業務運営上の課題

達成しており、評価できる。

ては、いずれにおいても目標を

た、「達成すべき成果」につい

動は極めて高く評価される。ま

活動を行っており、これらの活

速性について極めて質の高い
いても、審査・評価、それぞれ

同研究加速基金（帰国発展研究）の新規応募研究課題

一体的に運用する必要が ・ 科研費事業の配分審査、 査及び評価に関する規程」 会 2 期評価】

正さ､透明性、信頼性および迅

以上のように、審査・評価の公

データベース〕）約 96,000 件と平成 27 年度の国際共

さらに、このような状況下にお

は高く評価できる。

善に取り組んでいる。

価を実施するなど、積極的に改

導入し、ヒアリング等による評

化）」についても、中間評価を

公開促進費（国際情報発信強

さらに、新たに、「研究成果

等）が着実に実施されている。

る、追跡調査等による成果把握

の検討、大型の研究課題に対す

び研究成果公開促進費〔研究成果公開発表、学術図書、

C）、挑戦的萌芽研究、若手研究（A・B）、奨励研究及

定し、迅速に規程等を整備し円

委員会において審査要項を決

金の特性を活かし、研究資

研究課題の審査を行った。

る。その際、助成対象とな

に立ち上げた国際科学研究費

査のための小委員会を延べ 112 回開催し、応募された

り化の検討を含め、効果

共同研究強化」について、新た

査及び評価に関する規程」を改正した。また、配分審

の整合性に配慮しつつ、基 ・ 科学研究費委員会を開

の検討状況を踏まえ、大括

省の科学技術・学術審議会

効果的に、確実に実施す

審査業務

共同研究加速基金のうち「国際

平成 27 年度に創設された国際

審査を実施している。

・10 月 6 日に科学研究費委員会を開催し、文部科学

機能を充実させるための方策

加）しているが、例年どおりに

（審査業務）

画に記載されている事項（評価

加（平成 28 年度の科研費は平
成 27 年度に比べ約 3,000 件増

科学研究費補助金事業と

（ⅰ）

従って実施する。その際、 う。

ているか。また、文部科学

滑に審査を実施している。

定し、迅速に規程等を整備し円

なお、近年応募研究課題数が増 ・評価業務については、中期計

性を確保しつつ、適正かつ

は、国の事業としての一体

これらの事業について

省科学技術・学術審議会が示す「独立行政法人日本学

学省との役割分担の見直

滞りなく確実に実施する。 づき、学術システム研究セ

前年度までの経験に基 ・事業遂行に関する文部科
■ 審査業務

運用方針に基づき、学術研

【審査・評価の充実】

担に基づき、以下により、

臣と協議して定める基金

審査・評価の充実

①

ける基本的考え方・役割分

け、文部科学大臣が財務大

年度評価／勧告の方向性】

る。

省が定める事業実施にお

検討する。【JSPS 部会 24

考え方を踏まえて決定す

「学術研究助成基金」を設

度を構築している。

充実させるための方策を

議会が示す審査の基本的

て実施する。

充てるために国から別途

科研費事業は、文部科学

適切な、他に類を見ない審査制

力抑制しつつ、評価機能を

部科学省科学技術・学術審

研費事業」という。）とし

成の一部に要する費用に

交付される補助金により

に立ち上げた国際科学研究費

題を迅速に審査する公正かつ

員及びコストの増大を極

８年度の審査方針等を、文

研究費助成事業（以下「科

することに加えて、研究助

委員会において審査要項を決

共同研究強化」について、新た
このように、膨大な応募研究課

ー等の機能を活用して、人

いて、科研費事業の平成２

求められることから、科学

費補助金を研究者に交付

36
を実施している。

査と合議審査を同じ審査委員が実施する審査方式の
試行的取組を進めた。

ともに、府省共通研究開発

管理システム（e-Rad）を

ター等の機能を活用し、研

同基金の執行状況及び成

果等について検討を加え、 究者ニーズ及び諸外国の

度の高い業務を実施しつつ、不
断の見直しをしており、高く評

え、当該委員会において 9 月 25 日に「科学研究費助

成事業「国際共同研究加速基金（国際共同研究強化）」 価できると考える。
審査要項」を決定後、9 月 25 日に即日公表し、平成 2
7 年度の新規応募研究課題 1,089 件について、平成 2

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。

り一層の改善として、若手研究

を実施し、358 件の採択を行い、平成 28 年 1 月 29 日
に交付内定通知を発出した。

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。

議に比重を置く方式とするな
ど、「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」の改正がなされている。

・審査委員の選考に当たっては、学術システム研究セ
ンター研究員が審査委員候補者データベース（平成 2
7 年度において約 5,200 名の新規登録者を加えること
により登録者数を約 86,300 名に充実）を活用し、専

研究課題が約 3,000 件増加して
いる中でも着実に実施し、前年
度どおりのスケジュールで交
付内定通知を発出している。

メントを付した審査委員の選考を行うなど前年度の
審査を検証（※）した上で選考した。
※平成２７年度科研費の審査の検証
実施時期：平成 27 年 4 月～5 月

臨むに当たっての姿勢を示し
た「科学研究費助成事業（科研
費）の審査について」を手引及

・審査を担当する審査委員の公平かつ公正な審査に資
するため、審査の手引を作成した。平成 28 年度科研
費の審査より、審査委員と応募者が審査に臨むに当た
24

っての姿勢を示した「科学研究費助成事業（科研費） び審査システム画面に表示す

り、審査委員と応募者が審査に
（審査の手引の作成及び審査の検証）

・平成 28 年度科研費の審査よ

112 回開催し、前年度から応募

査に問題があった審査委員の特定や有意義な審査コ

実施件数：約３８万件

・配分審査のための小委員会を

は、学術システム研究センターの研究員によって、審

門的見地から適切な審査委員を選考した。具体的に

査において小委員会全体の合

（審査委員の選考）

（Ｂ）の複数細目課題の合議審

名。小委員会に設定した審査グループを 13 回開催） ・応募課題本来の目的をくみ取
れるような審査方式等へのよ

7 年 10 月下旬から平成 28 年 1 月中旬にかけて同じ審
査委員による書面審査及び合議審査（審査委員約 100

審査の手引の作成や審査

【各業務に対する個別の評価】

行を並行して行うという、難易

(i) 審査業務
科学研究費助成事業の審査の基本的考え方」を踏ま

行いつつ、新たな審査方式の試

提供する。

構築を行う。

科学研究費委員会を年

件増加）を公正に審査し迅速に

学研究費委員会を立ち上げ、文部科学省科学技術・学

配分機関に対して迅速に

高い審査・評価システムの
術審議会が示す「独立行政法人日本学術振興会が行う

（応募件数も対前年度約 3,000

うち「国際共同研究強化」については、新たに国際科

結果を他の競争的資金の

審査委員の選考、透明性の

な見直しを行う。

評価は、膨大な応募研究課題
・平成 27 年度に創設された国際共同研究加速基金の

・ e-Rad を通じ、審査

状況等を踏まえて、公正な

その結果に基づいて必要

活用する。

以上のとおり、科研費の審査・

入し、ヒアリング等による評価

応募 1,086 件、採択件数 155 件）において、書面審

れた他の研究費への応

募・採択状況を確認すると

① 審査・評価の充実

学術システム研究セン

なお、学術研究助成基金

の運用開始後 5 年以内に、

年度から中間評価を新たに導

応じ、体制の整備を図る。 て、研究計画調書に記載さ

研究事業とする。
・基盤研究（B・C）（特設分野研究）（平成 27 年度

信強化）」についても、平成 27

るため、合議審査におい

興会への一元化の進展に

は、基金運用方針に定める
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よる科研費の審査がより健全
に機能するよう改善を図るな
ど、より公平で公正な審査の体
制を積極的に整えている。

することにより、ピアレビューによる科研費の審査が
より健全に機能するよう改善を図った。
・学術システム研究センターにおいて行った審査の検
証（※）の結果に基づき、第二段審査（合議審査）に

の新規登録者数を着実に充実
するとともに（登録者総数を
86,300 名（対前年度 6.5%増））
、
前年度の審査を検証した上で、
学術システム研究センター研
究員の参画を得て、適切な審査
委員を選考している。
・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
書面審査委員の選考・表彰を行
っている。また、検証の結果見
られた傾向を書面審査委員に
対して通知することは審査の
質や公正性の向上に役立って
いる。

とともに、検証の結果の内容（利害関係にあると思わ
れる研究者の研究課題を審査していたケースや、具体
性がなく定型的、あるいは未記入（19 名）であるな
ど、総合評点を付した理由が分かりにくい審査意見の
記載も見受けられた旨）をすべての第一段審査委員に
対して通知し、該当者には次年度以降の審査の改善を
求めた。
ている研究課題については、第二段審査において慎重
に審議するよう審査委員に依頼するなど、公正な審査
が行われるよう努めている。さらに、学術システム研
究センターで行う審査の検証時においても、同一の研
究課題の審査を行っている他の審査委員と大きく異
なる評価をしているケースなどについて、評点の適切
性についても検証しており、少数意見の妥当性に係る
目配りを行っている。

学研究費委員会において、平成

の配分機関に対して迅速に提
供している。

ための取組）
・研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除するた
25

の審査結果を他の競争的資金
（研究費の不合理な重複及び過度の集中を排除する

また、e-Rad を通じて、科研費

況について確認を行っている。

https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/14_kouho/meib
o.html

活用し、研究者の応募・採択状

認するとともに、更に e-Rad を

研究費への応募・採択状況を確

究計画調書に記載された他の

度の集中を排除するために、研

・研究費の不合理な重複及び過

括を計画通り行っている。

●審査委員名簿

insa/data/h27/h27_shinsa_soukatsu.pdf

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/01_seido/03_sh

●「審査に係る総括」

審査システムの構築を図った。

審査終了後にホームページ上で公表し、透明性の高い

ムページで公表した。また、審査委員名簿についても、 27 年度科研費の審査結果の総

い、文部科学省の審議会においても報告した後、ホー

会において平成 27 年度科研費の審査結果の総括を行 ・6 月及び 10 月に開催された科

なお、6 月及び 10 月に開催された科学研究費委員

また、審査に当たって第一段審査結果の評点が割れ

・審査委員候補者データベース

査）の審査委員（189 名）を選考し 11 月に表彰する

とって有意義な審査意見を付した第一段審査（書面審

ることにより、ピアレビューに

の審査について」を手引及び審査システム画面に表示

38
れまでの研究成果、研究組織の適切性、研究費の使用、 の研究進捗評価及び研究成果

配分審査においても活用され
ている。

ージにおいて広く公開されて

るとともに、他の競争的資金の配分機関（JST）に情
報を提供した。加えて、研究進捗評価結果を平成 28
年度科研費の配分審査に活用した。

（追跡評価の実施）

・特別推進研究について、科学研究費委員会において、 についても、適切に実施される

に提供するとともにホームペ

研究目的の達成見込みといった当該研究課題の研究

研究終了後 5 年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、平成 28 年 1 月 15 日にホームペ
ージに広く公開するとともに、他の競争的資金の配分
機関（JST）に提供した。
●研究進捗評価・追跡評価の実施状況

目に応じて行うとともに、 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

く公開するとともに、JST

に情報を提供する。

・

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と

ともに、JST に情報を提供

する。

・

（国際情報発信強化）の中

間評価の実施

研究成果公開促進費（国際

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。

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。

課題に係る中間評価を行

情報発信強化）の継続事業

研究成果公開促進費

追跡評価の実施
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審査・
評価第
一部会

部会名

特別推
進研究

研究種
目

研究進捗評価

研究進捗評
価・追跡評価
の別の内容
研究進捗評価
（現地調査）

委員会
開催実
績
H27 年 6
～9 月
H27 年 8
～9 月

18 件

15 件

実施
課題
数

の後に科研費へ応募する際の

いる。

他の競争的資金配分機関（JST）

とともに、評価結果についても

・「特別推進研究」の追跡評価

また、評価を受けた研究者がそ

は、平成 28 年 1 月 15 日にホームページに広く公開す

において広く公開されており、

供するとともにホームページ

争的資金配分機関（JST）に提

る。評価結果については他の競

の検証は適切に実施されてい

（S）」及び、
「若手研究（S）」、

なお、研究進捗評価及び研究成果の検証結果について

行った。

進捗評価（118 件）、及び研究成果の検証（100 件）を

ため、現地調査・ヒアリング・書面・合議による研究

の進捗状況を把握し、当該研究の今後の発展に資する

盤研究（S）」及び、「若手研究（S）」については、こ

・「特別推進研究」、「基盤研究

（Ｓ）及び若手研究（Ｓ）

しつつ、それぞれの研究種

＜根拠＞

な観点も考慮して適切に

・科学研究費委員会において、「特別推進研究」
、「基

（研究進捗評価の実施）

特別推進研究、基盤研究

コストの増大を極力抑制

じて、長期的観点や国際的

■ 評価業務

・

評価については、人員及び

それぞれの研究種目に応

研究進捗評価の実施

(ii)評価業務

③ 審査・評価については、 (ii) 評価業務

機関に対して迅速に提供した。

力した。これにより審査結果を他の競争的資金の配分

・科研費の審査結果について、4 月下旬に e-Rad に入

状況について審査委員に情報提供を行った。

し、応募している研究者の他の研究費への応募・採択

ともに、審査委員からの要請に基づき、e-Rad を活用

の研究費への応募・採択状況を審査委員が確認すると

め、合議審査において、研究計画調書に記載された他

39

４．その他参考情報

特になし

評価方策の検討

を検討する。

を充実させるための方策

極力抑制しつつ、評価機能

人員及びコストの増大を

ター等の機能を活用して、

学術システム研究セン

・

う。

若手研
究（S）

基盤研
究（S）

研究進捗評価
（検証）

研究進捗評価
（検証）

研究進捗評価

計

H27 年 7
～9 月

H27 年 8
～9 月
H27 年 8
～9 月
H27 年 8
～9 月
H27 年 7
～9 月

233 件

3件

84 件

85 件

15 件

13 件

27

ている。

らの意見などを踏まえて次年度の評価方策を検討し

ググループ等において評価制度に対する審査委員か

の機能を活用し、月に 1 回開催される科研費ワーキン

・科研費制度については、学術システム研究センター

（評価方策の検討）

導入しヒアリング等による評価を実施した。

の課題について、平成 27 年度より新たに中間評価を

5 年間の内約を行った継続事業課題について、3 年目

・研究成果公開促進費（国際情報発信強化）のうち、

（中間評価の実施）

・基盤研究（S）
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/12_kiban/cg_hyouk
a27.html
・若手研究（S）
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/23_startup_s/hyou
ka27/shinchoku_hyouka27.html

・特別推進研究
http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/25_tokusui/hyouka
_27.html

審査・
評価第
二部会

追跡評価

研究進捗評価
（検証）

る。

査方式についても試行してい

同一の審査委員が実施する審

方法や書面審査と合議審査を

研究種目によって異なる審査

・評価機能を充実させるために

る評価を実施した。

価を導入しヒアリング等によ

平成 27 年度より新たに中間評

情報発信強化）」についても、

・「研究成果公開促進費（国際
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②

助成業務の円滑な実施

２ 世界レベルの多様な知の創造
（１）学術研究の助成

科学研究費補助金事業

前年同以上

大学等の研究機関等

4.9

5.2

74 回

H25

5.3

71 回

H26

5.4

61 回

H27

H28

H29

7.2

7.3

7.3

7.4

し、それを 0.0～10.0 に指数化したもの。5.5 以上で「状況に問題はない」とされる。なお、

当該調査が開始された平成 23 年度以降、常に一番指数が高い値の項目である。

う質問に対する調査

結果（指数）

28

指数は、大学に所属する研究者に対し、科研費の使いやすさ等について 6 段階評価で質問

策研究所）

※出典：
「科学技術の状況に係る総合的意識調査」
（定点調査）
（文部科学省科学技術・学術政

前年同以上

調査が開始された平成 23 年度以降、最も指数のプラス変化が大きい項目である。

それを 0.0～10.0 に指数化したもの。4.5 以上で「ほぼ問題はない」とされる。なお、当該

指数は、大学に所属する研究者に対し、科研費の使いやすさについて 6 段階評価で質問し、

策研究所）

※出典：
「科学技術の状況に係る総合的意識調査」
（定点調査）
（文部科学省科学技術・学術政

65 回

間最終年度値

役立っているか」とい

率的に実施するのに

研究開発を効果的・効

「研究費の基金化は

る調査結果（指数）

使いやすさ」に関す

業における研究費の

「科学研究費助成事

数

前年同以上

達成目標

前中期目標期

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html

従事人員数

決算額（千円）

H26

H27

51

51

48

229,827,591 228,596,124 221,152,078

H25

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
H29

注）決算額は支出額を記載。

H28

や学術研究の推進に非常に重要な役割を担うものとされている。
難易度：「高」約 8 万件に及ぶ交付業務を行いつつ、それに加えて、平成 27 年度に創設された国際共同研究加速基金の交付においても研究者にとって柔軟な運用ができるよう
配慮した新たな仕組みの構築及び円滑な交付の実施を行う、という非常に難易度の高い業務に従事している。）

指標等（実績値）

への事業説明会開催

業レビュー

関連する政策評価・行政事

「科学技術基本計画」における「独創的で多様な基礎研究の強化」の達成に向け、当法人における科学研究費助成事業は主要な役割を果たしている。また、
「科
重要度：
「高」
（
学技術イノベーション総合戦略 2015」において「研究者の内在的動機に基づき独創的で質の高い多様な成果を生み出す学術研究と、政策的な戦略や要請に基づく戦略的な基
礎研究のバランスを取りながら推進することに留意しながら、特に、我が国の学術研究を支える最も基礎的な競争的資金である科学研究費助成事業（中略）のさらなる改革・
強化に取り組むことが重要である」とされるとともに、
「日本再興戦略改訂 2015」においても「科学研究費助成事業について、審査分野等の基本的構造の見直しを進め、挑戦
性・融合性等を強化しながら、多様で独創的な学術研究に、裾野広く一定程度腰を据えた研究資金の配分を行う」とされていることなどからも、我が国の科学技術・学術政策

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

参考 URL

度

当該項目の重要度、難易

当該事業実施に係る根 独立行政法人日本学術振興会法第 15 条 業務に関連する政策・施策
拠（個別法条文など）

Ⅰ―２－１（２）

１．当事務及び事業に関する基本情報
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省略

法人の業務実績・自己点検評価

【総論】

A

A

用設備の購入も可能とするな
ど、常に他の競争的資金制度に

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。

査結果（指数）
（※出典：「科学技術の状
況に係る総合的意識調査」
（定点調査）
）

究者等が迅速に入手でき

るようにする（外国人研究

者の利便性向上を図るた

めの英語版の公募要領等

の作成を含む）。

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

いるか。

公表する。

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、 運用を行っている証左である ・科学技術・学術政策研究所の
奨励研究、研究成果公開促進費（研究成果公開発

に つい て質の 高 い成果
（内容）であるとの評価
を得る。

務を迅速に行う。また、平

成２６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２

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

評価はこれまでの科研費制度

た。

29

おり、高く評価できると考え

が、学術研究の更なる発展を図
るべく不断の見直しを行って

交付内定日

た特別推進研究について、

研究種目

債務負担行為が導入され

て状況の確認を行う。国庫

状況報告書の提出を受け

に行う。

果的な助成制度となっている

を踏まえた、非常に効率的・効

際共同研究強化・国際活動支援班）

業の課題については実施

果の開示は、4 月下旬まで

●交付内定通知の日程

費の使いやすさ」についての質
点においても、学術研究の特性

究促進費、特定奨励費、国際共同研究加速基金（国

７年度に継続する基金事

められる。

を上回る成果が見られると認

から 5.4 に向上しており、所期

終年度（平成 24 年度）の 4.9

問では、指数が前期中期目標最

成事業（科研費）における研究

＜評価の視点＞

以上のとおり、科研費は、現時

調査によると、「科学研究費助

実に実施されている。

書、データベース）、特別研究員奨励費、特別研

と言える。

が競争的資金として弾力的な

件数が増加している中でも着

表、国際情報発信強化、学術定期刊行物、学術図

円滑な実施

７年度課題に係る交付業

旬までに行うこと等）が、応募

よう早期交付に努める。特

項目となっている。このような

に基づき、下記の研究種目の交付業務を迅速に行っ

 募集業務・交付業務の

こと、審査結果の開示を４月下

らの通知に基づき、平成２

を抜いて一番指数が高い値の

研費が有効に活用される

究費委員会等の審査結果及び文部科学省からの通知

外部評価において



の通知を４月上旬までに行う

査結果及び文部科学省か

れた平成 23 年度以降、常に群

業の特性に配慮しつつ、科

費の基金化」が、調査が開始さ

・平成 27 年度科学研究費助成事業について、科学研

は適切か。

画に記載されている事項（採否

科学研究費委員会の審

■ 交付業務

すべき成果」に向けた取組

きい項目となり、また、「研究

降、最も指数のプラス変化が大 ・交付業務については、中期計

補助金事業及び基金事

(ii) 交付業務

査が開始された平成 23 年度以

る業務の実績が得られて

方針等を決定後、速やかに

(ii) 交付業務

「科研費の使いやすさ」が、調

13 日に速やかに公表した。

成すべき成果を除く）に係

究費委員会において審査

に公表する。

・中期計画における「達成

に加え、引き続き、英語版の公
術政策研究所の調査において、 募要領を作成し、外国人研究者

学研究費委員会において審査方針等を決定後、10 月

より、中期計画の項目（達

を確認できるよう、科学研

を決定し、10 月上旬まで

の利便性を高めている。

が着実に実施されていること
その結果として、科学技術・学

が審査方針等の内容を確認できるよう 10 月 6 日に科

や様式、審査方針等の公表等）

項（ホームページへの公募情報

中期計画に記載されている事

者等が審査方針等の内容 ・着実かつ効率的な運営に

図ってきた。

の効率化、研究者の負担軽減を

の研究活動の活性化や研究費

先がけて制度改善を行い、多く ・募集業務（公募）については、

から評定を A とする。

員会において審査方針等

・11 月上旬の基盤研究等の応募受付期限前に研究者等

は複数の科研費による共同利

も同時に作成し、併せてホームページで公表すること

か」という質問に対する調

計画調書の様式などを研

表するとともに、研究計画

＜その他の指標＞

実績を上げ（質的に顕著な成果

導入したほか、平成 24 年度に

の日本語版の公募要領等に加え、英語版の公募要領等

施するのに役立っている

ページにより公表し、研究

るホームページにより公

また、応募受付前に研究

し、中期目標を上回るペースで

年度から一部種目に基金化を

・平成 28 年度公募に関する情報について、9 月作成

開発を効果的・効率的に実

いて、科研費事業のホーム

いては、科研費事業に関す

できるよう、科学研究費委

的及び質的に）上回って履行

ており、これまでも、平成 23

■ 募集業務（公募）

・「研究費の基金化は研究

が得られ）ていると言えること

の理由により、中期計画を（量

課題を含め、約 8 万件を支援し

【助成業務の円滑な実施】

する調査結果（指数）

公募に関する情報につ

画の実施状況については、下記

平成 27 年度における中期計

＜評定に至った理由＞

評定

外部評価委員による評価

(i) 募集業務（公募）

・科学研究費助成事業は、継続

上げた。

事業説明会開催数
・科研費の使いやすさに関

＜根拠＞

自己点検評価

中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の実績を

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、 評定

業務実績

・大学等の研究機関等への

＜主な定量的指標＞

主な評価指標

公募に関する情報につ

(i) 募集業務（公募）

② 助成業務の円滑な実施

② 助成業務の円滑な実施

＜Ⅰ―２－１（１）と共通

＞

年度計画

中期計画

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価
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6 月 29 日

新学術領域研究の新規の研究領域

も受け付ける。

については、英文での提出

3 月 24 日

1 月 29 日

11 月 9 日

る。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

設定している研究活動スタート支援等を除き、基盤研
究、挑戦的萌芽研究、若手研究の不採択となった応募

30

者のうち希望者に対し、総合評点、おおよその順位、 目についても、交付業務を迅速
評定要素毎の平均点、不十分と評価された項目など第 に行っている。また、平成 27

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

＜その他事項＞
・ヒアリングを実施するなど研究種目にふさわしい審 ・科学研究費委員会の審査結果
査を実施している特別推進研究や基盤研究（S）、新し に基づき、大部分の研究種目に
（B・C）（特設分野研究）、公募・審査の時期を別途

及び改善方策＞
期が異なる」などの種目である。

い審査方式の試行的な取組を行っている基盤研究

＜指摘事項、業務運営上の課題

「ヒアリング審査等を行っている」「公募や応募の時

価できる。

いても目標を達成しており、評

成果」については、いずれにお

価できる。また、「達成すべき

これらの活動は、極めて高く評

業務の円滑な実施について、質

以上のとおり、募集業務・交付

る。

正しい理解の促進を図ってい

会を全国各地で開催し、制度の

を対象に、実務担当者向け説明

タートさせたばかりの研究者

関の事務職員や研究活動をス

き続き、科研費に携わる研究機

に実施していることに加え、引

明会や公募要領説明会を着実

・中期計画にある科研費事業説

を実施している。

速に行うとともに、円滑な交付

用ルールや様式等の整備を迅

運用ができるよう配慮した使

いても、研究者にとって柔軟な

の高い業務実績を上げており、

る。

しており、透明性を確保してい

認できるように速やかに公表

査方針を決定後、研究者等が確

科学研究費委員会を開催し、審

・応募受付期限の約 1 ヶ月前に

上を着実に図っている。

者が応募する際の利便性の向

関に所属している外国人研究

し公表しており、日本の研究機

え、英語版の公募要領等も作成

・日本語版の公募要領等に加

11 月 6 日

※4 月上旬より後に交付内定通知を発している種目は

国際共同研究加速基金（帰国発展研究）

国際共同研究加速基金（国際共同研究強
化）

特別研究員奨励費の新規研究課題

国際共同研究加速基金（国際活動支援
班）

た課題に係る実績報告書

基金について、3 つの各プログ

創設された国際共同研究加速

・平成 27 年度科研費から制度

【各業務に対する個別の評価】 ラムの交付に係る仕組みにつ

る。

10 月 9 日

8 月 28 日

研究活動スタート支援の新規研究課題
特別研究員奨励費の新規研究課題

7 月 29 日

特別研究員奨励費の新規研究課題

7 月 10 日

5 月 29 日

基盤研究（S）の新規研究課題

基盤研究（Ｂ・Ｃ）
「特設分野研究」の
新規研究課題

4 月 28 日

4 月 24 日

4 月 15 日

4月1日

特別推進研究の新規研究課題

特別研究員奨励費の新規研究課題及び
継続研究課題

・研究成果公開促進費（国際情報発信強
化）の新規事業課題

・基盤研究（A・B・C）
、挑戦的萌芽研
究、若手研究の新規研究課題及び継続研
究課題、新学術領域研究の継続の研究領
域に係る新規研究課題及び継続研究課
題
・基盤研究（S）、研究活動スタート支
援及び特定奨励費の継続研究課題
・研究成果公開促進費（研究成果公開発
表、学術定期刊行物、学術図書、データ
ベース）の新規事業課題及び継続事業課
題
・研究成果公開促進費（国際情報発信強
化）の継続事業課題
・奨励研究の新規研究課題

年度に補助事業が終了し

交付申請書及び平成２６

・平成２７年度課題に係る

行う。

に応じた弾力的な運用を

て研究計画等の進捗状況

使用や次年度使用につい

活用した研究費の前倒し

設けられた調整金の枠を

また、科研費事業の中に

する。

は４月中に研究費を送金

基金事業の課題に対して

・平成２７年度に継続する

行う。

ムにより、４月下旬までに

の開示は、電子申請システ

・応募者に対する審査結果

月上旬までに行う。

・採否に関する通知は、４

認を行う。

書の提出を受けて額の確

課題については実績報告

平成２７年度に継続する

43

計画通り、4 月 24 日に電子申請
システムを活用して速やかに

に補助事業が終了した課題に係る実績報告書につい
ては、英文での提出も受け付けた。

38,000 件について状況の確認
を行っている。

14,600 件、平成 26 年度採択分約 19,800 件）につい
て状況の確認を行った。

の進捗状況に応じて弾力的に
研究費を使用できる調整金の
仕組みを構築、実施するのみで
なく、積極的な改善を行ってい
る。

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ついて次年度
使用を可能とする制度改革を行い、平成 27 年度はの
べ 149 件の研究課題の前倒し使用、171 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

やすさ」や「研究費の基金化は
研究開発を効果的・効率的に実
施するのに役立っているか」と
いう質問に対する指数が向上

ら毎年度実施している産学官の研究者・有識者を対象
に行っている定点調査（2015）において次のような結
果が出た。
「科研費における研究費の使いやすさ（例えば入金の
31

時期、研究費の年度間繰越等）」についての質問では、 している。

調査において、「科研費の使い

・なお、科学技術・学術政策研究所が平成 23 年度か

・科学技術・学術政策研究所の

ついても研究者の研究計画等

・平成 25 年度から科学研究費補助金に「調整金」の

況に応じて弾力的に運用した。

・繰越事由に該当しない課題に

（制度改善による弾力的な運用）

実績報告書の提出を受け、額の確認を行った。

27 年度に継続する課題については、5 月 31 日までに

・国庫債務負担行為が導入された特別推進研究の平成

計画通り、5 月 31 日までに実施
状況報告書の提出を受け、約

受け、約 38,000 件（平成 23 年度採択分約 500 件、

ついては、5 月 31 日までに実施状況報告書の提出を
平成 24 年度採択分約 3,100 件、平成 25 年度採択分約

・平成 27 年度に継続した科研
費（基金分）の課題について、

・平成 27 年度に継続した科研費（基金分）の課題に

を行った。

を 5 月 31 日までに提出を受け、8 月 28 日に額の確定

る実績報告書（約 35,000 件（うち基金分約 18,000 件））

・平成 27 年度に提出された科学研究費助成事業に係

審査結果を開示している。

・大部分の研究種目について、

・平成 27 年度課題に係る交付申請書及び平成 26 年度

（実績報告書の提出、及び、額の確定及び状況の確認）

うに 4 月 10 日に送金を実施し
ている。

初から研究費を使用できるよ

た。

題について、計画通り、年度当

・平成 27 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 10 日に送金を行っ

年度に継続した基金事業の課

一段審査の結果について、平成 27 年 4 月 24 日に電子
申請システムを活用して開示を行った。

44
究加速基金（制度の趣旨は２（１）⑤で後述）の交付

ても、研究者にとって柔軟な運
用ができるよう配慮した使用
ルールや様式等の整備を迅速

計年度の違い等に配慮し、柔軟な取扱が可能となるよ
う基金により交付することとし、使用ルールの整備を
行った。

できる。

予期間（一年程度）を設けるとともに、補助事業が完

の利便性も考慮し、大学等の研

の正しい理解の促進を図って
り全国各地で実施し、基金化をはじめとする制度の改

32

図るため、初めて科研費に携わる研究機関の事務職員

のみに留まらず、科研費に携わ

・平成 27 年度は科研費に対する正しい理解の促進を ・事業説明会や公募要領説明会

より分かりやすいものに改善した。

催した際に寄せられた意見を踏まえ、事業説明資料を

その際、地域バランスに配慮するとともに、過去に開

善や公募の内容等に係る正しい理解の促進を図った。 いる。

業説明会を全国で実施し、制度
研究機関等からの要望に応じての実施（45 回）によ

学省との共同実施（8 回）、振興会の単独実施（8 回）、 究機関等に対する科研費の事

・文部科学省と共同し、参加者

■ 科研費事業説明会の実施
・大学等の研究機関等への事業説明について、文部科

度）を設けた。

の所属機関が決まるまで交付申請の猶予期間（一年程

また、「帰国発展研究」においては、採択後、国内

了したときに随時、実績報告書の提出を可能とした。

実施していることは高く評価

渡航先や所属機関との調整がつくまで交付申請の猶

例えば、
「国際共同研究強化」においては、採択後、 に行うとともに、円滑な交付を

ムの交付に係る仕組みについ

国際共同研究等を促進するため、日本と海外との会

金について、3 つの各プログラ

平成 27 年度科研費から制度創
設された国際共同研究加速基

■平成 27 年度科研費から制度創設された国際共同研

弾力的な運用を行った。

度使用率は全体の 78%以上）等の年度にとらわれない

約 1,000 件）や次年度使用（科研費（基金分）の次年

分）については、前倒し使用（平成 27 年度申請実績

※学術研究助成基金を基に執行している科研費（基金

から 7.4 に向上した。

するのに役立っているか」という質問については 7.2

「研究費の基金化は研究開発を効果的・効率的に実施

から 5.4 に向上した。

指数が前期中期目標最終年度（平成 24 年度）の 4.9
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特になし

４．その他参考情報

東海・北陸（名古屋大学） 7 月 15 日

の際、地域バランスに配慮

各地で行う。

修会を実施する。

して、全国各地で初任者研

ばかりの研究者を対象と

究活動をスタートさせた

研究機関の事務職員や研

33

九州・沖縄（久留米大学） 7 月 3 日

め、初めて科研費に携わる

しい理解の促進を図るた

7 月 14 日

中国・四国（香川大学） 7 月 8 日

また、科研費に対する正

近畿（大阪府立大学）

関東甲信越（明治大学） 7 月 10 日

しい理解の促進を図る。そ

ての実施などにより、全国

する。

関東甲信越（東京大学） 7 月 7 日

い、制度の改善等に係る正

究機関からの要望に応じ

7月9日

着実に図っている。

東北（福島大学）

どにより、全国各地で行

部科学省との共同実施、研

し、制度の正しい理解の促進を

7月6日

北海道（北海道大学）

の要望に応じての実施な

究機関への事業説明を、文

向け説明会を全国各地で開催

の研究者を対象に、実務担当者
日時

開催場所

の共同実施、研究機関から

を高めるため、大学等の研

【平成 27 年度実務担当者向け説明会開催実績】

事業説明を、文部科学省と

解を促進し、その支援効果

活動をスタートさせたばかり

大学等の研究機関への

に全国 8 カ所で実務担当者向け説明会を開催した。

実施

実施

科研費事業に対する理

る研究機関の事務職員や研究

や研究活動をスタートさせたばかりの研究者を対象

(iii) 科研費事業説明会の

(iii) 科研費事業説明会の
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２ 世界レベルの多様な知の創造
（１）学術研究の助成
③研究成果の適切な把握及び社会還元・普及
レビュー

関連する政策評価・行政事業

科学研究費助成事業

上

のダウンロード数

前年同数以

る研究成果報告書

前年同以上

「KAKEN」におけ

クセス回数

「KAKEN」へのア

指標等（実績値） 達成目標

606,591 回

約 4,494 千回

間最終年度値

前中期目標期

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

参考 URL

756,177 回

回

約 5,027 千

H25

777,671 回

回

約 4,260 千

H26

830,576 回

回

約 4,835 千

H27

H28

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html

H29

34

従事人員数

決算額（千円）

H26

H27

51

51

48

229,827,591 228,596,124 221,152,078

H25

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
H29

注）決算額は支出額を記載。

H28

学術政策や学術研究の推進に非常に重要な役割を担うものとされている。
こうした学術研究の推進に重要な役割を担っている科研費から生まれた成果を適切に把握・公開することは重要であり、
「科学技術イノベーション総合戦略 2015」においても
「科研費成果等を含むデータベースの構築等に取組、研究成果の一層の可視化と活用を図る」とされているところである。
）
難易度：
「高」（毎年度分提出される研究実績・実施状況報告書が計 7 万件以上、最終年度分が提出される研究成果報告書が 2 万件以上という膨大な件数について、研究者から
確実に提出させることを実現しつつ、それに加えて科学研究費助成事業データベース（KAKEN）について公的助成機関の各事業成果を横断的に検索できる仕組みの構築に向
け新しいシステムに移行する作業を進めるという非常に難易度の高い業務に従事している。
）

当該項目の重要度、難易 重要度：「高」（「科学技術基本計画」における「独創的で多様な基礎研究の強化」の達成に向け、当法人における科学研究費助成事業は主要な役割を果たしている。
また、
「科学技術イノベーション総合戦略 2015」において「研究者の内在的動機に基づき独創的で質の高い多様な成果を生み出す学術研究と、政策的な戦略や要請に基づく戦
度
略的な基礎研究のバランスを取りながら推進することに留意しながら、特に、我が国の学術研究を支える最も基礎的な競争的資金である科学研究費助成事業（中略）のさらな
る改革・強化に取り組むことが重要である」とされるとともに、
「日本再興戦略改訂 2015」においても「科学研究費助成事業について、審査分野等の基本的構造の見直しを進
め、挑戦性・融合性等を強化しながら、多様で独創的な学術研究に、裾野広く一定程度腰を据えた研究資金の配分を行う」とされていることなどからも、我が国の科学技術・

当該事業実施に係る根 独立行政法人日本学術振興会法第 15 条 業務に関連する政策・施
拠（個別法条文など）
策

Ⅰ―２－１（３）

１．当事務及び事業に関する基本情報
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を上回って履行し、中期目標

ホームページ等での公開）を
着実に実施しており、科研費
に関する情報発信や広報普及

KAKEN について、公的助成
機関の各事業成果を横断的に
検索できる仕組みの公共性の
高さに配慮し移行を進めたこ
とや、検索性の向上や研究サイ
クルの可視化といった改善点

を検討したことは評価できる。 いては、中期計画にある事項
（研究成果の適切な把握や、

会還元・普及については、

研究成果報告書のダウンロー
ド数が前年度の約 78 万件から
83 万件と約 5 万件増加（約 7％
増加）しており、また、KAKEN

■ 研究成果の把握・公表
科学研究費助成事業データベース（KAKEN）について、
NII 及び文部科学省と連携しつつ、公的助成機関の各事業
成果を横断的に検索できる仕組みの構築に向け、平成 28
年 4 月に新しいデータ入力機能を備えた新システムに移行
することとした。この際 NII 及び文部科学省と協議し、科
研費の成果を JST 戦略的創造研究推進事業に円滑に繋ぎ
イノベーションの素を発掘し育てる仕組みを強化すること
を視野に入れて新システムの設計を行うとともに、検索性
の向上や研究サイクルの可視化といった改善点を検討する
など、新システムへの移行に必要な検討を行った。

・「KAKEN」における研
究成果報告書のダウンロ
ード数
＜その他の指標＞
・着実かつ効率的な運営
により、中期計画の項目
（達成すべき成果を除
く）に係る業務の実績が
得られているか。
・中期計画における「達
成すべき成果」に向けた

平成２６年度に終了し

た研究課題の研究実績の

概要及び平成２６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。

限までに研究成果報告書

が提出されなかった場合

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。

速やかな提出を促す。

特段の理由がない場合は

を得る。

いることから、KAKEN を通

価できる。
・世界的に進んでいる「オー
プンアクセス」化の動向を踏

公募要領で推奨するとともにリーフレットを作成、
「実績報

「実績報告書（研究実績報告
ついて報告させるとともに、昨 ・

れた科研費論文数に占めるオープンアクセス化した（予定
35

今我が国の課題として提言さ

オープンアクセス化の状況に

※研究実績（実施状況）報告書で平成 27 年度中に報告さ
約 27.7%（約 4 万 6 千件）

書）」においては、

研究機関を通じて依頼した。

含む）論文数の割合

領で推奨するとともにリーフ
・「実績報告書（研究実績報告

オープンアクセス化の状況についても併せて報告するよう

書）」においては、オープンア

レットを作成している。

まえ、科研費としても公募要

告書（研究実績報告書）」で報告する科研費論文については、 トを作成している。

推奨するとともにリーフレッ

クセス」化の流れが 世界的に拡大していることを踏まえ、 え、科研費としても公募要領で

ンアクセス」化の動向を踏ま

の ＩＣＴ（情報通信技術）の発展に伴い、インターネット ・世界的に進んでいる「オープ
を通じて無料で自由に論文にアクセスできる「オープンア

及が着実に行われていると評

・
「研究成果の発信」に関し、現在、学術雑誌等では、近年

じた研究成果の社会還元・普

483 万件と約 34 万件増加して

450 万件から平成 27 年度は約

終年度（平成 24 年度）の約

34 万件増加（約 8%増加）している。

われていると評価できる。

へのアクセス回数は、前中期目標期間最終年度よりも、約

果の社会還元・普及が着実に行

よりも約 5 万件増加（約 7%増加）している。また、KAKEN

クセス回数も中期目標期間最

ており、また、KAKEN のア

（約 8%増加）していることか

（内容）であるとの評価
公開している研究成果報告書のダウンロード数は、昨年度

件から 83 万件と約 7％増加し
約 483 万件と約 34 万件増加

公開することとした。

ら、KAKEN を通じた研究成

ロード数が前年度の約 78 万
約 450 万件から平成 27 年度は

ついては、新システムへの移行作業が完了した後速やかに

究成果の情報発信

平成 27 年度において、KAKEN において PDF ファイルで

果、研究成果報告書のダウン

間最終年度（平成 24 年度）の

６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

 広く国民に向けた研
について質の高い成果

活動に積極的に取り組んだ結
のアクセス回数も中期目標期

・研究成果の適切な把握につ

を A とする。

ていると言えることから評定

を上回るペースで実績を上げ

２６年度に終了した研究課題の研究実績の概要及び平成２

また、速やかな移行作業の完了にも配慮した結果、平成

平成 27 年度における中期
計画の実施状況については、

外部評価において

＜評価の視点＞



には、その理由を確認し、 取組は適切か。

また、振興会が示す期

下記の理由により、中期計画

研究成果の適切な把握及び社

【研究成果の適切な把握及び社会還元・普及】

ス回数

(i) 研究成果の把握・公表

研究成果について適切に

A

＜評定に至った理由＞

評定

科研費事業の研究課題の

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、中
期計画通りに着実に推進した。特に、以下の実績を上げた。 【総論】

A

・「KAKEN」へのアクセ

握及び社会還元・普及

評定

＜主な定量的指標＞

③ 研究成果の適切な把

外部評価委員による評価

握

自己点検評価

③ 研究成果の適切な把

法人の業務実績・自己点検評価
業務実績

通＞

主な評価指標

＜Ⅰ―２－１（１）と共

年度計画

中期計画

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価
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特になし

４．その他参考情報

についても併せて報告させる

発と積極的な把握に取り組ん

て高く評価できる。また、
「達

全ての研究課題について提出

開方法を工夫している。また、
エッセイ「私と科研費」につい
ては、毎月 1 名、科研費による
助成を受けた研究者に執筆し
てもらいホームページで公開
するなど、科研費に関する継続
的な情報発信や広報普及活動

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。
●科研費 NEWS
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/22_letter/index.html
●私と科研費
https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/29_essay/index.html

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。

36

含めた国内の主な研究機関に情報提供している。

配布するとともに、ホー

ムページで公開する。

学術研究課題の最前線」を平成 27 年 12 月に作成するとと
もに、科研費ホームページで公開するとともに、ＪＳＴを

はじめ大学等関係機関に

採択研究課題の研究概要を取りまとめた「我が国における

おける学術研究課題の最

前線」を作成し、JST を

・特別推進研究、新学術領域研究、基盤研究（S）の新規

等を紹介する「我が国に

究（Ｓ）の新規採択課題

新学術領域研究、基盤研

のに積極的に取り組んでいる。

もに、ホームページにおける公

また、特別推進研究、

を分かりやすく紹介するとと

上げるよう取り組んだ。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

＜その他事項＞

ーターの起用により、研究成果

トップページに写真付きで目立つように表示し、注目度を

イ「私と科研費」により、

研究を進められてきた方

題及び改善方策＞
機能の活用や科学コミュニケ

に、紹介した研究成果については、科研費ホームページの

これまで科研費によって

＜指摘事項、業務運営上の課
学術システム研究センターの

を起用して作成した。また、配付先の拡大に努めるととも

「科研費 NEWS」については、
おいて掲載候補者を選考した上で、科学コミュニケーター ・

る最近の研究成果やトピ

介するとともに、エッセ

しており、評価できる。

ステム研究センターの専門調査班会議や主任研究員会議に

ックスを分かりやすく紹

いずれにおいても目標を達成

・
「科研費 NEWS」
（四半期ごとに発行）について、学術シ

成すべき成果」については、

「科研費 NEWS」を年

させた。

という観点から、報告が可能な

た。
■ 広報誌等

これらの研究成果の適切な
把握にかかわる実績は、極め

て、国民へ研究成果を還元する

がある課題を除き、約 23,000 件全てについて提出を受け

でいる。

課題の研究成果報告書につい

28 年 3 月末時点で、けがや病気等の真にやむを得ない理由

発と積極的な把握に取り組ん

・平成 26 年度に終了した研究

きる方法を通知するなどにより、適切な提出を求め、平成

４回発行し、科研費によ

(ii) 広報誌等

「国際共同研究の実施状況」

の積極的な社会還元・普及の啓

せて報告させることとした。

積極的な社会還元・普及の啓

いる国際性の重要性に鑑みて

せることとするなど、研究成果

中に提出）より「国際共同研究の実施状況」についても併

が予定されている課題の一覧を電子申請システムで確認で

の課題として提言され続けて

状況」についても併せて報告さ

要性に鑑みて、平成 27 年度分の実績報告書（平成 28 年度

でいることは高く評価できる。 こととするなど、研究成果の

させるとともに、昨今我が国

に鑑みて「国際共同研究の実施

・平成 27 年 6 月末に各研究機関の研究成果報告書の提出

クセス化の状況について報告

れ続けている国際性の重要性
・昨今我が国の課題として提言され続けている国際性の重
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④
⑤
⑥

助成の在り方に関する検討
学術研究助成基金（国際共同研究加速基金）の仕組みの検討・構築・助成等
学術研究助成基金の管理及び運用

２ 世界レベルの多様な知の創造
（１）学術研究の助成

業レビュー

関連する政策評価・行政事

科学研究費助成事業

る調査結果（指数）

使いやすさ」に関す

4.9

間最終年度値

前中期目標期

5.2

H25

H26
5.3

H27
5.4

H28

http://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/index.html

H29

調査が開始された平成 23 年度以降、最も指数のプラス変化が大きい項目である。

37

それを 0.0～10.0 に指数化したもの。4.5 以上で「ほぼ問題はない」とされる。なお、当該

指数は、大学に所属する研究者に対し、科研費の使いやすさについて 6 段階評価で質問し、

策研究所）

※出典：
「科学技術の状況に係る総合的意識調査」
（定点調査）
（文部科学省科学技術・学術政

前年同以上

「科学研究費助成事

業における研究費の

達成目標

指標等（実績値）

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

参考 URL

決算額（千円）

H26

H27

229,827,591 228,596,124 221,152,078

H25

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
H28

H29

る改革・強化に取り組むことが重要である」とされるとともに、
「日本再興戦略改訂 2015」においても「科学研究費助成事業について、審査分野等の基本的構造の見直しを進
め、挑戦性・融合性等を強化しながら、多様で独創的な学術研究に、裾野広く一定程度腰を据えた研究資金の配分を行う」とされていることなどからも、我が国の科学技術・
学術政策や学術研究の推進に非常に重要な役割を担うものとされている。
難易度：「高」（科学研究費助成事業は我が国の学術研究の発展等のために必要な事業であるが、
・科研費の審査は 9 万件以上（前年度から約 3,000 件増）の膨大な応募研究課題について 11 月から 3 月の 5 ヶ月間という短期間で 6,000 名以上にも及ぶ審査委員がピアレビュ
ー（専門家による審査）により優れた研究課題を選定すること。
・昭和 43 年（1968 年）に形作られた科研費制度の基本的な構造改革を進めており、平成 30 年度科研費（平成 29 年度に公募）から適用する審査システムについて学術の振興
という観点から適切な審査区分、審査方法についての検討を行い、新たな審査区分（小区分・中区分・大区分）の作成とそれに伴う新たな審査方法（総合審査及び２段階書面
審査）により行うこととする内容の「科学研究費助成事業（科研費）審査システム改革 2018（報告）
」を日本学術振興会として取りまとめ文部科学省科学技術・学術審議会に
報告をすること。
・平成 30 年度科研費から本格実施する総合審査方式について特設分野研究の審査により試行的に実施・検討を行うこと。
・学術研究が「挑戦性、総合性、融合性、国際性」といった現代的要請に着目しつつ学術研究の本来的役割を最大限発揮することが求められている（平成 27 年 1 月学術分科会
報告）といった提言を受け速やかに科研費において国際共同研究加速基金の制度創設と同時に交付を開始すること。
以上のことを平成 27 年度に同時並行で行うという非常に難易度の高い業務を実施する必要がある。
）

当該項目の重要度、難易 重要度：
「高」「科学技術基本計画」における「独創的で多様な基礎研究の強化」の達成に向け、当法人における科学研究費助成事業は主要な役割を果たしている。
度
また、「科学技術イノベーション総合戦略 2015」において「研究者の内在的動機に基づき独創的で質の高い多様な成果を生み出す学術研究と、政策的な戦略や要請に基づく戦
略的な基礎研究のバランスを取りながら推進することに留意しながら、特に、我が国の学術研究を支える最も基礎的な競争的資金である科学研究費助成事業（中略）のさらな

当該事業実施に係る根 独立行政法人日本学術振興会法第 15 条 業務に関連する政策・施
拠（個別法条文など）
策

Ⅰ―２－１（４）

１．当事務及び事業に関する基本情報
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7.2

7.3

7.3

7.4

し、それを 0.0～10.0 に指数化したもの。5.5 以上で「状況に問題はない」とされる。なお、

当該調査が開始された平成 23 年度以降、常に一番指数が高い値の項目である。

う質問に対する調査

結果（指数）

38

指数は、大学に所属する研究者に対し、科研費の使いやすさ等について 6 段階評価で質問

策研究所）

※出典：
「科学技術の状況に係る総合的意識調査」
（定点調査）
（文部科学省科学技術・学術政

前年同以上

役立っているか」とい

率的に実施するのに

研究開発を効果的・効

「研究費の基金化は

従事人員数

51

51

注）決算額は支出額を記載。

48

51

省略

助成の在り方に関す

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
ている。

割合が、1996 年から 1998 年
の平均と 2006 年から 2008 年
の平均を比較すると 35.7 パー

・学術システム研究センター等において、若手研究（Ｂ）
の複数細目課題の審査方式の見直しを行い、応募課題本来
の目的をくみ取れるよう合議審査において小委員会全体の
合議に比重を置く方式とすることとし、規程を改正、事業
の改善に反映させた。

取組は適切か。
外部評価において
 国内外の学術研究動
向を把握し事業に反
映



て途絶えさせてはならな

い学問分野に配慮するこ

様性を確保する。

また、基金事業の運用開

う。

・研究現場からの声を踏
まえ、研究成果を最大化
する観点から基金化につ

(iii)「系・分野・分科・細

目表」等の見直し及び時

限付き分科細目等改正案

39

科学研究費補助金審査部会で決定）した。

の強化、複雑系疾病論）を設定（平成 27 年 4 月同分科会

おり）。

っている（具体的には以下のと

る様々な検討を行い、改善を行

たに 3 分野（グローバル・スタディーズ、人工物システム

度評価】

る。

性に鑑み、助成の在り方に関す

【外部評価委員指摘 26 年

方法等を検証し改善を図

しており、我が国の学術研究に

に設定された 6 分野に加え、平成 28 年度公募において新

る 。

能を活用し、審査体制・

は極めて高い。このような重要

た。

基金化されるべきであ

テム研究センター等の機

術動向の調査分析機能を活用

すため、学術システム研究セ

・新たな学術の芽を掘り起こ

図っている。

て積極的に検討を行い改善を

する時限付き分科細目につい

年度課題の公募において設定

目表」の手直し及び平成２９

「系・分野・分科・細
から 62.4 パーセントに増加。） しつつ、

任研究員会議において検討し、平成 26 年度、平成 27 年度

おいて、適切な審査を行うことができる課題数等を確認し

を基礎に、科研費全体が

究」について、学術シス

システム研究センター等の学

1,100 件増加）になるととも
に、割合が、53.1 パーセント

本的考え方」を踏まえ、学術

について、件数が約 1.4 倍（約

大きな役割を担い、その重要性

を試行し、その実効性について検討を行い、１審査分野に

研究者からの評価や要望

に創設した「特設分野研

・文部科学省から示された「基
占める科研費が関与する論文

補正を加えた論文数を指す）に

で論文数の 1/10 となるように

また、学術システム研究センターの専門調査班会議や主

委員が実施して議論によって採択課題を決定する審査方式

＜評価の視点＞

こすために平成２６年度

野ごとの小委員会を設置し書面審査と合議審査を同じ審査

けられた基盤研究（B・C）（特設分野研究）において、分

を得る。

改善

新たな学術の芽を掘り起

こすための新たな仕組みとして、平成 26 年度公募から設

（内容）であるとの評価

・融合的分野、萌芽的分野など、新たな学術の芽を掘り起

(ii)特設分野研究の検証・

について質の高い成果

10%に入る論文の抽出後、実数

づいて必要な見直しを行

用回数が各年各分野で上位

分野の創出支援

討を加え、その結果に基

■ 特設分野研究の検証・改善

分野など新しい研究

況及び成果等について検

本の TOP10％補正論文（被引

増加している。また、同様に日

 融合的分野、萌芽的

始後５年以内に、執行状

とにより、学術研究の多

セントから 47.3 パーセントに

査方法も含め、科研費の在り
（約 12,500 件増加）になり、

の審査における理由書：71 件）

成すべき成果」に向けた

な分野、及び我が国とし

ループから理由書を徴し、その判断が妥当なものであるか

に関する検討については、審

の動向を俯瞰し、融合的

2008 年を比較すると約 1.5 倍

ことから評定を S とする。

り公平で公正な審査の体制を整えた。
（平成 28 年度科研費

文に占める科研費が関与する

成果が得られていると言える

・中期計画における「達

において、書面審査の結果を大幅に覆す場合には、審査グ

査」（定点調査））

世界と我が国の学術研究

は量、質ともに増加（日本の論

スで実績を上げ質的に顕著な

芽的な研究分野など新た

・学術システム研究センター等の意見を踏まえ、合議審査

況に係る総合的意識調

に反映させる。その際、

科研費が関与した論文の割合

行し、中期目標を上回るペー

中期計画にある助成の在り方

省に報告等を行い、事業の改善に反映させた。

（※出典：
「科学技術の状

改善に反映させる。

検討を行い、事業の改善

ると、我が国の論文数に占める

を量的及び質的に上回って履

から 1998 年と 2006 年から

の意見を把握するとともに検討・見直しを進め、文部科学

る調査結果（指数）

つつ検証を行い、事業の

ー等の機能を活用しつつ

術・学術政策研究所の調査によ

上の予算を占め、また、科学技

論文について、件数が 1996 年

ついてＨＰでの意見募集を通じた方法などにより研究者等

るか」という質問に対す

ンター等の機能を活用し

学術システム研究センタ

下記の理由により、中期計画

国の競争的資金制度の 5 割以

平成 27 年度における中期

を小委員会全体で議論の上、採否を決定することとし、よ

の依頼に応じ、
「系・分野・分科・細目表」等の見直し等に

実施するのに役立ってい

て、学術システム研究セ

助成の在り方について、

S

＜その他の指標＞

・学術システム研究センター等において、文部科学省から

開発を効果的・効率的に

科研費事業の審査につい

特性・ニーズを踏まえた

評定

＜評定に至った理由＞
計画の実施状況については、

S

外部評価委員による評価

・科学研究費助成事業は、我が

＜根拠＞

自己点検評価

な研究分野や先端的・萌

■ 審査の検証

【助成の在り方に関する検討】

評定

法人の業務実績・自己点検評価
業務実績

・
「研究費の基金化は研究

関する調査結果（指数）

・科研費の使いやすさに

＜主な定量的指標＞

主な評価指標

(i) 審査の検証

る検討

④

年度計画

学術研究における様々な

る検討

通＞

中期計画

助成の在り方に関す

④

＜Ⅰ―２－１（１）と共

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価
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評価できるが、基金化に
ついて、更なる検討を進

検討する。

・定期的な「系・分野・分科・
細目表」の手直しとは別に、
昭和 43 年（1968 年）に形作
られた基本的な科研費制度の

動向の調査分析機能を活用し
つつ、定期的な「系・分野・分

議、あるいはワーキンググループ等で議論することにより、 科・細目表」の見直し及び平成
29 年度課題の公募において設

30 年度科研費の公募から適用
する分科細目表の大幅な見直

いて積極的に検討を行い改善
を図っている。

等に反映させるなど、センターの機能を活用した検討を行
っている。

方も含めて、学術システム研究

において、随時、研究費部会や科学研究費補助金審査部会
含め、効果的、効率的な

40

点から適切な審査方式の在り

・文部科学省の科学技術・学術審議会学術分科会の審議等
まえ、大括り化の検討を

どまらず、学術の振興という観

学技術・学術審議会に報告をした。

事業の効率的な遂行を実

術審議会の検討状況を踏

度科研費の公募から適用する

会として取りまとめ、平成 28 年 3 月 17 日に文部科学省科

関との情報提供を通じた

の検討を、細目の大括り化にと

な構造改革として、平成 30 年

研費）審査システム改革２０１８（報告）」を日本学術振興

く評価結果に関する他機

部科学省の科学技術・学

作られた科研費制度の基本的

書面審査を行うこととする内容の「科学研究費助成事業（科

直しや審査結果・進ちょ

新たな審査システムについて

・昭和 43 年（1968 年）に形

ともに、それに伴い審査方法を見直し、総合審査、２段階

科学省との役割分担の見

現しているか。また、文

改善を図っている。

区分を設定するとともに、そ

成し、研究種目に応じて審査

区分・中区分・大区分）を作

よう、新たな審査区分表（小

優れた研究課題を選定できる

を前提とし、競争的環境下で

の自由を最大限尊重すること

っては学術の基本である発想

これらを踏まえ、応募にあた

討を行っている。

り、その成果等も踏まえた検

いて試行的な取組を行ってお

・事業遂行に関する文部

種目へも基金化を広げて

区分）を作成し、研究種目に応じて審査区分を設定すると

ては、平成 26 年度より新たに

直しタスクフォース：8 回、分野別専門調査班会議：84 回）、 り、また、新しい審査方式を試

効性を基礎に、他の研究

「特設分野研究」の審査にお

また、これらの検討に当たっ

り新たに 3 分野を設定してお

員会議：5 回、科研費ワーキンググループ：3 回、細目見

したデータに基づいた有

るなど積極的に検討を行って

る。

28 年度公募についても計画通

観点から適切な審査方法についての検討を行い（主任研究

取が必要であろう。こう

できる課題数等を確認設定す

100 回に渡り検討を行ってい
設分野研究）においては、平成

引き続き、細目の大括り化にとどまらず学術の振興という

する事務担当者も意見聴

選定できるよう、新たな審査区分表（小区分・中区分・大

ンターの各会議において合計

けられた基盤研究（B・C）
（特

テム研究センターを中心に検討を行った。平成 26 年度に

している中で管理を担当

【外部評価 25 年度評価】 重することを前提とし、競争的環境下で優れた研究課題を

含めて、学術システム研究セ

えて、平成 26 年度公募から設

ら適用する分科細目表の抜本的な見直しについて学術シス

基金分と補助金分画混在

設けられた審査区分である

ら適切な審査方式の在り方も

ーの自律的な分析、検討を踏ま

受け、平成 30 年度科研費（平成 29 年 9 月に公募予定）か

は研究者ばかりでなく、

討を行う。

行し適切な審査を行うことが

ず、学術の振興という観点か

ため、学術システム研究センタ

・文部科学省科学技術・学術審議会の「基本的考え方」を

び成果等の検討について

な見直しを行うための検

いくことが期待される。 応募にあたっては学術の基本である発想の自由を最大限尊

細目の大括り化にとどまら

・新たな学術の芽を掘り起こす

・基金事業の執行状況及

しについての検討を進めた。

抜本的な見直しとして、平成

ついて、
「特設分野研究の分野の設定」や「審査方法の改善」 定する時限付き分科細目につ

センターの研究員から寄せられる国内外の学術研究動向に

・学術システム研究センターの主任研究員・専門調査班会

その結果に基づいて必要

果等について検証を加え

める。
【JSPS 部会 25 年度

活用による弾力化も高く

ー等の機能を活用しつつ

評価】

い部分への「調整金」枠

学術システム研究センタ

基金事業の執行状況や成

おり、基金化されていな

本的考え方」を踏まえ、

(iv)基金事業の見直し

究者から高く評価されて

科学省から示される「基

している。

対応について学術システム研究センターの専門調査班・主 ・文部科学省から示された「基

（基金分）の運用は、研

の設定等について、文部
ステム研究センター等の学術

査方式の検討を積極的に実施

に基づき、新たな「時限付き分科細目」への提案等に係る

に執行している科研費

分科細目並びに特設分野

一部追加するなどの変更を行った。

定しており、また、新しい審

付き分科細目」及び「特設分野」の改正案の作成について」 改善を行っている。

・学術研究助成基金を元

おいて設定する時限付き

本的考え方」を踏まえ、学術シ

は、平成 28 年度公募について
も計画通り新たに 3 分野を設

等を行うなど、積極的に審査の

任研究員会議において検討した。その結果、キーワードを

C）（特設分野研究）において

科・細目表」について、見直し

年度】

細目表」の見直し及び平
成事業において適用する「系・分野・分科細目表」、「時限

募から適用した「系・分野・分

科細目等改正案の検討

【文部科学大臣評価 26

めた「系・分野・分科・
・文部科学省から依頼された「平成 29 年度科学研究費助

を踏まえて、平成 26 年度公募
から設けられた基盤研究（B・

機能を活用し、平成 25 年度公

ることが期待される。

審査体制や審査方法も含

成２９年度課題の公募に

ンターの自律的な分析、検討

・学術システム研究センターの
■ 「系・分野・分科・細目表」等の見直し及び時限付き分

いての更なる検討を進め

の検討
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に陪席するなど、適切な連携を図った。

際共同研究加速基金のうち
「国際共同研究強化」につい
て、学術システム研究センタ

ては学術の基本である発想の
自由を最大限尊重することを
前提とし、競争的環境下で優れ

た取組を行う。

既存の細目表の枠組みを抜本

行い、新たに立ち上げた国際

際共同研究加速基金のうち「国
際共同研究強化」について、学
術システム研究センターを中
心として、審査方法等の検討
や、審査委員の選考を行い、新
たに立ち上げた国際科学研究
費委員会において、審査要項・
基準を新たに定め、平成 27 年
度中に審査を実施し採択課題

議会が示す「独立行政法人日本学術振興会が行う科学研究
費助成事業の審査の基本的考え方」を踏まえ、当該委員会
において 9 月 25 日に「科学研究費助成事業「国際共同研
究加速基金（国際共同研究強化）」審査要項」を決定後、9
月 25 日に即日公表し、平成 27 年度の新規応募研究課題
1,089 件について、平成 27 年 10 月下旬から平成 28 年 1
月中旬にかけて書面審査及び合議審査（いずれも同じ審査
委員が行う。審査委員約 100 名。小委員会に設置した審査
41

・平成 27 年度に創設された国
「国際共同研究強化」の審査においては、新たに国際科

学研究費委員会を立ち上げ、文部科学省科学技術・学術審

・審査等における取組

得られているものとして高く
評価できる。

の所期の目標を上回る成果が

を迅速に実施している。

て行う研究を支援するもの。

整備している。これらのこと
術振興会として取りまとめ、文
に報告したことは、中期 計画

付業務に係る仕組みも新たに
ム改革 2018（報告）」を日本学

るもの。

国内の研究機関に所属した場合に、日本を主たる拠点とし

ルや様式等の整備を行い、交
助成事業（科研費）審査システ

研究者の招へいなど、領域としての国際研究活動を支援す

海外の研究機関に所属する日本人研究者が、帰国後に日本

また、研究者・機関使用ルー
こととする内容の「科学研究費

の特徴に合わせて主体的に行う研究者の海外派遣や、海外

部科学省科学技術・学術審議会

し採択課題を決定している。
合審査、２段階書面審査を行う

新学術領域研究の各領域に国際活動支援班を設置し、領域

・「帰国発展研究」

平成 27 年度中に審査を実施
れに伴い審査方法を見直し、総

・「国際活動支援班」

審査要項・基準を新たに定め、
を作成し、研究種目に応じて審

表（小区分・中区分・大区分） 科学研究費委員会において、
査区分を設定するとともに、そ

究機関において実施する国際共同研究を支援するもの。

既存科研費の研究計画を発展させるため、一定期間海外研

の検討や、審査委員の選考を

た研究課題を選定できるよう、 ーを中心として、審査方法等
既に科研費（基盤研究、若手研究）に採択された研究者が、 的に再構築し、新たな審査区分

・「国際共同研究強化」

りであり、公募は文部科学省で行った。

なお、同基金により実施されるプログラムは以下のとお

３回）

速基金）に係る仕組みの

検討・構築・助成に向け

た。
（主任研究員会議：５回、科研費ワーキンググループ： これらを踏まえ、応募にあたっ ・平成 27 年度に創設された国

成基金（国際共同研究加

術・学術審議会に報告した。

いる。

を中心に同基金に係る仕組みの検討・構築・実施等を行っ

まとめ、文部科学省科学技

果等も踏まえた検討を行って

進するため、学術研究助

を日本学術振興会として取り

的な取組を行っており、その成

て、文部科学省と連携しつつ、学術システム研究センター

査システム改革 2018（報告）」

分野研究」の審査において試行

ネットワークの形成を促

・平成２７年度科研費予算において国際共同研究等を推進

研究費助成事業（科研費）審

は、平成 26 年度より新たに設
けられた審査区分である「特設

行うこととする内容の「科学

また、これらの検討に当たって

するために新たに創設された国際共同研究加速基金につい

価（再掲）
】

築・助成等

れに伴い審査方法を見直し、

計 100 回に渡り検討を行った。 総合審査、2 段階書面審査を

センターの各会議において合

国際共同研究や海外

向性／JSPS 部会 2 期評

金）の仕組みの検討・構

検討・構築・助成等

見直しているか。【事務・ ■学術研究助成基金（国際共同研究加速基金）の仕組みの
事業の見直し／勧告の方

学術研究助成基金

（国際共同研究加速基

⑤

から研究種目を継続的に

研究助成を実施する観点
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を行い、交付業務に係る仕組み

定通知を発出した。

状況や成果等の検証につい
て、前倒し使用や次年度使用
の活用状況の分析及びグロー
バル学術情報センターと連携

中旬にかけて書面審査及び合議審査の二段階によるピアレ
ビューを実施し、14 件の採択を行い、平成 28 年 3 月 24
日に交付内定通知を発出した。

基金化によって大きなメリッ
学術研究助成基金事業の執行

るとともに、必要な見直しを
行うための検討を行ってい

については、前倒し使用（平成 27 年度申請実績約 900 件） 学術情報センターと連携して
成果の創出状況の分析を行っ

学術研究助成基金で行われる科研費（基金分）の執行状

の成果は全体として極めて高
行っている。

上回る成果が得られているも
のとして特に高く評価でき
る。さらに、
「国際共同研究強

以降、常に一番指数が高い値の
項目となっており、非常に高い
評価を受けている。

りの平均報告件数を抽出し分析を行った。これらの分析結
果等を踏まえると、科研費事業の基金化により、柔軟な執
行などにおいて大きなメリットがもたらされており、学術

は、いずれにおいても目標を
42

「達成すべき成果」について
研究開発を効果的・効率的に実
年度から毎年度実施している産学官の研究者・有識者を対

立は高く評価される。また、
やすさ」や「研究費の基金化は

・なお、文部科学省科学技術・学術政策研究所が平成 23

調査において、「科研費の使い

の審査の実施体制の迅速な確

は、中期計画の所期の目標を

調査が開始された平成 23 年度
雑誌論文数、図書数等の各項目について、１研究課題当た

化」にかかわる基金について

（報告）」をまとめ得たこと
いて、「研究費の基金化」が、

助金分）や研究実施状況報告書（基金分）に記載される、

える。なお、検証結果については、文部科学省に報告した。 ・科学技術・学術政策研究所の

研費）審査システム改革 2018
術・学術政策研究所の調査にお

ーと連携し、研究代表者から提出された研究実績報告書（補

研究の振興にふさわしい仕組みの整備がなされていると言

特に科学研究費助成事業（科

について分析を行った。また、グローバル学術情報センタ ・基金事業については、科学技

く評価されるものであるが、

以上のように、これらの活動
な見直しを行うための検討を

金により可能となった前倒し使用や次年度使用の活用状況

況や成果等について検証を行った。検証に当たっては、基

学省へ報告するとともに、必要

78%以上）等の年度にとらわれない弾力的な運用を行った。 た。その結果については文部科

る。

ついては文部科学省へ報告す
用状況の分析及びグローバル

や次年度使用（科研費（基金分）の次年度使用率は全体の

明らかになった。その結果に
前倒し使用や次年度使用の活

・学術研究助成基金を基に執行している科研費（基金分）

状況や成果等の検証について、 トがもたらされていることが

行った。実証的な分析を通じ、

・平成 23 年度より導入された

■ 基金化の検証

みを構築した。

して成果の創出状況の分析を

学術研究助成基金事業の執行

45 件について 、平成 27 年 12 月上旬から平成 28 年 3 月

なお、日本の所属機関決定後に、交付申請を行える仕組

・平成 23 年度より導入された

13 日に速やかに公表し、平成 27 年度の新規応募研究課題

は高く評価できる。

とを迅速に実施していること

業における審査及び評価に関する規程」を改正し、10 月

10 月 6 日に科学研究費委員会において「科学研究費助成事

う科学研究費助成事業の審査の基本的考え方」を踏まえ、

術・学術審議会が示す「独立行政法人日本学術振興会が行

「帰国発展研究」の審査においては、文部科学省科学技

える仕組みを構築した。

も新たに整備した。これらのこ

関使用ルールや様式等の整備

施し、358 件の採択を行い、平成 28 年 1 月 29 日に交付内
なお、渡航先の外国機関と調整した上で、交付申請を行

を決定した。また、研究者・機

グループを 13 回開催）の二段階によるピアレビューを実
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いう質問に対する指数が向上
している。

（科研費）における研究費の使いやすさ」についての質問
では、指数が前期中期目標最終年度（平成 24 年度）の 4.9

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

興会における学術研究助成基金の運用に関する取扱要項」 関から引き合いを行い、収益性

基金管理委員会において

性の向上に努めつつ、安

用を行う。

43

とにより、競争性の確保及び運用収益の向上に努めた。

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

より、安全性を確保した。また、これら複数の金融機関か

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

保するとともに、金融庁の指定する格付け機関のうち、2

で、運用期間、運用額及び金融商品を設定して流動性を確

具体的には、助成金の交付時期及び交付額を考慮した上

を行っている。

留意した管理及び運用を行った。

き、流動性の確保と収益

全かつ安定的な基金の運

の向上に留意し、管理及び運用

（平成 21 年度制定、平成 26 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

定めた運用方針に基づ

学術研究助成基金の

・学術研究助成基金については、
「独立行政法人日本学術振

つつ、運用期間、運用額及び金

は、安全性の確保を最優先とし

・学術研究助成基金について

いると考えられる。

基金化の効果も一層浸透して

いるとの認識が示されるなど、

率的に実施するのに役立って

基金化は研究開発を効果的・効

の研究者、有識者から研究費の

制度として運用しており、多く

況に応じ、弾力的に使用できる

については、研究計画の進捗状

管理及び運用

⑥

題及び改善方策＞

＜指摘事項、業務運営上の課

達成しており、評価できる。

執行している科研費（基金分） ＜その他事項＞

■ 学術研究助成基金の管理及び運用

ては 7.2 から 7.4 に向上した。

効率的に実施するのに役立っているか」という質問につい ・学術研究助成基金を元にして

から 5.4 に向上し、
「研究費の基金化は研究開発を効果的・

施するのに役立っているか」と

象に行っている定点調査において、「科学研究費助成事業

56
56.8％

（2006 年-2008 年平均）

（2006 年-2008 年）

62.4％

47.3％

44

3,922

36,529

※出典：「論文データベース（Web of Science）と科学研究費助成事業データベース（KAKEN）の連結による我が国の論文産出構造
の分析」（2015 年 4 月 文部科学省科学技術・学術政策研究所）

53.1％

日本の TOP10％補正論文に占める科研費
が関与する論文（Wos-KAKEN 論文）の割
合

40.8％

3,351

2,798

（2001 年-2003 年平均）

31,349

（2001 年-2003 年）
24,057

35.7％

（1996 年-1998 年平均）

（1996 年-1998 年）

日本の論文に占める科研費が関与する論文
（Wos-KAKEN 論文）の割合

日本の論文に占める科研費が関与する論文
（Wos-KAKEN 論文）の件数
日本の TOP10％補正論文に占める科研費
が関与する論文（Wos-KAKEN 論文）の件
数

○日本の論文に占める科研費が関与する論文の状況

４．その他参考情報
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２ 世界レベルの多様な知の創造
（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学・社会科学研究推進事業
② 東日本大震災学術調査
関連する政策評価・行政事業レビ
ュー

書：書籍刊行数

②東日本大震災学術図

年度）

（平成 25 年度～平成 26

査：シンポジウム実施数

②東日本大震災学術調

24 年度～平成 26 年度）

査：調査研究班数（平成

②東日本大震災学術調

実施プログラム数

研究推進事業：

導的人文学・社会科学

① 課 題 設 定 によ る 先

指標等（実績値） 達成目標

－

－

8班

－

間最終年度値

前中期目標期

－

1回

8班

2 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

H25

－

1回

8班

3 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

H26

7冊

－

－

3 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

H27

H28

45

H29

従事人員数

決算額（千円）

51

383,093

H25

51

325,277

H26

48

257,317

H27

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業 http://www.jsps.go.jp/kadai/index.html
東日本大震災学術調査 http://www.jsps.go.jp/j-gakujutsuchosa/index.html

に伝承し、国内外に発信する（復興構想７原則の１）
」の達成に向け、本事業は本法人における主要な役割を果たしている。
）

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

参考 URL

H29

注）決算額は支出額を記載。

H28

当該項目の重要度、難易 重要度：
「高」①課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事業（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
度
学の振興について」における「諸学の密接な連携と総合性」
、「学術への要請と社会的貢献」、「グローバル化と国際学術空間」の 3 つの視点の達成に向け、本事業は本法人にお
ける主要な役割を果たしている。）
重要度：
「高」②東日本大震災学術調査（「東日本大震災復興構想会議決定」における、
「大震災の記録を永遠に残し、広く学術関係者により科学的に分析し、その教訓を次世代

当該事業実施に係る根 独立行政法人日本学術振興会法第 15 条 業務に関連する政策・施
拠（個別法条文など）
策

Ⅰ―２－２

１．当事務及び事業に関する基本情報
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人文学・社会科学研究推進

研究の実施

①

研究の実施

的貢献に向けた共同研究を推進した。

A

析した成果を、分野ごとに詳
細にまとめ７冊の書籍とし

評価を行い、13 件中、Ａが 9 件、Ｂが 4 件と判断され

成すべき成果を除く）に係
る業務の実績が得られて
いるか。

・「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

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

は適切か。


会対応プログラム」、
「グロ

ーバル展開プログラム」及

び平成２６年度に採択さ

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。

認められた 1 件について延長を認めた。

ととし、十分な成果があり、かつ研究を継続する価値が

評価できる。

共心と経済社会の相互連関」（課題設定型と共通）、「人

を得る。

の研究評価を行い、評価結
＜評価の視点＞

（人文学・社会科学系を中
心としたゆるやかなトッ
プダウン的な事業につい
て）振興会としてもそれら

長の可否を決定するとと

もに、同プログラムの新規

課題について検討・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

46

信頼性の確保を図るため、採択決定後にはホームページ

研究テーマを採択し、支援を開始した。さらに、透明性・

な審査を経て、平成 27 年 9 月の事業委員会で 11 件の

「研究テーマ審査要項」に基づき、外部有識者よる公正

築と生活基盤の整備」）の課題（研究領域）について、

した計画の評価や新規計画の

推進事業」についても、終了

先導的人文学・社会科学研究

・そのほか、
「課題設定による

版に道筋を付けたことは高く

的考察を踏まえて－」）
、公募型 2 つ（「制度、文化、公

（内容）であるとの評価

「実社会対応プログラム」

口減少地域社会における安心しうるケア・システムの構

選出、編集等を行い、英文出

形態と現代的意義の分析－社会システムの構築の歴史

について質の高い成果

成２５年度に採択された

果に基づき研究期間の延

外発信するのに最適なものを

度、文化、公共心と経済社会の相互連関」、
「疫病の文化

え、本調査研究の成果から海

書の書籍化」を年度計画に加

い「英文による研究成果報告

とどまらず、中期計画にはな

について、国内向けの発信に

して、調査研究の成果の発信

・東日本大震災学術調査に関

究成果の情報発信

 広く国民に向けた研 ・平成 27 年度新規採択については、
課題設定型 2 つ（「制

究の実施

 適切な課題設定と研

いう点を特に重視し、新規採択よりも厳しく判断するこ

だけでなく、延長することで一層の進展が期待できると

った。延長については、単にこれまでの研究を継続する

究期間の延長申請があり、新規公募を並行して審査を行

く評価できる。

ーアップを行う。また、平

ム」の研究テーマのフォロ

れた「領域開拓プログラ

すべき成果」に向けた取組

５年度に採択された「実社

る。また、ホームページへ
外部評価において

平成２７年度は、平成２ ・中期計画における「達成

ンター等の機能を活用す

・さらに、上記 13 件中、公募型研究テーマ 8 件から研

て、社会に発信したことは高

術関係者が科学的に調査・分

について、事業委員会および部会において有識者による

より、中期計画の項目（達

指す研究

は、委員会を設けて課題を
た。

やすく発信するとともに、学

で公開し、国民に広くわかり

を迎えたことから研究評価を実施した。研究成果の状況

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 ・着実かつ効率的な運営に

ことは評価できる。

を取りまとめ、ホームページ

して、調査研究の成果の概要

て円滑に延長審査を実施した

・東日本大震災学術調査に関

延長申請のあった 8 件につい

A とする。

いると言えることから評定を

上回るペースで実績を上げて

上回って履行し、中期目標を

マの評価を実施するとともに

択審査に加え、初めて研究テー

において、研究テーマの新規採

に、「実社会対応プログラム」

フォローアップを行うととも

平成 27 年度は 3 プログラムの

度より開始された事業である。 記の理由により、中期計画を

平成 27 年度における中期計
画の実施状況については、下

事業の実施に当たって

＜その他の指標＞

評定

＜評定に至った理由＞

科会報告を踏まえて平成 25 年

A

外部評価委員による評価

・科学技術・学術審議会学術分

＜根拠＞

自己点検評価

・また、上記 13 件の研究テーマの研究期間が最終年度

を踏まえ、先導的な人文・ 進する。

－公募型研究テーマ：11 件

社会科学の振興について」 年度）

業

進捗状況を確認するなどのフォローアップを行い、社会

究テーマについては、委託業務実績報告書により研究の

査：書籍刊行数

（平成 25 年度～平成 26

成熟に向けた人文学及び

人文・社会科学研究推進事

・平成 25 年度に採択し、既に開始している 13 件の研

■実社会対応プログラム（平成 25～27 年、27～30 年）

人文学・社会科学研究を推

査：シンポジウム実施数

社会の克服と知的社会の

① 課題設定による先導的

う。

以下の 3 つのプログラムを実施した。

術審議会学術分科会報告

②東日本大震災学術調

会学術分科会報告「リスク

ような学術研究を行う。

がるような学術研究を行

業】

－課題設定型研究テーマ：2 件

24 年度～平成 26 年度）・

科学省科学技術・学術審議

会問題の解決につながる

社会的問題の解決につな

【課題設定による先導的人文学・社会科学研究推進事

②東日本大震災学術調

査：調査研究班数（平成

平成２４年７月の文部

まえつつ、学術の発展や社

の学術及び社会の発展や

げた。

を踏まえ、以下の先導的な

②東日本大震災学術調

進事業

議会等による報告等を踏

に応えるとともに、我が国

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、
中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の実績を上

評定

法人の業務実績・自己点検評価
業務実績

文部科学省科学技術・学

事業：実施プログラム数

的人文学・社会科学研究推

様々な学術的・社会的要

請に応えるために、国の審

様々な学術的・社会的要請

課題設定による先導

＜主な定量的指標＞
・①課題設定による先導的

(2) 学術の応用に関する

(2) 学術の応用に関する

研究の実施

主な評価指標

(2) 学術の応用に関する

年度計画

中期計画

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価
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勢をさらに期待したい。
【外部評価委員指摘 26 年
度評価】

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

人文学・社会科学研究推進
事業について）課題設定に

究センター等の機能を活

用する。

った。

また、3 つのプログラムに共通して、以下の取組を行

－公募型研究テーマ：10 件

進した。－課題設定型研究テーマ：2 件

学の密接な連携や総合性を視野に入れた共同研究を推

の進捗状況を確認するなどのフォローアップを行い、諸

研究テーマについては、委託業務実績報告書により研究

・平成 26 年度に採択し、既に開始している 12 件の

もホームページで情報を公開した。

ラムの採択研究テーマの研究概要及び概要図について

・公募要領等の審査に係る基本的な情報の他、各プログ

ー研究員を委員に任命している。

システム研究センターの知見を活用するため、同センタ

かつ円滑な運営を図るとともに、外部有識者に加え学術

に部会を設置し、透明性・信頼性の確保及び適切

ログラムを相補的に発展
47

た。

な取組であり、長期的な視
点に基づき、それぞれのプ

て研究費を執行できる弾力的な経費執行の促進に努め

興を図る上で極めて重要

文学・社会科学研究推進事 ・円滑な事業実施の観点から、複数年の委託契約を締結
業は人文学、社会科学の振 し、研究費の年度間繰越を認め、研究の進捗状況に応じ

・課題設定による先導的人

摘 25 年度評価】

がある。【外部評価委員指

り強く継続していく必要

明していく取り組みを粘

から、その関係を丁寧に説

いものも少なくないこと

ものや、一つのマイルスト ・各プログラムの実施に当たっては、専門家による公正
ーンを実現したに過ぎな な審査を実施するため事業委員会及び各プログラム毎

すにはまだ時間を要する

社会的な波及効果を及ぼ

・得られた成果の中には、

年度】

【 文 部科 学大 臣 評価 26

も併せて求められる。

社会に発信していくこと

積極的にその事業成果を

重要である。また、今後は、

のある事業とすることが

＜その他事項＞

る。

らに成果がわかりやすくな

的にフォローアップするとさ

引用件数などの手法で中長期

ているかは、活用分野ごとの
■ 領域開拓プログラム（平成 26～29 年）

結果が、どのように活用され

・グローバルに発信した調査

の設定に努め、一層実効性

－公募型研究テーマ：3 件

題及び改善方策＞

＜指摘事項、業務運営上の課

を達成しており、評価できる。

ては、いずれにおいても目標

「達成すべき成果」につい

価できる。

的な発信が期待され、高く評

進められており、成果の積極

採択が、計画に沿って順調に

するなど、より適切な課題

－課題設定型研究テーマ：2 件

部の意見を参考にしたり

推進した。

学・社会科学の様々な分野を対象とした国際共同研究を

捗状況を確認するなどのフォローアップを行い、人文

テーマについては、委託業務実績報告書により研究の進

・平成 25 年度に採択し、既に開始している 5 件の研究

■ グローバル展開プログラム（平成 25～28 年）

－公募型研究テーマ：9 件

－課題設定型研究テーマ：2 件

に実社会対応部会委員名簿を掲載した。

機能を更に活用したり、外

システム研究センターの

当たっては、例えば、学術

（課題設定による先導的

たっては、学術システム研

める。なお、課題設定に当

を積極的に位置づける姿

正な審査体制を整備し、透
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【東日本大震災学術調査】

きる。
さらに、調査研究の成果の発信
について、国内向けの発信にと
どまらず、中期計画にはない
「英文による研究成果報告書
の書籍化」を年度計画に加え英

果を、震災の教訓を次世代に伝承し社会に発信するた
め、8 つの分野（※）ごとに詳細にまとめ、シリーズ本
として刊行することとし、平成 27 年度は、原稿をすべ
て完成させ、そのうち 7 冊について刊行された。その結
果、各巻平均して約 110 の大学図書館が購入し、閲覧に
供しており、今後、学術研究機関での活発な震災に係る
研究教育により、国民の安心・安全という大きな波及効

研究成果をとりまとめ、国
民の負託に応えてもらい
たい。また、大規模災害か

参考となるため、研究成果
の国際的な情報発信に関
して何らかの諸施策を講
じられることを期待した
い。
【JSPS 部会 25 年度評
価】

程の記録・検証及び学術的

に貴重な資料の収集を行

った本事業における調査

る。併せて、研究成果の国

際的な情報発信を目的と

して英文による成果報告

書の書籍化に必要な準備

を行う。

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、 研究の成果を書籍化する

ことにより社会に発信す

内外の記録を学術関係者

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。

り組みを行った。具体的には以下の通りである。
く発信するとともに、東日本大

公開し、国民に広くわかりやす

て取りまとめ、ホームページで

広くわかりやすい形で発信した。

告書については、本会のホームページで公開し、国民に

供していることは高く評価で

の大学図書館が購入し、閲覧に

きる。また、
各巻平均して約 110

に発信したことは高く評価で

に 7 冊を書籍という形で、社会

とに詳細にまとめ、そのうち既

調査・分析した成果を、分野ご

ついて、学術関係者が科学的に

を参考にして、本調査研究の成

に所属する外部有識者の見解

なものを選出、編集等を行い、
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・④「環境経済・災害」に関しては、11 名の研究者の

調査研究が行われ、書籍（290 ページ）にまとめた。

・③「マクロ経済」に関しては、20 名の研究者のもと

とめた。

究者のもと調査研究が行われ、書籍（387 ページ）にま

・②「科学技術と政治・行政」に関しては、15 名の研

た。

もと調査研究が行なわれ、書籍（338 ページ）にまとめ

・①「行政・地方自治」に関しては、10 名の研究者の

⑧「政治・政策」

は高く評価できる。

域と絆」、⑥「国際関係」、⑦「メディア・ネットワーク」、 英文出版に道筋を付けたこと

行政」、③「マクロ経済」
、④「環境経済・災害」、⑤「地

※8 分野（①「行政・地方自治」、②「科学技術と政治・ 果から海外発信するのに最適

震災が起こった自治体等に配布した。

果が期待される。さらに、実務で参考に資するために、 文編集委員とハーバード大学

係者が調査項目ごとに幅広く科学的に調査・分析した成

成果は諸外国にも大いに ・東日本大震災に関する国内外の記録について、学術関

だけの課題ではなく、その

らの復興・復旧は、我が国

大震災学術調査報告書」を完成させた。さらに、当該報

員会において、本調査の成果の概要をまとめた「東日本

総合調整班による調整を経て、東日本大震災学術調査委

結集し、総合的な視点から ・平成 26 年度までに実施した調査研究の成果をもとに、 震災に関する国内外の記録に

らず、総合調整班の総力を

あろう。調査研究班のみな

の被害・影響とその復旧過

東日本大震災に関する国

究の成果を取りまとめ、国内外に広く発信するための取

本大震災学術調査報告書」とし

事業の真価が問われるで

調査研究の成果の概要を「東日

興構想 7 原則」を踏まえ、 たらした社会システムへ

被害・影響とその復旧過程の記録・検証に関する調査研

成果をとりまとめるかで

・平成 26 年度までに実施した

施した東日本大震災がも

ってきた東日本大震災がもたらした社会システムへの

＜根拠＞

震災復興構想会議決定「復

おいて、今後はいかに研究

・東日本大震災学術調査に ・平成 27 年度は平成 24 年度から平成 26 年度までに行

平成２６年度までに実

②東日本大震災学術調査

平成 23 年 6 月の東日本大

② 東日本大震災学術調査

（全体）】

【JSPS 部会 25 年度評価

させることが期待される。
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特になし

４．その他参考情報

もと調査研究が行われ、書籍（310 ページ）にまとめた。

恒川惠一（政策研究
大学院大学）
池田謙一（同志社大
学）

国際関係
震災から見える情報メ
ディアとネットワーク

青木栄一（東北大学）

大震災・原発危機下の

域と学校

復旧・復興へ向かう地

49

英訳にとりかかり、書籍化に必要な準備を行った。

適なものを選出、編集等を行った。その後、研究成果の

にして本調査研究の成果の中から海外発信するのに最

とハーバード大学に所属する外部有識者の見解も参考

進めることが可能となった。具体的には、英文編集委員

められたことによって、英文出版にかかる必要な準備を

は、上記 7 冊の書籍が学術的・社会的意義が大きいと認

・英文書籍を出版する出版社との事前調整にあたって

⑦

⑥

⑤

植田和弘（京都大学）

被害・費用の包括的把
握

齊藤誠（一橋大学）

震災と経済

④

城山英明（東京大学）

学）

③

スク・ガバナンス

福島原発事故と複合リ

学）

ンス

②

小原隆治（早稲田大

震災後の自治体ガバナ

①
稲継裕昭（早稲田大

編者

書籍名

分野

た。

調査研究が行われ、書籍化するための原稿をとりまとめ

・⑧「政治・政策」に関しては、15 名の研究者のもと

とめた。

究者のもと調査研究が行われ、書籍（304 ページ）にま

・⑦「メディア・ネットワーク」に関しては、6 名の研

研究が行われ、書籍（324 ページ）にまとめた。

・⑥「国際関係」に関しては、4 名の研究者のもと調査

査研究が行われ、書籍（326 ページ）にまとめた。

・⑤「地域と絆」に関しては、13 名の研究者のもと調
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２ 世界レベルの多様な知の創造
（３）研究拠点の形成促進
関連する政策評価・行政事業レ
ビュー

※( )は割合

外国委員／全委員

拠点作業部会

※( )は割合

外国委員／全委員

プログラム委員会

指標等（実績値） 達成目標

26/65 人
(40.3%)

27/67 人

(40.3%)

18/45 人

(40.0％)

6/16 人
(37.5%)

6/17 人

(35.3%)

H26

6/18 人

H25

(33.3％)

間最終年度値

前中期目標期

(39.3%)

24/61 人

(33.4%)

5/15 人

H27

H28

50

H29

http://www.jsps.go.jp/j-toplevel/index.html

行うという非常に困難な業務を実施する必要があるため。
）

世界トップレベル研究拠点プログラム

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

参考 URL

従事人員数

決算額（千円）

51

142,693

H25

51

153,498

H26

48

136,971

H27

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
H29

注）決算額は支出額を記載。

H28

「第 4 期科学技術基本計画」、「科学技術イノベーション総合戦略 2015」、「J－ファイル 2014」等における優れた研究環境、高い研究水準を維持する世界トップ
当該項目の重要度、難易 重要度：「高」（
度
レベルの拠点の形成、国際的なネットワークの強化、世界の頭脳の獲得等、これら事項の達成のため、本法人における世界トップレベル研究拠点プログラム受託事業が主要な
役割を果たしている。
）
難易度：「高」（世界トップレベル研究拠点プログラム事業は我が国が科学技術分野において世界をリードしていくために不可欠な事業であり、毎年度各 9 拠点の進捗状況評価
のための現地視察、また大学の学長、学長経験者、ノーベル賞受賞者、産業界、そして著名外国人有識者を含む世界トップレベル研究拠点プログラム委員会においてのフォロ
ーアップ（進捗状況の評価）を英語により調整、開催するという運営業務とともに、それらの業務を通じて、本プログラムの在り方、問題点等に関する分析・考察等の調査を

当該事業実施に係る根 独立行政法人日本学術振興会法第 15 条 業務に関連する政策・施
拠（個別法条文など）
策

Ⅰ―２－３

１．当事務及び事業に関する基本情報
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＜主な定量的指標＞

法人の業務実績・自己点検評価

業務を外国人研究者の参画を
得て国際的な視点で着実に実
施した。特に、ノーベル賞受賞
者を含む高いレベルのプログ

する PD 及び拠点ごとの 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とともに、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、評価・管理業務を行った。

を誇る「目に見える拠点」 の参画

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 ・着実かつ効率的な運営に

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

が示す大学改革の方向性

を踏まえた取り組みを行

う。

員など各分野の世界的権威者

のいずれも外国委員の構成比
率を 30％以上で実施したこと
は量的な観点からも高く評価
できる。

拠点作業部会において、
いずれも構成メンバーの 30％
以上の外国委員の参画を得て、国際的な視点で実施し
た。

成すべき成果を除く）に係
る業務の実績が得られて
いるか。

以下の取組を行い、審査・ 理業務を行う。なお、業務

 積極的な情報発信
について質の高い成果
（内容）であるとの評価
を得る。

1 拠点及び平成 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

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。

視点で実施する。

者の参画を得て国際的な

ローアップは外国人研究

性、信頼性の確保

・評価結果等の公表

名の公表

平成 22 年度に採択された

に従った評価
 評価の公正さ、透明

平成 27 年度は、平成 19

 国の定めた制度・方針

年度に採択された５拠点、

・審査・評価終了後の委員

の実施

管理する。



プログラムの進捗状況を

・利益相反に配慮した審査

外部評価において

は適切か。

配置し、専門的な観点から

・審査に関する情報の公表

の設置

眞一郎

俊明
寛人
裕夫（委員

エディンバラ大学名誉教授
シンガポール科学技術研究庁長官

スタンフォード大学特任教授

メリーランド大学名誉教授

キヤノン株式会社特別顧問
金沢学院大学名誉学長
公益財団法人先端医療振興財団名
誉理事長
公益財団法人水道技術研究センタ
ー理事長
独立行政法人 大学評価・学位授
与機構顧問
政策研究大学院大学客員教授
独）日本学術振興会学術システム
研究センター所長
自治医科大学学長
国立研究開発法人 科学技術振興
機構顧問 特別主監
国立研究開発法人 科学技術振興
機構
研究開発戦略センター長
フランス原子力庁上級顧問

51

ついては、HP で公開している。

プログラム委員名簿及び各拠点作業部会委員名簿に

ロバート・エイマ
ー
リタ・コールウェ
ル
リチャード・ダッ
シャー
イアン・ハリデイ
チュアン・ポー・
リム

野依 良治

永井 良三
中村 道治

黒川 清
小林 誠

木村 孟

生駒
石田
井村
長）
大垣

え、プログラムを担当する ・中期計画における「達成

・審査・評価を担う委員会
すべき成果」に向けた取組

年 10 月現在）

定めた制度・方針を踏ま

頼性を確保する。

PD 及び拠点ごとの PO を

●世界トップレベル研究拠点プログラム委員名簿（27

の実施に当たっては、国の

評価の公正さ、透明性、信

的なアウトリーチ活動を実施

（AAAS）への出展など、積極

開催やアメリカ科学振興協会

・9 拠点合同でのシンポジウム

評価できる。

取りまとめられたことは高く

に置いて、将来計画への提言が

論をもとにプログラム委員会

ショップを開催し、そこでの議

調査分析結果をもとに、ワーク

点の基本データと REI 政策の

行われた。平成 19 年度採択拠

をまとめるための検証作業が

・WPI プログラムの将来構想

がなされている。

れ、的確な評価と改善点の指摘

ムの進捗状況が正確に把握さ

よる現地視察により、プログラ

上がっている。また PD,PO に

発揮された結果、優れた成果が

たプログラム運営管理能力が

能を発揮し、また JSPS の優れ

び拠点作業部会が十二分に機

からなるプログラム委員会及

・ノーベル賞受賞者、外国人委

ラム委員会及び拠点作業部会

より、中期計画の項目（達 ・各拠点のフォローアップは、プログラム委員会及び

当たっては国の定めた制

ラム（WPI）」について、

る。

言えることから評定を A とす

ペースで実績を上げていると

って履行し、中期目標を上回る

の理由により、中期計画を上回

度・方針に従うとともに、 委員会を開催し、評価・管

＜その他の指標＞

状況管理及び審査・評価・管理

研究環境と高い研究水準 ・拠点作業部会の外国委員 ・国の定めた制度・方針を踏まえ、プログラムを担当

有する審査・評価に関する

研究力が向上するよう、国

えた PD・PO 体制により、進捗

援が適切に行われ、大学の

平成 27 年度における中期計
画の実施状況については、下記

・国の定めた制度・方針を踏ま

【研究拠点の形成促進】

を集中的に支援し、優れた

るものについて、振興会の

上げた。

中核とした研究拠点構想

究拠点の形成を目的とす

ミッションに対応した支

委員の参画

A

＜評定に至った理由＞

評定

外部評価委員による評価

＜根拠＞

A

自己点検評価

中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の実績を

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、 評定

業務実績

に対し、それぞれの特徴と

高いレベルの研究者を ・プログラム委員会の外国

(3) 研究拠点の形成促進

主な評価指標

国の助成事業のうち研

(3) 研究拠点の形成促進

(3) 研究拠点の形成促進

年度計画

学術の中心である大学

中期計画

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価

64
決定する等、適切な管理を行っ
たことは評価できる。

金による支援期間終了後の拠点構想についてヒア
リングを行い、フォローアップ結果として、各拠点

52

フォローアップ結果英文版（正本）

結果を公表予定）。

について次年度のフォローアップ時に評価し、その

� 改善すべき点等を各拠点に通知した。（対応状況

版・日本語版）を作成した。

に基づき、中間評価用自己点検報告書様式（英語

議の上、プログラム委員会において決定した。これ

の評価基準、手順等案を PD・PO、文部科学省と協

を実施する予定である 3 拠点については、中間評価

また、平成 28 年度に発足 5 年目を迎え、中間評価

て、各拠点の改善すべき点等をとりまとめた。

点の進捗状況等を確認し、フォローアップ結果とし

びプログラム委員会等によるヒアリングを経て拠

PO を中心とした拠点作業部会による現地視察、及

�平成 24 年度採択拠点

改善すべき点等をとりまとめた。

ングを行い、フォローアップ結果として、各拠点の

後の拠点構想、ホスト機関の支援等についてヒアリ

事項に対する対応を含む進捗状況に加え、中間評価

PD・PO による現地視察を行い、中間評価での指摘

�平成 22 年度採択拠点

した。

に基づき、報告書様式（英語版、日本語版）を作成

議の上、プログラム委員会において決定した。これ

評価基準、手順等の案を PD・PO、文部科学省と協

を実施する予定である 4 拠点について、最終評価の

また、平成 28 年度で支援期間が終了し、最終評価

の改善すべき点等をとりまとめた。

評価及び中間評価の手順等を

PD・PO による現地視察を行い、進捗状況や補助

＜その他事項＞

及び改善方策＞

る。また、次年度に向けて最終

とめ、提示したことは評価でき

は、各委員の利益相反に配慮した。
�平成 19 年度採択拠点

＜指摘事項、業務運営上の課題

点の改善すべき点等をとりま

切な管理を実施した。また、フォローアップにおいて

成しており、評価できる。

い、進捗状況等を把握し、各拠

・
「世界トップレベル研究拠点プログラム委員会規程」 ・PD・PO による現地視察を行
に基づき、以下のとおり拠点構想進捗状況の把握と適

は、いずれにおいても目標を達

＜フォローアップ＞

「達成すべき成果」について

したことは高く評価できる。
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EI(Research Excellence Initiative)政策を調査分析

する内容の将来計画への提言

を得た。
１．WPI プログラムの継続

53

現在検討中。
）

システムの詳細については、文部科学省において

（※WPI Academy”または”WPI Association”

った活動状況の評価を受ける。

テムは、定期的（例えば 3 年毎）に WPI 基準に沿

 ”WPI Academy”または”WPI Association”シス

テムの立ち上げ。

る”WPI Academy”または”WPI Association”シス

 WPI 基準を満たした拠点によって構成され

備し、WPI ブランドを維持。

期間終了拠点に対し、何らかの支援スキームを整

 WPI 拠点が達成した卓越性に鑑み、補助金支援

点を維持することを約束。

 ホスト機関長は、自助努力によって、各 WPI 拠

２．補助金支援期間終了拠点への支援

 平成 29 年度に新規拠点公募

に推進。

 WPI プログラムは、拠点の”代謝“により、さら

を再設定し、継続。

 WPI プログラムは、ミッションと支援スキーム

きる。

ログラムの有効性を高く評価

については、プログラム委員会において、以下の結論

を取りまとめたことは、評価で

て、国際的な観点から WPI プ

採択の必要性について検討した。また、その検討結果

Institute”を樹立

に、プログラム委員会におい

了後拠点のフォローアップ方針、新規の WPI 拠点の

 平成 19 年度採択拠点は”World Premier

た分析結果や REI 国際ワーク
ショップにおける議論をもと

クショップを開催することにより、補助金交付期間終

から直接聞き取り調査を行っ

り、REI 政策を実施する国のデ
ータを分析し、さらに担当機関

関する基本的なデータをまとめるとともに、世界の R
し、プログラム委員会の開催にあわせ、REI 国際ワー

し、将来計画を検討するにあた

グラムの検証作業を行った。平成 19 年度採択拠点に

・WPI プログラムの将来構想をまとめるため、本プロ ・WPI プログラムを適切に評価

H27Reports/2015_WPI_Report_J.pdf

https://www.jsps.go.jp/j-toplevel/data/08_followup/

フォローアップ結果和文版（仮訳）

lowup/FY2014Reports/2015_WPI_Report_E.pdf

https://www.jsps.go.jp/english/e-toplevel/data/08_fol
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特になし

４．その他参考情報

における広報活動の状況や、ア
メリカで開催された AAAS へ
の出展など、積極的なアウトリ
ーチ活動を実施したことによ
り、WPI プログラムの国内外へ
の広報に大きく寄与しており、
高く評価できる。

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、平成 27 年度も 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。毎夏開
催されているスーパーサイエンスハイスクール

54

点の研究活動を国際的に発信した。

ーナリスト、学術機関関係者、一般市民等に向けて拠

ブースを出展し、アメリカはじめ各国の研究者、ジャ

・また、アメリカ科学振興協会（AAAS）年次大会で

事化し、出展した。

（SSH）年次大会への出展を平成 27 年度より合同行

・9 拠点合同でのシンポジウム

ョン会議）の「『国民との科学・技術対話』の推進に

（アウトリーチ）
・総合科学技術会議（現・総合科学技術・イノベーシ

67

・最先端研究基盤事業

２ 世界レベルの多様な知の創造
（４） 先端研究助成等

レビュー

関連する政策評価・行政事業

指標等（実績値） 達成目標

間最終年度値

前中期目標期

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

H25

H26

H27

H28

55

H29

従事人員数

決算額（千円）

1,118,781
51

51

H26

34,202,194

H25

48

159

H27

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
H29

注）決算額は支出額を記載。

H28

当該項目の重要度、難易 重要度：「高」（先端的な研究を集中的に推進するために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」等を活用し、総合科学技術会議が決定した運用方針を
度
踏まえた文部科学大臣が定める運用方針に基づき、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・執行管理等を行うものであるため。
）

当該事業実施に係る根 独立行政法人日本学術振興会法第 15 条 業務に関連する政策・施
拠（個別法条文など）
策

Ⅰ―２－４

１．当事務及び事業に関する基本情報

68
確認や現地調査を通じて、補助
金の額の確定業務を実施して
おり着実な事業実施は評価で
きる。

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、補助事業者の交付決定の内容及び
交付条件に適合するかを確認し、交付した補助金の額

成すべき成果を除く）に係
る業務の実績が得られて
いるか。
・中期計画における「達成
すべき成果」に向けた取組

地調査等により、額の確定

を行う。

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。

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

B

及び改善方策＞

確定を行う。

機動的・弾力的な経費の支

出を行うとともに、基金を

に必要な助成・執行管理を

行う。

ては、確実に額の確定

可能とする。また、若手・ 関する業務を法令の定め

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

研究者の先端的な研究に

関する進捗管理を適切に

行う。

切に行う。

実な事務処理を行う。
について質の高い成果（内
容）であるとの評価を得
る。

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

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。

等を行う。

したものに係る額の確定

充実・強化するために助成

端の研究基盤・研究環境を

越があった場合の確

併せて、先端研究助成基

対して必要な助成を行う

容を広く公開する活動に

併せて、先端的研究の内

施する。また、若手・女性

究に関する進捗管理を適

最先端研究基盤事業

るところに従い、確実に実

女性研究者の先端的な研

を行う。

に関する業務におい

庫への納付等の手続きに



よる研究の加速・強化

廃止する場合における、国

その際、研究資金の多年

度にわたる柔軟な使用を

先端研究助成基金に
＜その他事項＞

＜指摘事項、業務運営上の課題

おいては、確実に額の

等の進捗状況に即応して、

かつ計画的な振興のため


成しており、評価できる。

・ 先端研究助成業務に

外部評価において



の先端的な研究の総合的

可能とするなど、研究計画

運用方針に基づき、我が国

度にわたる柔軟な使用を

その際、研究資金の多年

部科学大臣が定める基金

は、いずれにおいても目標を達

「達成すべき成果」について

を B とする。

行われていると認められ、評定

に記載の内容で適切な評価が

ると言えることから、自己評価

かって順調に実績を上げてい

計画通り履行し、中期目標に向

画の実施状況については、中期

平成 27 年度における中期計

＜評定に至った理由＞

評定

外部評価委員による評価

は適切か。

56

の確定を適切に行った。

いて、提出された実績報告書の

【最先端研究基盤事業】

より、中期計画の項目（達 ・取扱要領等関係規程に基づき、補助事業が完了した

認や、必要に応じて行う現

なる先端的な研究を集中

出される実績報告書の確 ・着実かつ効率的な運営に

経済社会の発展の基盤と

なる先端的な研究を集中

（最先端研究基盤事業）
・補助事業が完了した事業につ

経済社会の発展の基盤と

上げた。

B

取扱要領等関係規程を

＜評定と根拠＞

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、 評定
中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の実績を

自己点検評価

踏まえ、補助事業者から提

＜その他の指標＞

＜主な定量的指標＞

法人の業務実績・自己点検評価
業務実績

将来における我が国の

・最先端研究基盤事業

(4) 先端研究助成等

主な評価指標

将来における我が国の

（平成 21 年度補正予算

年度計画

（第 1 号）等に係る業務） （第 1 号）等に係る業務）

(4) 先端研究助成等

（平成 21 年度補正予算

中期計画

(4) 先端研究助成等

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価
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特になし

４．その他参考情報

57

70

②
③

国際的な共同研究の推進
研究教育拠点の形成支援

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
① 諸外国との二国間交流の支援

ビュー

関連する政策評価・行政事業レ

(※)4 段階評価の上位二つ目まで

2/3 課題

アジア研究教育拠点事業
の事後評価が B 以上(※)
の課題数

24 ヶ国

4/5 課題

4/4 課題

32 ヶ国

21 ヶ国

57 機関

15 ヶ国

40 ヶ国・

58 機関

3件

41 か国・

－

間最終年度値

前中期目標期

4/4 課題

B型

A型

達成
目標

先端研究拠点事業の事後
評価が B 以上(※)の課題数

研究拠点形成
事業での交流
国数

協定等に基づく二国間交
流事業の交流国・機関数

諸外国の学術振興機関と
の覚書の新規締結、改訂数

指標等（実績値）

25 年度

4/4 課題

3/3 課題

37 ヶ国

27 ヶ国

57 機関

39 か国・

3件

26 年度

3/5 課題

3/3 課題

36 ヶ国

28 ヶ国

48 機関

34 か国・

6件

27 年度

28 年度

29 年度

58

従事人員数

決算額（千円）

28

7,622,879

25 年度

29

7,681,227

26 年度

28

7,323,157

27 年度

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
29 年度

注）決算額は支出額を記載。

28 年度

アジア研究教育拠点事業 http://www.jsps.go.jp/j-acore/index.html

http://www.jsps.go.jp/j-core_to_core/index.html

http://www.jsps.go.jp/j-jg_externship/index.html

先端研究拠点事業

日独共同大学院プログラム

研究拠点形成事業 http://www.jsps.go.jp/j-c2c/index.html

http://www.jsps.go.jp/j-bilat/bilat.html

http://www.jsps.go.jp/j-bottom/index.html

二国間交流事業

国際共同研究事業

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

参考 URL

目標の達成に向けて主要な役割を果たすものであることから、その重要性は高い。
）
難易度：「高」（日本をハブとした国際研究ネットワークを強化し、質の高い国際共著論文を増加し、我が国の学術研究水準を向上させるため重要な事業である一方、その大部
分が実施に当たって世界各国の約 50 に上る学術振興機関との協定等に基づくマッチングファンド方式を採用していることから、募集件数の設定や採択課題の決定には、これら
相手国側の学術振興機関と継続的・定期的な協議が必要となる。また、新規に事業を開始する際にも、重視する研究分野や選考・評価方法の違いなどから、交流相手国と共通
の支援枠組みを構築するための調整が必要となる。これらの協議や調整には高度な国際交渉能力と経験が必要であり、実施に当たっての難易度は高い。
）

当該項目の重要度、難易 重要度：「高」（政府の「科学技術イノベーション総合戦略 2015」においては「世界トップレベルの研究者を呼び込む優れた研究環境と高い研究水準を誇る研究拠点の整備」及
度
び「我が国の基礎研究の向上に資するような国際協力によるオープンイノベーション拠点の形成や戦略的な国際共同研究の促進等」が謳われている。振興会が実施する各種の
共同研究事業等は、人文・社会科学を含む全ての学問分野を対象に、学術・基礎研究を中心とした国際的な研究交流拠点の整備や国際共同研究の支援を行うものであり、上記

当該事業実施に係る根 独立行政法人日本学術振興会法第 15 条 業務に関連する政策・施
拠（個別法条文など）
策

Ⅰ―３－１

１．当事務及び事業に関する基本情報

71

いて、新たな交流相手国と事業実施に向けた覚書を締
結する一方、研究者交流事業の見直しを行い、事業へ

・協定等に基づく二国間交
流事業の交流国・機関数

・「研究教育拠点の形成支
援」における交流国数

学術国際活動に関する基

本的な戦略（JSPS 国際戦

略）」に基づき、学術にお

ける国際交流を促進させ

る事業を実施する。

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。

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

平成 27 年度における中期計

ける国際共同研究の開始、スイ

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。

つつ、競争環境の中で厳正

な審査を行う。

力機関のニーズを踏まえ

ながら不断の見直しを行

る業務の実績が得られて
いるか。

を行う事業についてはそ

の結果を、ホームページ等

分野の特性を踏まえなが

ら策定する。



まえながら不断の見直し

を得る。

層進めるため、諸外国の学

ワークを構築することに

証においては、少数意見の

実施する。また、世界の学

研究者交流、セミナー・シ

・書面審査結果の分析・検

基づく、国際共同研究、セ

を進めるため、共同研究、 ミナー開催などの事業を

国際競争力の一層の強化

＜評価の視点＞

（内容）であるとの評価

上、国際競争力の強化を一

と強固な国際協働ネット

より、我が国の研究水準、 術振興機関との協定等に

について質の高い成果

透明性、信頼性

我が国の研究水準の向

の促進

の促進

共同研究、36 件のセミナー、

59

●申請・採択状況（平成 27 年度募集分）

ことは国内外の多くの研究者

択件数の 5 倍以上と高い。この
 研究者交流：36 人

プログラムへの応募件数は採

・本事業に含まれるそれぞれの

評価できる。

流ニーズに応えたことは高く

受入交流総人数：1191 人

は評価できる。

国との交流を支援し、多様な交

度より 3 ケ国増し、より多様な

同研究・セミナーにおいて前年

派遣交流総数：1415 人

 共同研究：349 件・セミナー：36 件

か国との交流を廃止した。

関との協議を経て、ニーズに合わなくなっていた 10

術の国際交流を促進したこと

36 人の研究者交流を実施し、学

との協定等に基づき、349 件の

る二国間交流事業においては、34 か国、48 機関との
なお、研究者交流については見直しを行い、対応機

く評価できる。

に的確に応えるものとして高

いることは、外部評価での指摘

究者交流）の廃止に踏み切って

ーズが低下した事業（10 の研

一方、既存の覚書を見直し、ニ

流相手国の拡充に努めている

覚書を締結、事業を開始し、交

術振興機関（34 か国、48 機関） ・オープンパートナーシップ共

内容を見直しつつ諸外国の学

諸外国の学術振興機関との協定等に基づき実施され

 審査・評価の公正さ、 協定等に基づき、下記のとおり実施した。

成果の状況

際共同研究等による

 振興会の支援する国

海外の学術振興機関等

(1) 国 際 的 な 共 同 研 究 等

理化を進める。

【協定等に基づく共同研究・セミナー・研究者交流】

は適切か。

術振興機関のニーズを踏

を行い、大括り化・整理合

■ 二国間交流事業

すべき成果」に向けた取組

等研究機関や諸外国の学
外部評価において

【諸外国との二国間交流の支援】

・中期計画における「達成

交流事業については、大学

を通じ広く公開する。

成すべき成果を除く）に係

び中間・終了時・事後評価

等の機能を活用し、地域や

その戦略に基づき、国際

より、中期計画の項目（達

果の把握に努め、報告書及

また、事業の成果及び効 ・着実かつ効率的な運営に

・研究者交流の廃止など、交流

enryaku.pdf

スとの間で事業実施に向けた

の締結、国際共同研究事業にお

http://www.jsps.go.jp/j-kokusai/data/JSPS_kokusais

援」における事後評価が B

＜その他の指標＞

いてイスラエルと新たな覚書

く評価すべきである。

JSPS 国際戦略：

・「研究教育拠点の形成支

術システム研究センター

基本的な戦略について、学

(1) 国 際 的 な 共 同 研 究 等

を進める。

国際共同研究等に係る

の機能を有効に活用し、審

の透明性・公平性を確保し

大学等研究現場や海外協

い、大括り化・整理合理化

いては、 ORA プログラムのも
と欧州との社会科学分野にお

以上の課題数

ンターや国際事業委員会

国際交流事業について、 機能を有効に活用し、審査

に的確に応えるものとして高

を廃止した。

・今年度は二国間交流事業にお

ては、学術システム研究セ

ターや国際事業委員会の

た取組を行う。

とから評定を A とする。

その際、公募事業につい

は、学術システム研究セン

術研究活動の発展に向け

実績を上げていると言えるこ

なお、公募事業について

とは、25 年度外部評価での指摘

し、中期目標を上回るペースで

的及び質的に）上回って履行

の理由により、中期計画を（量

画の実施状況については、下記

て順次見直しを行っているこ

下した研究者交流事業につい

を拡充する一方で、ニーズが低

規の覚書を締結し、交流相手国

・各種共同研究事業において新

A

＜評定に至った理由＞

評定

外部評価委員による評価

まらない我が国全体の学

のニーズが低下していると判断した国については交流

・JSPS 国際戦略を踏まえ、各種の共同研究事業にお

（国際共同研究等に係る基本的な戦略）

上げた。

定した「日本学術振興会の

の覚書の新規締結、改訂数

指し、平成 25 年 5 月に策

A

自己点検評価
＜根拠＞

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、 評定

の一層の向上を目指し国

する観点から、海外の学術

法人の業務実績・自己点検評価
業務実績

国の研究水準、国際競争力

の国際流動性を一層促進

＜主な定量的指標＞

主な評価指標

中期計画通りに着実に推進した。特に、以下の実績を

我が国の研究水準、国際

年度計画

競争力の一層の向上を目 ・諸外国の学術振興機関と

国際的な共同研究を積

極的に促進するなど、我が

我が国の学術研究活動

中期計画

のグローバル化や研究者

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価
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(1) 国 際 的 な 共 同 研 究 等

見直しに着手する。【勧告
の方向性】

カ地域における諸課題解

決に資する中核的な研究

る。

との協定等に基づき、共同

諸外国の学術振興機関

の支援

① 諸外国との二国間交流

の促進

えながら国際交流事業の

点の形成やアジア・アフリ

42
件

880 件

度評価】

【外部評価委員指摘 26 年

力することを期待する。

なる学術交流の進展に努

術振興機関と連携して、更

がら、振興会が諸外国の学

・我が国の国益に留意しな

部評価 25 年度評価】

くことが求められる。【外

と見直しは常に行ってい

支援であり、その新規締結

推進のための最も強力な

定の締結は、国際共同研究

関との間での学術交流協

・振興会と諸外国の当該機

年度評価】

54.76％

20.5％

採択率

新規

改訂

改訂

改訂

新規

新規

新規・
改訂

若手研究
者の相互
派遣

共同研究

共同研究

共同研究

若手研究
者派遣

共同研究
の開始

協定の
内容

375 件

申請件
数

58 件

採択数

15.5％

採択率

の環境整備としても評価でき
る。過去に支援したプログラム
の事後調査を数年たって行う
と、大きなプログラムに発展し
ている事業がある可能性があ
る。数年後の事後調査の必要性

ナーシップにおいて、協定等に
基づく交流を実施していない
国との交流を前年度より 3 か国
増やし、より多様な国との共同
研究・セミナーを支援したこと

60

地域）

●オープンパートナーシップ採択内訳（交流相手国・

できる。

するという観点から高く評価

ットワークの構築、発展に寄与
の交流ニーズに幅広く対応出来た。

諸外国の学術振興機関とのネ

年度実施していない国との交流は 27 か国（前年度よ

＜その他事項＞

は、幅広い交流ニーズに応え、 を提案する。

同研究プログラムの立ち上げ
を対象としたオープンパート

が、長期的には、今後の大型共

研究の成果として評価される

ラムの成果は、短期的には共同

・ここに記された多様なプログ

及び改善方策＞

＜指摘事項、業務運営上の課題

成しており、評価できる。

は、いずれにおいても目標を達

・我が国と国交のある全ての国

て高く評価できる。

指摘に的確に応える取組とし

「達成すべき成果」について

価できる。

び 26 年度の外部評価における

の促進に努めていることは、評

ら進めるものであり、25 年度及

に対する認知度の向上と理解

を、我が国の国益に配慮しつ
つ、継続的な見直しを行いなが

関する説明会を実施して、制度

究機関に赴き、国際交流事業に

とは、諸外国との学術国際交流

の新規締結や改訂を行ったこ

や外交的観点に配慮して、覚書 ・要望を受けて全国の大学等研

振興機関との間で、研究ニーズ

高く評価できる。

大きく向上させたものとして

を締結するなど、諸外国の学術

も短縮したことは、業務の質を

いたイスラエルと新たに覚書

に要する期間を一週間あまり

業負担を軽減し、選考完了まで

・審査員選考の電子化により作

ていることの証である。

進の有効な手段と高く評価し

が本事業を国際的共同研究推

・長年にわたり交流が中断して

り 3 か国増）
・44 件（下表参照）であり、多様な国と

上記採択数のうち、協定等に基づく交流を平成 27

共同研究・セ
ミナー

7 年度募集分）

●オープンパートナーシップ申請・採択実績（平成 2

（派遣交流総数：564 人）

 共同研究・セミナー：151 件（51 か国・地域）

り実施した。

いてはこれに準じて取り扱う）を対象に、下記のとお

が国と国交のある全ての国（台湾及びパレスチナにつ

外との交流に対するニーズにも幅広く応えるため、我

協定等に基づく二国間交流事業を実施している国以

【オープンパートナーシップ共同研究・セミナー】

インド(DST)との Letter of I
ntent

ドイツ(DAAD)との実施細目

フランス(Inria)との覚書・実
施細目

フランス(CNRS)との覚書・実
施細目

必要がある。
【外部評価 25

イスラエル科学財団（ISF）と
の覚書

協定名

締結、改訂実績

欧州委員会(EC)・欧州研究会
議(ERC)との実施取決め

開発に引き続き努力する

23 人

180 件

採択数（予定数
含む）

●平成 27 年度諸外国の学術振興機関との覚書の新規

研究者交流
派遣

共同研究・セ
ミナー

申請
件数

客観的に評価する手法の

・国際交流事業等の成果を

力機関のニーズ等を踏ま

世界的水準の研究教育拠

教育拠点の形成を推進す

・大学等研究現場や海外協

先端研究分野における

ーズに対応する。

年度評価】

要である。【JSPS 部会 25

たな国際共同研究等のニ

妥当性に係る目配りが重

術研究動向の変化等を踏

な国際交流の支援を行う。 まえつつ、新興国等との新

ンポジウムの開催等多様

73

院プログラムを実施する。

共同で行う日独共同大学

学院における教育研究を

と協力し、日独の大学が大

イツ研究振興協会（DFG）

手研究者の育成のため、ド

及び博士課程における若

また、大学院教育の国際化

実施する。

要性に配慮しつつ、円滑に

術に関する国際交流の必

ニーズや外交的観点等、学

際、各国の研究水準・研究

を着実に実施する。その

シップ共同研究・セミナー

したオープンパートナー

る全ての国・地域を対象と

ズに応えるため、国交のあ

て、多様な国との交流ニー

究者交流を支援する。加え

研究やセミナーの開催、研

シンポジウム開催概要

の推進に寄与し、我が国の国益

とは、当該国との国際共同研究

ークを更に発展・深化させたこ

の学術振興機関とのネットワ

アニアとの交流拡大など、海外

周年シンポジウムの開催、リト

約 100 名

ntre（デリー・インド）

India International Ce

日
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野ののべ 180 件の課題のうち、高い評価を得た課題を

モスクワ大学）を開催した。過去に支援した多様な分

「JSPS-RFBR 交流 10 周年記念シンポジウム」
（於

(RFBR)、モスクワ大学、在ロシア日本大使館と共催で

平成 27 年 10 月に、振興会・ロシア基礎科学交流財団

■日露 10 周年シンポジウム

参加者数

開催場所

できる。

にも資するものであり、26 年度
（International Symposium on Economic history） 外部評価における指摘に的確
日程
平成 28 年 1 月 5 日～6
に応えるものとして、高く評価

○日本－インド

テーマとしたキックオフフォーラムを開催した。

・振興会と ICHR との覚書締結を記念して、経済史を

募した。

度分二国間交流事業（共同研究・セミナー）を共同公

基づき、人文学及び社会科学分野における平成 28 年

・ICHR（インド歴史学研究協議会）及び ICSSR（イ ・日印の覚書締結を記念したキ
ンド社会科学研究協議会）と前年度に締結した覚書に ックオフフォーラムや日露 10

■ インドとの協力

インドネシア、タイ、 韓国、中国、
ベトナム、中国、スウ ニュージーラ
ェーデン、ドイツ、フ ンド、ドイツ
ランス

セミナー

協定等に基づ
く交流を平成
27 年度実施
している国(9
か国・14 件）

共同研究
バングラデシュ、フィ モンゴル、カ
リピン、マレーシア、 メルーン、英
ミ ャ ン マ ー 、 モ ン ゴ 国、米国
ル、台湾、ガーナ、ザ
ンビア、スーダン、オ
ーストラリア、イタリ
ア、ジョージア、スイ
ス、スペイン、チェコ、
デンマーク、ノルウェ
ー、フィンランド、ラ
トビア、リトアニア、
英国、イスラエル、ア
ルゼンチン、チリ、カ
ナダ、米国

協定等に基づ
く交流を平成
27 年度実施
していない国
(27 か国・44
件）
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学術研究活動のグロー

約 50 名

参加者数

献している。

進及び若手研究者の育成に貢

ており、組織的な国際交流の促

を実施することが可能となっ

大学院教育研究プロジェクト

定した支援のもとに質の高い

行う共同研究を推進する

を受け付け、振興会において書面審査・合議審査を行
62

る多国間国際共同研究事業に新たに参画。30 件の申請

構（NWO）が共同で実施する、社会科学分野におけ

学分野における国際共同研究

ラム）の公募を開始し、社会科

研究プログラム（ORA プログ

海外の研究者と協力して

との連携のもと、我が国の

大学等の優れた研究者が

研究事業を滞りなく支援する
国立研究機構（ANR）、ドイツ研究振興協会（DFG）、 のみならず、新たに欧州との社
英国社会科学研究会議（ESRC）、オランダ科学研究機 会科学分野における国際共同

・欧州４か国の主要な学術振興機関である、フランス

■欧州との社会科学分野における国際共同研究プログ ・多国間国際研究協力事業を始
め、現在採択している国際共同
ラム（ORA プログラム）

【国際的な共同研究の推進】

た」との評価結果を得た。

事後評価を実施し、「当初の目標は想定通り達成され

・5 年間の事業が終了したプロジェクト 1 件について

予定である。

と連携して行うため、両国の安

ついては、ドイツ研究振興協会

・採用 3 年目のプロジェクト 1 件に対する中間評価を
実施した。支援期間終了後には、事後評価を実施する

・日独共同大学院プログラムに

・平成 27 年度実施件数：3 件

めに、海外の学術振興機関

バルな展開に対応するた

進

② 国際的な共同研究の推

東京大学（東京）

開催場所

■ 日独共同大学院プログラム

平成 27 年 10 月 7 日

日程

○日本-リトアニア生命科学シンポジウム開催概要

存の事業を活用して共同研究の支援を開始した。

実施したほか、振興会とリトアニア研究評議会は、既

リトアニア生命科学シンポジウム」（於 東京大学）を

究評議会・駐日リトアニア大使館との共催で「日本-

平成 27 年 10 月に、振興会・東京大学・リトアニア研

■リトアニアとの交流拡大

約 50 名

ワ・ロシア）

モスクワ大学（モスク

開催場所
参加者数

平成 27 年 10 月 21 日

日程

○日露 10 周年記念シンポジウム開催概要

らは安西理事長が出席した。

二国間交流を成功に導いた要因を披露した。振興会か

率いた約 20 名の日露の研究代表者が、交流成果及び
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請を受け付けたことからも、我
が国では数少ない社会科学分
野の国際共同研究を支援する
本事業に対する高い注目度が
窺え、研究者のニーズに的確に

RE プログラム）
・米国国立科学財団 NSF と連携して行う国際共同研
究事業。予備申請 28 件、本申請 7 件を受け付け、振
興会において書面審査・合議審査を行った上で NSF
と協議し、新たに 2 課題を採択した。
（平成 27 年度支
援件数：3 件）

ナーシッププログラム（PIRE
プログラム）において、アメリ
カ NSF とのパートナーシップ
に基づき新規課題を採択する
など、主要国学術振興機関と密

・スイス科学財団（SNSF）と新たに国際共同研究事
業を開始することを合意した。
・SNSF と協議の上、課題の採択に向けた新たな審査
方法について合意に至り、平成 28 年度採択公募を開
始した。（平成 28 年度採択予定）

するとともに、共同研究支援の

●事後評価の実施･公表実績
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協力事業

■ 災害からの回復力強化等に関する領域横断的研究

を実施した。
（平成 27 年度支援件数：9 件）

を支援することを目的とする多国間国際研究協力事業

米国国立科学財団（NSF）と、優れた多国間共同研究

ロシア基礎科学財団（RFBR）、英国研究会議（RCUK）、

国立研究機構（ANR）、ドイツ研究振興協会（DFG）、

・カナダ自然科学工学研究会議（NSERC）、フランス

Initiative）】

■ 多国間国際研究協力事業（G8 Research Councils

ものとして、高く評価できる。

ネットワークを一層推進する

動のグローバルな展開に対応

に事後評価を実施した。

C: 当初設定された研究計
画はある程度達成された。

努力を行っており、学術研究活

・平成 23 年度採択課題の終了を受けて、平成 27 年度

1

一層充実させるための不断の

研究事業を実施した。（平成 27 年度支援件数：4 件）

評価結果

事業を開始するなど、本事業を

・NSF と連携して行う化学分野を対象とした国際共同

実施課題数

新たにスイスと国際共同研究

■ 国際化学研究協力事業（ICC プログラム）】

る推進を図っている。さらに、

に協力して共同研究のさらな

また、国際共同研究教育パート

■スイスとの国際共同研究プログラム（JRPs）

応える施策であると言える。

として、高く評価できる。特に、
一分野で 30 件という多くの申

■国際共同研究教育パートナーシッププログラム（PI

進に大きく貢献する取り組み

野における国際共同研究の促

（平成 27 年度支援件数：2 件）

成を目的とした国際共同

研究事業を実施する。

った上で、欧州側と協議し、新たに 2 課題を採択した。 の支援を開始したことは、同分

とともに、若手研究者の育

76
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、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 年度から開始している。

野において、世界的水準又

は地域における中核的な

研究交流拠点の構築とと
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（B. アジア・アフリカ学術基盤形成型）

アメリカ、イギリス、イタリア、インド、インドネシ
ア、オーストラリア、オランダ、カナダ、韓国、シン
ガポール、スイス、スウェーデン、スペイン、タイ、
台湾、中国、チリ、デンマーク、ドイツ、フィンラン
ド、フランス、ブラジル、ベトナム、ベルギー、マレ
ーシア、ノルウェー、ラオス、ロシア

●交流国数：28 か国（26 年度：27 か国）

http://www.jsps.go.jp/j-c2c/hyouka_a.html

評価結果：

B：想定どおりの
成果をあげつつ
あり、現行の努
力を継続するこ
とによって目標
の達成が概ね期
待できる／7 課
題

えられ評価できる。

の育成等に寄与するものと考

拠点形成の推進や若手研究者

ジア・アフリカ諸国の研究交流

者交流について行っており、ア

みで共同研究・セミナー・研究

流を実施し、多国間交流の枠組

ジア・アフリカの 36 か国と交

に資する研究分野においてア

では、当該地域共通課題の解決

ア・アフリカ学術基盤形成型」

・研究拠点形成事業「B.アジ

している。

画の達成に向けて順調に進捗

旨の評価を受けており、中期計

どおりの成果をあげつつある

・当事業の中間評価で概ね想定

図る観点から評価できる。

の構築や若手研究者の育成を

究分野における研究交流拠点

り増加して行っており、先端研

中間評価

A：想定以上の成
果をあげつつあ
り、当初の目標
の達成が大いに
期待できる／
1 課題

同研究・セミナー・研究者交流

・採用 3 年目の課題に対する中間評価を実施した。支

8

多国間交流の枠組みによる共

みで共同研究・セミナー・研究者交流を行った。

について交流国数を前年度よ

し、日本と複数の先進諸国との

施し、日本と複数の交流相手国との多国間交流の枠組

事業（継続分）を実施する。

評価結果

国 28 か国との間で交流を実施

・14 機関 32 課題を米英独仏等の 28 か国との間で実

分）、アジア研究教育拠点

実施課題数

において、米英独仏等の先進諸

（A. 先端拠点形成型）

び先端研究拠点事業（継続

援期間終了後には、事後評価を実施する予定である。

に競争の激しい先端研究分野

■ 研究拠点形成事業

点形成型」が対象とする国際的

・研究拠点形成事業「A.先端拠

図る研究拠点形成事業及

もに若手研究者の育成を

※研究拠点形成事業は、
「独立行政法人の事務・事業の

題の解決に資する研究分

【研究教育拠点の形成支援】

先端的又は地域共通課

援

③ 研究教育拠点の形成支

（平成 27 年度支援件数：2 件）

・NSF と連携して行う国際共同研究事業を実施した。

77

・18 機関 31 課題をアジア・アフリカの 36 か国との

B：当初の目標は
想定どおり達成
された／1 課題

A：当初の目標は
想定以上に達成
された／2 課題

3
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■ アジア研究教育拠点事業

アメリカ、イタリア、オランダ、スイス、スウェーデ
ン、ドイツ、フランス

●交流国数：7 か国（26 年度：9 か国）

※ 評価は A～D の 4 段階で実施
評価結果：
国際戦略型
（http://www.jsps.go.jp/j-core_to_core/kokusai_kyoten_
shuryo.html）

国際戦略型

評価結果

実施課題数

●事後評価の実施･公表実績

期間終了時に事後評価を行った。

・本事業に採択された研究交流課題については、採用

同研究・セミナー・研究者交流を行った。

日本と複数の交流相手国との多国間交流の枠組みで共

・3 機関 3 課題を米英独仏等の 7 か国との間で実施し、

■ 先端研究拠点事業

インド、インドネシア、韓国、カンボジア、シンガポ
ール、スリランカ、タイ、台湾、中国、東ティモール、
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、アラブ首長国連邦、イエメン、レバ
ノン、アルジェリア、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、ブルキナファソ、マラウイ、南アフリ
カ

●交流国数： 36 か国（26 年度：37 か国）

手国の拠点形成に寄与したことを確認した。

流を継続・発展するとの回答を得る等、我が国及び相

申請時の目標を達成でき、今後も相手国研究者との交

間終了後にアンケートを実施した結果、拠点機関から

・本事業に採択された研究交流課題については支援期

の枠組みで共同研究・セミナー・研究者交流を行った。

間で実施し、日本と複数の交流相手国との多国間交流

に進捗している。

中期計画の達成に向けて順調

ている旨の評価を受けており、

の目的は想定どおり達成され

・当事業の事後評価で概ね当初

いる。

と継続課題を着実に実施して

機関 6 課題（アジアの 10 か国）

英独仏等の先進諸国 7 か国）、4

れぞれ 3 機関による 3 課題（米

究教育拠点事業についても、そ

・先端研究拠点事業、アジア研

78
5

実施課題数

評価結果

C：ある程度成果が
あがり、当初の目標
もある程度達成さ
れた／2 課題

B：想定どおりの成
果をあげており、当
初の目標は達成さ
れた／3 課題
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妥当性を慎重に検討すると共に、有意義な審査意

乖離の見られる審査委員については、審査意見の

検証を行った。評点分布において他の審査委員と

ム研究センターを活用して書面審査結果の分析・

審査の公正性の向上を一層図るべく、学術システ

な審査が行われるよう努めた。

いて慎重な審議を審査委員に依頼するなど、公正

割れている研究課題については、第二段審査にお

研究課題の審査に当たり第一段審査結果の評点が

公開し、審査の透明性確保に努めた。

ージで公開するとともに、審査方針や審査方法も

う国際事業委員会委員の名簿は任期中にホームペ

書面審査員の名簿は任期終了後に、合議審査を行

制を維持した。

取り扱いについても周知し、公平で公正な審査体

び評価方法等を明確に示し、併せて利害関係者の

審査委員に審査の手引等を配布して、審査基準及

アリング審査を含む）を競争的な環境の下で行った。

取扱いに厳正を期しつつ、書面審査及び合議審査（ヒ

・公募事業は国際事業委員会等において利害関係者の

（審査業務）

【審査・評価業務】

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

●交流国数： 10 か国（26 年度：10 か国）

※ 評価は A～D の 4 段階で実施
評価結果：
http://www.jsps.go.jp/j-acore/13_hyoka_acore_h18.html

事後評価

●中間･事後評価の実施・公表実績

た。

・採用期間を終了した課題について事後評価を実施し

・4 機関 6 課題をアジア 10 か国との間で実施した。

は、評価できる。

把握と発信に努めていること

ことで、事業の成果及び効果の

果をホームページに公開する

・中間･事後評価を実施し、結

る。

めの取組として高く評価でき

より業務の質を向上させるた

とは、着実かつ効率的な運営に

業の正確性・効率性を高めたこ

作業負担を軽減すると共に、作

ようにすることで、選考に係る

・審査員選考を電子的に行える

妥当性にも配慮している。

乖離を着眼点とし、少数意見の

析・検証においては評点分布の

施している。書面審査結果の分

た透明・公正な審査を着実に実

析・検証によって、計画に定め

の公開や書面審査結果の分

査を行うとともに、審査員名簿

む合議審査による重層的な審

・書面審査及びヒアリングを含

79

は前年度の 41 日から 33 日へと短縮された。

効率が向上した結果、作業完了までに要した期間

業ミス・確認漏れの発生防止が可能になり、作業

等のチェックが自動化されることで、人為的な作

が軽減したほか、審査員候補者の所属機関の偏り

した。これにより、選考を行う研究員の作業負担

記入用紙に手書きで行っていた選考作業を電子化

年度まで学術システム研究センター研究員が紙の

事業の審査員選考メニューを追加することで、前

で用いられてきた審査員選考システムに国際交流

従来は科学研究費助成事業と特別研究員事業のみ

果を翌年度の書面審査員選考に反映させた。

平成 27 年 7 月 17 日
平成 27 年 7 月 22 日
平成 27 年 7 月 24 日
平成 27 年 10 月 14 日

早稲田大学（東京都）
横浜国立大学（神奈川県）
岩手大学（岩手県）
EU 代表部（東京都）
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平成 27 年 4 月 22 日

る。

向上と理解の促進に努めてい

○平成 27 年度事業説明会対応実績
EU 代表部（東京都）

明会を全国で実施し、認知度の
の向上と理解の促進に努めた。
日時

応え、国際交流事業に関する説
き、国際交流事業の制度や募集の内容等に係る認知度

開催場所

大学等研究機関からの要望に

大学等研究機関からの要望に応えて事業説明会に赴

【事業説明会の実施】

も報告書とともにホームページに公開した。

間評価を実施した。事後評価、中間評価いずれの結果

に、その課題を継続すべきかどうかを判断するため中

事業の進捗状況等を確認し、適切な助言を行うととも

ーサイト事業」においては採用 3 年目の課題に対して、

拠点形成事業（A.先端拠点形成型）
」及び「日中韓フォ

を実施したほか、
「日独共同大学院プログラム」
、
「研究

把握するため、採用を終了した課題に対する事後評価

ログラム）」の 5 事業において、事業の成果及び効果を

フォーサイト事業」、
「国際化学研究協力事業（ICC プ

研究拠点事業」、「アジア研究教育拠点事業」、「日中韓

・上述のとおり、
「日独共同大学院プログラム」
、
「先端

（評価業務）



見を付した審査委員は顕彰するなどして、その結

80

特になし

４．その他参考情報

平成 27 年 12 月 11 日
平成 28 年 2 月 22 日
平成 28 年 3 月 15 日

名古屋大学（愛知県）
関西学院大学（兵庫県）

68

平成 27 年 12 月 4 日

EU 代表部（東京都）

平成 27 年 11 月 25 日

インド大使館（東京都）

（茨城県）

農林水産技術会議事務局
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②
③

研究者ネットワークの強化
海外研究連絡センターの戦略的展開

３ 強固な国際協働ネットワークの構築
（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

ビュー

関連する政策評価・行政事業レ

以上(※)の課題数

事業の事後評価が B

日中韓フォーサイト

ウム参加者数

北東アジアシンポジ

数・参加者数

ンポジウム参加国

ASIAHORCs 共同シ

指標等（実績値）

達成目標

1/2 課題

26 名

9 ヶ国 30 名

間最終年度値

前中期目標期

2/2 課題

37 名

8 ヶ国 56 名

25 年度

1/2 課題

58 名

8 ヶ国 50 名

26 年度

1/1 課題

（合同開催）

同上

8 ヶ国 49 名

69

29 年度

http://www.jsps.go.jp/j-grc/grc2015tokyo/index.html

http://www.jsps.go.jp/j-grc/index.html

従事人員数

決算額（千円）

28

7,622,879

25 年度

29

7,681,227

26 年度

28

7,323,157

27 年度

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

科学上のブレークスルーに関するグローバルシンポジウム

グロ－バルリサーチカウンシル(GRC)

28 年度

28 年度

29 年度

海外研究連絡センターにおける調査・情報収集 http://www.jsps.go.jp/j-kaigai_center/overseas_news.html

27 年度

https://www.jsps.go.jp/english/e-plaza/51_lifeInJapan.html

留日経験研究者データベース

http://www.jsps.go.jp/j-affiliated/index.html

Life in Japan for Foreign Researchers 2016-2017 来 日 外 国 人 研 究 者 の た め の 生 活 ガ イ ド ブ ッ ク

招へい研究者への交流支援、研究者ネットワークの強化 http://www.jsps.go.jp/english/e-plaza/index.html

http://www.jsps.go.jp/j-plaza/bridge/index.html

http://www.jsps.go.jp/j-foresight/index.html

アジア学術振興機関長会議 http://www.jsps.go.jp/english/asiahorcs/meetings/9th/index.html

外国人研究者再招へい事業（BRIDGE Fellowship Program）

日中韓フォーサイト事業

http://www.jsps.go.jp/english/asiahorcs/7th_asiahorcs.html

アジア学術振興機関長会議共同シンポジウム

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

参考 URL

研究者のネットワーク構築等を通じて、優れた研究者を海外から我が国へ呼び込み、我が国をハブとした国際共同研究の促進に貢献するものであり、上記目標の達成に向けて主要な役
割を果たすことから、その重要性は極めて高い。
）
難易度：
「高」
（諸外国の学術振興機関との連携は、国際研究ネットワークの強化を我が国主導で進める上で重要であるが、諸外国の学術振興機関とのネットワークを形成するための国
際会議を開催し、国際研究協力体制の構築に向けた参加機関間での討議に我が国の意見を反映させつつ合意を形成するためには非常に高度な国際交渉能力と調整能力が必要であり、そ
の難易度は極めて高い。また我が国での研究滞在経験を有する外国人研究者や、海外で活躍する日本人研究者の間にネットワークを形成するためには、データベース等のインフラを整
備すると共に、振興会本部と海外研究連絡センターが緊密に連携しつつ、世界各地でネットワーキング会合を開催することに加え、ニューズレター等の発行を通じた情報発信など、き
め細かなフォローアップも行っていく必要があり、実施に当たっての難易度は高い。
）

当該項目の重要度、難易 重要度：「高」
（政府の「科学技術イノベーション総合戦略 2015」においては「世界トップレベルの研究者を呼び込む優れた研究環境と高い研究水準を誇る研究拠点の整備」及び「我
度
が国の基礎研究の向上に資するような国際協力によるオープンイノベーション拠点の形成や戦略的な国際共同研究の促進等」が謳われている。振興会が進める国際研究支援ネットワー
クの形成は、諸外国の学術振興機関との連携を構築・強化して国際研究協力に向けた共通原則を形成・確認すると共に、我が国に関心を有する外国人研究者や、海外で活躍する日本人

当該事業実施に係る根 独立行政法人日本学術振興会法第 15 条 業務に関連する政策・施
拠（個別法条文など）
策

Ⅰ―３－２

１．当事務及び事業に関する基本情報

82

(※)4 段階評価の上位二つ目まで

ム等の開催数

ーによるシンポジウ

海外研究連絡センタ

JSPS 同窓会会員数

80 件

3,997 名

58 件

4,635 名
71 件

5,825 名
81 件

6,595 名

70

注）決算額は支出額を記載。

83

・グローバルリサーチカウン
シル第 4 回年次会合を東京に

【諸外国の学術振興機関との連携】
■ グローバルリサーチカウンシル（Global Research Counci

ポジウム参加国数・参加
者数

① 諸外国の学術振興機

関との連携

S

と言えることから評定を S
とする。

興機関の議論をリードしつつ
会合を成功に導いたことは、
日本を代表する学術振興機関

ものとして非常に高く評価で
きる。
特に、世界各国における今後
の学術振興に関する議論・政

・平成 27 年 5 月に振興会主催で第 4 回 GRC 東京年次会合を開
催した（共催：南アフリカ国立研究財団（NRF）、協力機関：
当会合は、世界の学術振興機関関係者を招き我が国で行われた
会合としては過去最大級のものであり、会議冒頭では安倍総理
大臣からのビデオ・メッセージが寄せられた。ビデオ・メッセ
ージはイノベーションが社会にもたらすインパクトについて
触れ、科学の分野では研究者独自の自由な発想に基づく、独創

・日中韓フォーサイト事

業終了時評価、中間評価、 科学技術振興機構（JST）及び南アフリカ科学技術省（DST））。 として、世界における我が国
のプレゼンスを大いに高める

（第 4 回 GRC 東京年次会合）

ム参加者数

事後評価が B 以上の課題
数

化・発展させるべく、第

４回グローバルリサーチ

カウンシル（GRC）年次

会合を東京で開催し、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。

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

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

く高めたと言える。47 か
国・56 機関の関係者との事

総理大臣からのビデオ・メッ
セージにおいて、基礎研究支
援の重要性を内外に発信し、
我が国の学術振興方策を関係
者に広く発信・共有できたこ
とは、極めて有意義であった

47 か国から集まった 56 の学術振興機関長等が、研究支援を取
り巻く課題を共有し、学術振興機関が果たしていくべき役割に
ついて議論を交わした。議論の成果として、「科学上のブレー
クスルーの支援のための原則に関する宣言」及び「研究・教育
の能力構築のためのアプローチに関する宣言」と題する 2 つの
成果文書が採択された。
会議での議論、取りまとめに至る全ての過程において積極的に
リーダーシップを発揮し、世界各国の学術振興政策に多大な影
響を及ぼす成果文書に日本の意見を広く反映させることに成
功した。

により、中期計画の項目
（達成すべき成果を除
く）に係る業務の実績が
得られているか。
・中期計画における「達
成すべき成果」に向けた
取組は適切か。
外部評価において
 諸外国の学術振興機
関との連携・協力強
化の状況



議

機

（G8-HORCs）、アジア１

０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）、及び日

中韓を中核としたハイレ

ベルな研究活動促進に向

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。
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に成し遂げ、成果文書に日本

ものであり、これらを成功裏

務能力・国際交渉力を要する

際研究ネットワーク

る。

の拡大・強化の状況

の開催はいずれも高度な事
p/j-grc/index.html）

ーの活動を通じた国

（ A-HORCs ） を 実 施 す

また、ASIAHORCs の

事の運営やサイドイベント
することで、成果の公開に努めている。（https://www.jsps.go.j

海外研究連絡センタ

術 振 興 機 関 長 会 議

前調整や日本への招へい、議

る日本のプレゼンスを大き

たことは、学術の世界におけ

通原則を巡る議論を主導し

催し、学術の振興に向けた共

オ・メッセージ等は振興会のウェブサイトで閲覧・視聴可能と

と評価できる。

 振興会事業経験者、

なお、年次会合のプログラムや成果文書、総理大臣のビデ

振興会は開催国として討議用資料や成果文書案の作成から

ンシル年次会合を東京で主

るグローバルリサーチカウ

術振興機関長が一堂に会す

・特に今年度、世界各国の学

味がある取組と言える。

題を議論したことは大変意

を実施することや相互の課

けた議論を行う日中韓学

会

・着実かつ効率的な運営

する先進８か国学術振興

究教育環 境のグローバ
長

と「研究・教育における能力構築」という 2 つの議題に沿って、 また、年次会合開会に際し、

＜その他の指標＞

心事について自由に討論

や我が国 の大学等の研

関

もとで取りまとめたことの意

の絆を深めていきたいという今後の展望が示された。

学技術政策等の共通の関

ネットワ ーク形成支援

義は大きい。

合の成果文書を振興会主導の

とともに、研究者交流や共同研究を通じて日-アフリカ間の科学

開催数

長が全地球的諸問題や科

ーにおいては、学術研究

会議では、「科学上のブレークスルーに向けた研究費支援」

ント機関が国際連携を行い、

な影響を及ぼす GRC 年次会

をしっかり支援し、未来へ投資することへの重要性を強調する

によるシンポジウム等の

代表的な学術振興機関の

海外研究連絡センタ

より高い視点から、共同事業

業のように、研究のマネジメ
策・プログラムの決定に大き

的で多様な研究がイノベーションを生み出すことと、基礎研究

・海外研究連絡センター

また、G8 メンバー国の

的に形成されているが、本事

際的なネットワークは自律

・個々の学会レベルでは、国

ペースで実績を上げ質的に

て履行し、中期目標を上回る

を（量的及び質的に）上回っ

下記の理由により、中期計画

ィの活動の支援を行う。

・JSPS 同窓会会員数

顕著な成果が得られている

題解決に向けて世界の学術振

（年次会合）

て議論を行うための、多

験者の活動への支援、海

実させる。

おいて主催し、各国共通の課

l: GRC）
・北東アジアシンポジウ

諸外国の学術振興機関

とのネットワークを強

通の課題 の解決に向け

化・発展、振興会事業経

計画の実施状況については、

地球規模課題や世界

各国の学 術振興上の共

多国間の学術振興機

平成 27 年度における中期

＜評定に至った理由＞

評定

外部評価委員による評価

関ネットワークの強

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、中期計

S

＜評定と根拠＞

ワークの形成

ワークの形成

評定

画通りに着実に推進した。特に、以下の実績を上げた。

＜主な定量的指標＞
・ASIAHORCs 共同シン

(2) 国際研究支援ネット

(2) 国際研究支援ネット

自己点検評価

ワークの形成

法人の業務実績・自己点検評価
業務実績

(2) 国際研究支援ネット

主な評価指標

年度計画

中期計画

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価
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（内容）であるとの評
価を得る。

A-HORCs 参加機関間で

実施される北東アジアシ

開催期間

科学大臣による特別講演のほか、ノーベル賞受賞者や各国の学
術研究支援機関の代表者、科学・学術研究に造詣の深い識者に
よる講演・パネルディスカッションが行われた。科学上のブレ
ークスルーにつながる基礎研究支援のあり方や、グローバル研
究ネットワークの促進にむけた共通理解が図られ、国内外の科
学技術政策関係者を中心とした約 500 名が参加した。

決に向けて近い将来、新
たな国際共同研究プログ
ラムが立案されることを
期待したい。
【外部評価委員指摘 26
年度評価】

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

興機関間のネットワーク

化の取組を実施するとと

もに、大学間、研究者間

をライブ配信するなど、より多くの一般市民が参加・視聴の機
会を得られるように配慮した。
（https://www.jsps.go.jp/j-gr
c/grc2015tokyo/index.html）

ながら、振興会が諸外国
の学術振興機関と連携し
て、更なる学術交流の進

きる。

教育の能力構築に関する会

5 月から理事長が GRC の理事

ける日本のリーダーシップ

価できる。

特に、ASIAHORCs 及び

る。両会議を、シンポジウム

運営能力を要するものであ

等に多大な労力と高い事務

係る各国参加機関との調整

時に開催することは、準備に

振興機関長会議を国内で同

A-HORCs という 2 つの学術

・多くの国々が参加する

年度評価】

【外部評価委員指摘 26

したい。
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サステイナビリティ高等研究所、後援：在京南アフリカ大使

主催した（共催：南アフリカ国立研究財団（NRF）、国連大学

アフリカの研究教育の能力構築に関するラウンドテーブルを

・GRC 年次会合に先駆けたもう一つのサイドイベントとして、

（アフリカの研究教育の能力構築に関するラウンドテーブル）

画を上回る成果として高く

固にするものであり、中期計

日本のプレゼンスを一層強

アの学術振興機関における

議論を主導したことは、アジ

係諸国の連携強化に向けた

評価できる。

も含めて成功裏に主催し、関

489 名

56 か国

治

ン・ピエール・ ブルギニョン、中村 道

ター・ シュトローシュナイダー、ジャ

根岸 英一、アーリング・ノルビー、ペー

フランス・コルドバ、ポール・ボイル、

ホテルオークラ東京（東京）

クを形成する努力も期待

参加者総数

参加国数

ト含む）

講演者（パネリス

開催場所

人研究者等のネットワー

機関で活躍している日本

や、諸外国の大学・研究

な外国人研究者を発掘

での研究を希望する有能

て日本の大学や研究機関

学術研究成果に魅せられ

に資するために、日本の

ワーク化に取り組んだことは

計画を上回る実績である。

関のグローバル化の促進

平成 27 年 5 月 26 日

実施していることは当初の
リカ地域の研究者間のネット

ム開催概要
開催期間

術研究・セミナー等を企画・
振興機関間及び我が国とアフ

○科学上のブレークスルーに関するグローバルシンポジウ

・我が国の大学・研究機

シップを発揮して、種々の学
リカ地域の若手研究者、学術

年度評価（再掲）】

日本学術振興会がリーダー
ンドテーブルを開催し、アフ

教育の能力構築に関するラウ

に努めた。

地域に特有な課題に関して、
所との共催でアフリカの研究

【外部評価委員指摘 26

た事業においては、これらの
サステイナビリティ高等研究

関係各所に配布、振興会ウェブサイトに電子版を公開し、広報

・アジア・アフリカに関連し
究財団（NRF）及び国連大学

が示されたと評価できる。

り、アフリカの学術振興のお

に積極的に取り組んでおり評

・振興会、南アフリカ国立研

る問題も取り上げられてお

TICAD IV での議題に関連す

かれるアフリカ開発会議

援ネットワークの構築・強化

域会合に出席し、国際研究支

るとともに、アジア太平洋地

議”では 2016 年ケニアで開

て開かれた“アフリカの研究

評価できる。さらに平成 27 年
会議長として運営をリードす

・GRC のサイドイベントとし

関係者の関心を高めたことは

話の機会をもたらし、多くの

する。

また、シンポジウムの議論の内容をリーフレットにまとめ、

て講演者・プログラムの案内や参加申込み、更には議論の模様

・我が国の国益に留意し

る。

展に努力することを期待

を通じて事前の広報に努めたほか、専用ウェブサイトを制作し

のネットワーク化を図

開催に当たっては社会からの関心を高めるため報道発表等

ークスルーのためのグローバルシンポジウムを開催した。文部

取り上げられた課題の解

加えて、我が国とアフ

・GRC 年次会合に先立ち、サイドイベントとして科学上のブレ

る。

・学術振興機関長会議で

＜評価の視点＞

のとして非常に高く評価で

支援機関、政策関係者間の対

える顕著な成果を挙げたも

参加があり、市民、学術研究

らず、質的にも中期計画を超

ポジウム」では、約 500 名の

156 名

ルーのためのグローバルシン

とは、成果の量的側面のみな

の意見を広く反映させたこ

47 ヶ国・56 機関

年次会合のサイドイベント
である「科学上のブレークス

平成 27 年 5 月 27～28 日
ホテルオークラ東京（東京）

（科学上のブレークスルーのためのグローバルシンポジウム）

参加者総数

参加国・機関数

開催場所

ォーサイト事業を実施す

ンポジウム及び日中韓フ

について質の高い成果

状況

 積極的な情報発信の

としたシンポジウム、

る若手研究者育成を目的

共同事業として開催され
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開催概要

もらいたい。
【外部評価委

・ASIAHORCs 及び第 7 回共

おいて、日本の大学の国際展

・各海外研究連絡センターに

げたものと言える。

在国及び周辺国の学術動向
等の情報収集に取り組んで

・平成 27 年 12 月 3～4 日にオーストラリア研究会議（ARC）
主催の GRC アジア・太平洋地域会合がオーストラリア（キャ
ンベラ）に参加し、「学際研究」及び「研究における女性の地
位と平等」をテーマに議論した。振興会は「学際研究」のディ
スカッションリーダーとして各国の議論の取りまとめに貢献
した。

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

カバーする体制が整った。各
海外研究連絡センターと海
外アドバイザーが収集した

（GRC 運営委員会）
・振興会は GRC 運営委員会（Executive Support Group）の
アジア・太平洋地域代表メンバーに選出され、GRC 全体の運営
に貢献した。

して有効である。このよ
うな取り組みの強化につ
いて、振興会において検
討の上で早急に実施して

する際に役立つものと言え
る。これらの活動は、中期計
ーと個別に交流を図った。
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シア、韓国、フィリピン、タイ、ベトナム）が参加し、振興会か

催し、我が国の取組を発信し

より、日本（沖縄）で日中韓学術振興機関長会議（A-HORCs） 同シンポジウム、A-HORCs
と合同開催した。アジア 8 ヶ国（日本、中国、インド、インドネ を振興会が日本（沖縄）で主

・平成 27 年度は、11 月 10～11 日にかけて、振興会の主催に

いえる。

に資する成果をあげたと言

研究機関の今後の国際展開

り、振興会や我が国の大学等

画が定める以上のものであ

参考として国際展開を検討

開催は見送られたが、GRC 年次会合時に、G8HORCs メンバ

■ アジア学術振興機関長会議（ASIAHORCs）

学等関係者が各国の情報を

・平成 27 年度は、政治情勢の悪化のため、G8HORCs 自体の

た内容となっており、国内大

員指摘 25 年度評価】
■ 先進 8 か国学術振興機関長会議

イトの新設は、利便性を備え

もらいたい。
【外部評価委

情報を発信するポータルサ

より世界各国の学術動向を

上のための一つの手段と

収集に着手し始めたことで、

設置し中南米諸国での情報

パウロ海外アドバイザー」を

いるとともに、新たに「サン

海外研究連絡センターを
通じて、前年度に引き続き所

している。

（アジア・太平洋地域会合）

ョン参加機関数

ース構築のより一層の加
材を活用した国際共同研

ポスターセッシ

日本人研究者のデータベ
速化を図り、これらの人

参加者総数

・世界各国で本務を持つ

ンポジウム等を着実に開催

○アフリカの研究教育の能力構築に関するラウンドテーブル

の我が国の姿勢を示して

想定される以上の成果を上

19 機関

うなどして交流を深めた。

し、課題の克服に向けて

実を結び、中期計画において

究成果を発信するためのシ

はじめとする外国の機関も複数出展し、互いの活動を紹介し合

リーダーシップを発揮

ー等の積極的な広報活動が

75 名

ンには国内の大学・研究機関に加え、在京南アフリカ大使館を

連して、振興会には強い

名)は、海外研究連絡センタ

開支援や日本の最先端の研

の機関によるポスターセッションを行った。ポスターセッショ

フリカにおける課題に関

同窓会の会員数の伸び(770

ホテルオークラ東京（東京）

アフリカ諸国での研究や人材育成等に取り組んでいる国内外

おいて、特にアジア・ア

・平成 27 年度における JSPS

開催場所

次会合に報告された。また、ラウンドテーブルの開催に併せ、

研究の役割に係る議論に

平成 27 年 5 月 26 日

研究能力構築について活発な議論を行い、その結果はＧＲＣ年

題の解決に向けての学術

評価すべきである。

開催期間

加を得て、アフリカを中心とした新興国における若手研究者の

り上げられる地球的諸問

員指摘 25 年度評価】

館）。アフリカ諸国の若手研究者や学術振興機関から 75 名の参

学術振興機関長会議で取

86
については、いずれにおいて
も目標を達成しており、評価
できる。

ークを強化するとともに、当
該地域における日本のリーダ
ーシップを対外的に示し、我
が国のプレゼンスを高めるも

い、関係諸国との連携・協力強化に努めた。
・ASIAHORCs の協同事業として、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ムを、平
8 ヶ国から 49 名が参加した。第 7 回となる今回は「ケミカルバ

には当該テーマにおける日中韓の研究者が一同に会し、国際共
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の採用期間を終了した課題について事後評価を実施した。

・採用 3 年目の課題について中間評価を行った。また、5 年間

共同研究・セミナー・研究者交流を行った。

規採択 2 件を含む 6 機関 11 課題を実施し、日中韓の枠組みで

・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

■ 日中韓フォーサイト事業

構築が図られた。

テーマに 8 か国から 49 名の研究者が参加し、ネットワークの

で第 17 回シンポジウムを開催し、
「ケミカルバイオロジー」を

日本（沖縄）において ASIAHORCs 共同シンポジウムと合同

北東アジアシンポジウムでは、平成 27 年 11 月 9 日～10 日に

・A-HORCs において重要と認められた課題に関して開催する

映させる仕組を設けている。

げるなど、学術振興機関長会議の決定内容を研究者の取組に反

構築及びその後の国際交流推進による研究水準の構築につな

３カ国にとって重要とされたテーマを、研究者のネットワーク

サイト事業」を実施。このように、A-HORCs において日中韓

おける世界的水準の研究拠点構築等を支援する「日中韓フォー

「達成すべき成果」につい

ば、共通の人材交流策や共同
研究の成果として見える化
がっている。

日中韓フォーサイト事業につ

めて着実に実施したことで、

か国から 49 名の参加者を集

ムと合同で沖縄にて開催し、8

ASIAHORCs 共同シンポジウ

東アジアシンポジウムを

認められた課題について、北

＜その他事項＞

できるとさらによい。

に評価することも重要。例え
び国際共同研究の深化につな

・A-HORCs において重要と

を考えて、その成果を定量的
いて、ネットワークの構築及

ういうアウトカムを産むか

価できるが、そのことが、ど

ークができたことは、高く評

さまざまな研究ネットワ

題及び改善方策＞

＜指摘事項、業務運営上の課

る。

を達成しており、評価でき

ては、いずれにおいても目標

カ国における重要な課題につ

ァジー」）するなど、日中韓 3

年の募集テーマは「オートフ

拠点の構築等を支援（平成 27

カ国による世界的水準の研究

11 のテーマに基づき日中韓 3

「ケミカルバイオロジー」）、

開始）、これまで 12 のテーマ
ジアシンポジウム」を開催するとともに、そのさらに翌年には、 に基づきシンポジウムを開催
当該テーマに基づき、日中韓３カ国を中核としたアジア地域に （平成 27 年の開催テーマは

同研究開始につながるネットワーク構築を目的とする「北東ア

は平成 15 年度、北東アジアシ
ンポジウムは平成 16 年度に

・A-HORCs において重要とされた研究テーマに基づき、翌年

きる。

められていることは評価で

用機会の提供など、連携が進

JSPS 海外連絡センターの利

成功裏に開催した。

JSPS での研修、大学への

を、関係諸国との協力のもと

不可欠である。大学職員の

成を目的とするシンポジウム

JSPS と大学の密接な協働が

して開催された若手研究者育

クの構築を進めるには、
・ASIAHORCs の協同事業と

る。

成」をテーマとし、プレゼン及び質疑応答、意見交換を行い、 ・平成 17 年度の日中韓フォー
日中韓 3 カ国の連携・協力強化に努めた。
サイトの開始より（A-HORCs

会からは安西理事長が出席した。
「ブレークスルーを促す研究助

ア学術振興機関長会議（ASIAHORCs）と合同で開催し、振興

・平成 27 年度は、振興会の主催により、日本（沖縄）でアジ

■ 日中韓学術振興機関長会議（A-HORCs）

行われた。

イオロジー」に関する各テーマについての報告と活発な議論が

・強固な国際協働ネットワー

遂行され、
「達成すべき成果」

る学術振興機関とのネットワ

策の動向」をテーマに、プレゼン及び質疑応答、意見交換を行

成 27 年度は北東アジアシンポジウムと合同で沖縄にて開催し、 のと捉えられ高く評価でき

ネットワーク形成を強化
するために本事業は着実に

たことは、アジア地域におけ

らは安西理事長が出席した。「アジア諸国における科学技術政

87

B：想定どおりの成
果をあげており、当
初の目標は達成さ
れた／1 課題

1

事後評価

るものであり、高く評価でき
る。

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）の支援を行った。また、デンマーク及びネパールに
て新規の同窓会が設立され、16 か国となった。同窓会会員数は
平成 28 年 3 月末現在で 6,595 名（前年度 3 月末 5,825 名）へ

ーク強化を図るため、世

界１４か国において形成

された研究者コミュニテ

ている。

る。また、海外研究連絡

センター等の協力を得な

の 2 か国において新規同窓会
10 月 6 日に明治大学（東京）で開催した。振興会とドイツ語圏
同窓会の共催で実施した本シンポジウムには、同窓会員をはじ

た研究者コミュニティの

活動を支援する。

報提供を行うことで、帰国し

長が一堂に会する初のセミナーとなり、同窓会の連携を強め、
JSPS 事業経験者同士の交流を推進する契機となった。

に関心を持つ海外在住者

を含む日本人研究者等の

75

窓会会員に対して継続的に情

ミナーを開催した。タイ・バングラデシュ・フィリピン同窓会

や、諸外国との研究協力

また、顕著に増加している同

あり、非常に高く評価できる。

め、117 名の参加があり、日本人研究者との交流強化に寄与し
た。タイ同窓会では、定例のシンポジウムに加え、国際学術セ

また、日本への滞在経

験を持つ諸外国の研究者

ットワークを強化するもので

を設立したことは、研究者ネ

らず、デンマーク・ネパール

また、ドイツ語圏同窓会の 20 周年シンポジウムを平成 27 年

がら、新たに体制が整っ

等の諸活動を支援するのみな

ュニティが行うシンポジウム

と 1 年間で 770 名増加しており、会員に対しては振興会の英文 ・既存の 14 か国の研究者コミ
ニューズレター（JSPS Quarterly）を送付して情報提供に努め

ィによる活動を支援す

研究者ネットワークを強化す

は、日本に関心を有する海外

については、既存の 14 か国のコミュニティが行う諸活動（シ

振興会事業を終えて帰

国した研究者のネットワ

り 700 名以上も増加したこと

【研究者ネットワークの強化】

・振興会事業経験者による研究者コミュニティ（JSPS 同窓会） 活動を通じて会員数が昨年よ

の強化

・JSPS 同窓会の積極的な広報

評価できる。

拠点の構築に寄与したことは

核としたアジアにおける研究

とにより、日中韓 3 か国を中

む 11 件の交流支援を行うこ

募を行い、新規採択 2 件を含

ジウムの実施分野において公

ついては、北東アジアシンポ

・日中韓フォーサイト事業に

トワーク構築にも貢献した。

げ、若手研究者の育成・ネッ

ムの対象を若手研究者にも広

さらに前年度からシンポジウ

来たことは、高く評価できる。

レベルの高さを示すことが出

より、日本の科学技術研究の

の協力を得て開催したことに

科学技術大学院大学（OIST）

価できる。とくに日本の沖縄

成の機会を提供したことは評

ながる研究者ネットワーク形

② 研究者ネットワーク

http://www.jsps.go.jp/j-foresight/11_hyouka.html

※ 評価は A～D の 4 段階で実施
評価結果：

B：想定どおりの成
果をあげつつあり、
現行の努力を継続
することによって
目標の達成が概ね
期待できる／1 課
題
C：ある程度の成果
をあげつつあるが、
目標達成のために
は一層の努力が必
要である／1 課題

2

評価結果

中間評価

実施課題数

●終了時･中間・事後評価の実施・公表実績

88
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 ・ドイツ語圏同窓会の 20 周年

ネットワーク強化を図

る。

③ 海外研究連絡センタ

持・強化していることも、高

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

スを運用し、登録者間の

る国際学術セミナーの開催

Program）を実施し、37 名の研究者を招へいした。

日本人研究者を含む研究者同
士の交流を推進するものとし
て、高く評価できる。

験研究者データベース（Japan-Affiliated Research
Community Network: JARC-Net）において約 1,961 名（平成
28 年 3 月末現在、前年度 3 月末 1,793 名）の登録を得るととも

76

【海外研究連絡センターの戦略的展開】

報提供を行い、交流機会の拡大に努めた。

・海外研究連絡センターにお

も評価できる。

境となりつつあるという点で

究を進める上で有益な支援環

は、研究者が国際共同学術研

研究者ネットワークの強化

ることは評価できる。また、

を図る環境の整備を進めてい

結びつけ、ネットワーク強化

うことにより、新たな交流に

議開催案内等の情報提供を行

対して各種国際交流事業や会

んでいる。さらに、登録者に

ークの維持・強化が順調に進

交流により培われたネットワ

の登録者を得ており、過去の

度に比べ 168 名増の 1,961 名

・JARC-Net において、前年

できる。

計画通り遂行しており、評価

の維持・強化に資する取組を

日本人研究者のネットワーク

を終えて帰国した研究者及び

招へいを実施し、振興会事業

において、37 名の研究者の再

・外国人研究者再招へい事業

結びつきを強めるとともに、

研究協力に関心を持つ日本人研究者が情報を登録する留日経

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

であり、国を超えた同窓会の

・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

は、同窓会継続の大きな成果

シンポジウム及びタイにおけ

とを目的に、外国人研究者再招へい事業（BRIDGE Fellowship

く評価できる。

た研究者のネットワークを維
・海外研究連絡センター等の協力を得ながら、各国の研究者コ

情報を集めたデータベー

89

ター設置国を中心に新たな研
究者ネットワークの構築を着
実に促進している。特に、カ
イロ研究連絡センターの設立
30 周年の節目を活用して大規
模なシンポジウムを開催し、
日本とエジプトの学術交流の
活性化に貢献したことは高く

め、これらのイベントには延べ約 6,400 名を集めた。
・中でもカイロセンターでは、平成 28 年 1 月、カイロ大学（エ
ジプト）に、センター開設 30 周年を記念したシンポジウムを
開催した。シンポジウムは「日本とエジプトの学術研究交流」
をテーマに、日エジプトの研究者や学術関係者等、150 名を超
える参加を得て、エジプトと日本の学術交流の歴史を振り返る
とともに、今後の展望についても活発な議論が交わされた。
●シンポジウム等開催件数

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

10
8

3
2

カイロ
ナイロビ

2件

となり得る周辺国までも対象
として着実に活動している。
・各国において現地在住の日本人研究者の会合・勉強会の開催、 さらに、平成 27 年度にはブラ
ジル・サンパウロに「サンパ
ウロ海外アドバイザー」を新
設し、体系的に情報収集を行
う範囲を拡大したことは高く
評価できる。海外研究連絡セ

データベースの整備など、海外での研究者ネットワーク構築の
ための活動を積極的に展開した。
・大学等の海外活動展開協力・支援事業として、9 大学が 4 研
究連絡センター（ワシントン、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。

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。

77

え新たにブラジル・サンパウロに「サンパウロ海外アドバイザ

査を行った。平成 27 年 5 月には、海外研究連絡センターに加

所在国及び周辺国の学術動向や高等教育に関する情報収集・調

者らへの情報発信力を確実に

となっており、国内大学関係

行える等利便性を備えたもの

にて情報のキーワード検索が

サイトは、データベース形式
ントリーレポート」のフォローアップ調査をはじめ、引き続き

に新たに立ち上げたポータル
・各海外研究連絡センターでは、平成 26 年度とりまとめた「カ

収集した情報を提供するため

・各国において、振興会事業説明会を 80 回開催するなど、積
極的な広報活動に努めた。

ンターと海外アドバイザーが

我が国との学術交流の相手先

センター所在国に留まらず、

に関する情報収集・調査を、

・海外の学術動向や高等教育

評価できる。

外展開を支援していることは

ターの利用機会を提供し、海

に 4 箇所の海外研究連絡セン

支援事業として、計 9 の大学

・大学等海外活動展開協力・

担当する職員の育成を目

81 件

10 件

13 件

2件

6件

15 件

19 件

7件

2件

5件

来的な大学の国際交流を

提供することに加え、将

係る情報を大学関係者に

41

0

2

北京

の学術動向や高等教育に

40

0

6

バンコク

開支援においては、海外

計

13

2

ストラスブール

我が国の大学の海外展

7

12

ストックホルム

2

5

充実を図る。

1

1

ボン
ロンドン

0
0

5

サンフランシスコ

未満

2

以上

ワシントン

参加者 50 名

参加者 50 名

及び国内への情報発信の

おける体系的な情報収集

ことが困難な国・地域に

センターではカバーする

国・地域に加え、現行の

ついては、センター所在

評価できる。

情報を発信することで、セン

いて関係機関との強固な協力関係を構築し、積極的な広報に努

ットワーク形成を支援す

合計

を開催し、日本の最新の学術

による最先端の研究成果等を世界に向けて発信した。現地にお

等研究機関の国際的なネ

海外センター名

学等と共催でシンポジウム等

て 81 回の学術シンポジウム等を開催し、日本の優れた研究者

開催件数

いて現地の学術振興機関や大

・諸外国の学術振興機関や内外の大学等との共催で年間を通じ

我が国の研究者や大学

ーの戦略的展開

90

特になし

４．その他参考情報

等職員に実地研修を行い、大
学の海外展開を着実に支援し
ている。

ド検索や新着通知といった利便的な機能を備えた「海外学術動
向ポータルサイト」を新設し、同サイトにて国内の大学関係者

78

に作成して大学に配布するなど周知活動にも努めた。

の養成を図った。また、同研修についてのパンフレットを新た

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

年間受け入れ、センター業務に従事させることにより、国際交

を経た国公私立大学の職員 14 名を海外研究連絡センターで 1

・「国際学術交流研修」として、振興会本部での 1 年間の研修

http://www-overseas-news.jsps.go.jp/

等に広く情報提供した。

学の国際交流を担う若手大学

バイザーが収集した情報をデータベース化し、情報のキーワー

学術交流研修」として将来大

・各センターにおいて「国際

強化したことは評価できる。

・平成 27 年 6 月には、各海外研究連絡センター及び海外アド

ーク形成への取組を開始した。

向の情報収集、ブラジルの研究支援機関や研究者とのネットワ

ー」を設置し、同アドバイザーを通じて、中南米諸国の学術動

91

②
③

若手研究者への国際的な研鑽機会の提供
諸外国の優秀な研究者の招へい

３ 強固な国際協働ネットワークの構築
（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 ノーベル賞受賞者と若手研究者との対話の場の提供

ビュー

関連する政策評価・行政事業レ

HOPE ミーティング

サイエンス・ダイアログ

招へい人数（延べ数）

外国人特別研究員事業（一般）

数（延べ数）

サイエンス・ダイアログ実施回

的な回答割合

対する満足度調査による肯定

先端科学シンポジウム事業に

調査による肯定的な回答割合

リンダウ会議に対する満足度

な回答割合

よる満足度調査による肯定的

HOPE ミーティング参加者に

指標等（実績値）

http://www.jsps.go.jp/hope/gaiyou7.html

ノーベル・プライズ・ダイアログ http://www.nobelprizedialogue.org/tokyo2015/jp/

最終年度値

目標

907

125 回

94％

100％

100％

前中期目標期間

達成

854

160 回

91％

100％

98.9％

25 年度

824

196 回

93％

100％

100％

26 年度

781

201 回

94％

100％

99％

27 年度

28 年度

79

29 年度

http://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/index.html

従事人員数

決算額（千円）

28

7,622,879

25 年度

29

7,681,227

26 年度

28 年度

29 年度

注）決算額は支出額を記載。

28

7,323,157

27 年度

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業 http://www.jsps.go.jp/j-lindau/index.html 先端科学シンポジウム http://www.jsps.go.jp/j-bilat/fos/index.html
若手研究者のための学術セミナー・ワークショップ
外国人特別研究員事業 http://www.jsps.go.jp/j-fellow/index.html
http://www.jsps.go.jp/j-asia_seminar/index.html
外国人招へい研究者事業 http://www.jsps.go.jp/j-inv/index.html
論文博士号取得希望者に対する支援事業 http://www.jsps.go.jp/j-ronpaku/index.html

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

参考 URL

当該項目の重要度、難易 重要度：
「高」
（政府の「日本再興戦略 改訂 2015」における「優秀な外国人材を我が国に積極的に呼び込む」及び「科学技術イノベーション総合戦略 2015」における「若手研
度
究者が海外に挑戦する機会の拡大等によりグローバルな視野を持った人材の育成」の達成に向けて、本法人における当該国際交流事業が主要な役割を果たすものであるため）

当該事業実施に係る根 独立行政法人日本学術振興会法第 15 条 業務に関連する政策・施
拠（個別法条文など）
策

Ⅰ―３－３

１．当事務及び事業に関する基本情報
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推進とグローバルに活 ・HOPE ミーティング参
加国・地域数、参加者数

躍する若手研究者の育

成

の推進とグローバルに

活躍する若手研究者の

育成

活躍する若手研究者の

育成

法人の業務実績・自己点検評価

平成 27 年度における中

ことから、自己評価に記載
の内容で適切な評価が行わ

太平洋・アフリカ地域の 18
か国・地域から 107 名の若手
研究者の参加を得て、我が国
において、同地域の若手研究
者の育成・交流の深化を図っ
たことは、学振の持つネット

る講演・討議、参加者によるポスター発表やチームごとの発表等が行
われ、活発な質疑応答・意見交換がなされた。また、サイドイベント
として高校生（6 校 44 名）を対象に「HOPE ダイアログ」を開催し
た。
・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。

的な回答割合

ノーベル賞受賞者等の

著名研究者とアジア太 ・リンダウ会議に対する
満足度調査による肯定

(i) HOPE ミーティング

平洋アフリカ地域の大

学院博士課程学生等が

参加する合宿形式の会

議を開催し、若手研究者 ・先端科学シンポジウム ・会議後に行った参加者へのアンケート調査では、回答者ほぼ全員が

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。

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。

合・メニュー化する。

う観点で、何等かの具体的
な成果を期待したい。

は、第 1 回で 13 か国・地域
から 81 名であったのが、第

域はのべ 21 か国・地域に拡
大したことで、より広い国・

Week

との共催により「ノーベル・プライズ・ダイアログ東京 2015」とし
てスウェーデン国外では世界で初めて開催した件について、講演内容

調査による肯定的な回
答及び採用期間終了後
の共同研究の継続に対
する意欲的な回答の割
合

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

＜その他の指標＞
・着実かつ効率的な運営

80

ダイアログ東京 2017」を平成 29 年 2 月 26 日に東京で開催する旨の

ばらしい」あるいは「良い」

ル・メディア AB との間で、第 2 回目となる「ノーベル・プライズ・ が HOPE ミーティングを「す

を推進する。また、外国

業、外国人招へい研究者

においても回答者ほぼ全員

・ノーベル・プライズ・ダイアログ東京 2015 の成功を受け、ノーベ

者招へいのための取組

人著名研究者招へい事

た、会議後のアンケート調査
を含む報告書を作成し、内容の周知に努めた。

になり、高く評価できる。ま

トワークを構築できるよう

Dialogue を、ノーベル・メディア AB（ノーベル財団広報部門） 地域の参加者と交流し、ネッ

ル賞授賞式の時期に開催している一般向け公開シンポジウム Nobel

（一般）における満足度 ・平成 27 年 3 月 1 日、2012 年よりスウェーデンにおいて毎年ノーベ

ため、優秀な若手研究者

グへの参加実績のある国・地

107 名に、HOPE ミーティン

＜その他事項＞

に対する意識の高まりとい

・HOPE ミーティング参加者

8 回では、18 か国・地域から

るが、若手のグローバル化

確立できたことは評価でき

多くのしくみやツールが

課題及び改善方策＞

＜指摘事項、業務運営上の

できる。

を提供したことは、高く評価

する関心を高めさせる機会

究者の育成等に資する

■ノーベル・プライズ・ダイアログ

参加国・地域
数

講演者

・外国人特別研究員事業

（一般）招へい人数

・外国人特別研究員事業

グ実施回数（延べ数）

・サイエンス・ダイアロ

加人数（延べ数）

により、高校生にも科学に対

究環境を創出し、若手研

機関で切磋琢磨する研

が我が国の大学等研究

さらに、内外の研究者

化を図る観点から統 実施する。

ついては、業務の効率

ム・セミナー等の取組を

マー・プログラム）に するためのシンポジウ

（一般、欧米短期、サ 的な討議の機会を提供

国人特別研究員事業 ため、若手研究者の集中 作る機会を提供する。

業（長期・短期）、外 ットワーク形成を促す 同士のネットワークを ・オリエンテーション参

・HOPE ダイアログ の開催

て、将来の研究リーダー

外国人招へい研 究者事

者の育成及び相互のネ

できる。

割合

させることを目的とし

著名研究者招へい事業、 国等の幅広い若手研究

平成 28 年 3 月 7 日～11 日
茨城県つくば市
小林誠、セルジュ・アロシュ、中村修二、ジャンマリ
ー・レーン、アダ・ヨナット、バリー・マーシャル、
グンナー・エクイスト、松沢哲郎
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、ミャンマ
ー
（18 か国・地域から 107 名参加）

査による肯定的な回答

ダーシップを身につけ
期間
開催場所

目標を達成しており、評価

HOPE ミーティングを「すばらしい」あるいは「良い」と評価した。 えられ、高く評価できる。
●第 8 回 HOPE ミーティング

事業に対する満足度調

に国際的環境でのリー

また、我が国と先進諸

国やアジア・アフリカ諸

外国人研究者の招へ

いては、いずれにおいても

「達成すべき成果」につ

を B とする。

れていると認められ、評定

いを目的とする、外国人

ワークならではのものと考

ャンマー2 名を含むアジア・ 実績を上げていると言える

名のノーベル賞受賞者及び 2 名の著名研究者と、107 名の参加者によ

る肯定的な回答割合

場の提供

となる優れた研究者の

躍する人材を育成する

中期目標に向かって順調に

現するとともに、初参加のミ

関連分野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

対する満足度調査によ

若手研究者との対話の

は、中期計画通り履行し、

2 名の著名研究者の参加を実

・第 8 回 HOPE ミーティングは、物理学、化学、生理学・医学及び

① ノーベル賞受賞者と ・HOPE ミーティングに

頭脳循環により国際

期計画の実施状況について

研究ネットワークの核

6 名のノーベル賞受賞者及び

■ HOPE ミーティング

B

＜評定に至った理由＞

評定

外部評価委員による
評価

世界的な頭脳循環の

・HOPE ミーティングでは、

【ノーベル賞受賞者と若手研究者との対話の場の提供】

B

＜評定と根拠＞

評定

自己点検評価

に着実に推進した。特に、以下の実績を上げた。

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、中期計画通り

業務実績

推進とグローバルに活

＜主な定量的指標＞

(3) 世 界 的 頭 脳 循 環 の

(2) 世 界 的 な 頭 脳 循 環

の推進とグローバルに

主な評価指標

(3) 世 界 的 な 頭 脳 循 環

年度計画

中期計画

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価
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ィア AB、ひいてはノーベル財
団との密接、良好な関係の証

・これまでに JSPS 推薦によるリンダウ・ノーベル賞受賞者会議への
日本からの参加者は計 96 名（平成 21 年度～27 年度）にのぼる。実
派遣された参加者からは、「世界最高峰の科学者たちとの交流では専
門分野、あるいは科学の枠組みを超えた広い視野、深い思想に触れる

外部評価において
 若手研究者に対す
る国際的な研鑽機
会の提供の状況



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。

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

会を提供する。

会への関心を深める機

回答し、これまでの参加者か
らも高い満足度を得られた
との評価があったことから、

果（内容）であるとの
評価を得る。

ると考えられ評価できる。

い事業の外国人特別研

シンポジウムを作り上げ、多
様な分野の研究者と議論す

■ 先端科学シンポジウム事業

グローバル化と世界に

認められる研究拠点へ ・AvH（ドイツ）との共催で、自然科学から人文学・社会科学にわた

的な研鑽機会の提供

(i) 先端科学シンポジウ

は見られない実施形態の工
夫の成果と考えられる。ま

し、59 名の若手研究者が参加した。

フォース（推進力）と期

待できる。本事業の強 ・シンポジウム実施にあたり、セッショントピックやスピーカー等の

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、 化・拡大を期待したい。 選定を含むセッションの構成を参加者である企画委員（PGM）が自

若手研究者のための

プ及びセミナーの実施

先端科学シンポジウム事業委員会にて両シンポジウムの企画委員

義である。ただ、どうし

81

日米独の 3 カ国での枠組みでシンポジウムを行うことが決定された。 と捉えられ高く評価できる。

形成にも貢献しているもの

間のより広いネットワーク

においても、極めて有意

手研究者を養成する点 ・平成 28 年度には、英国 Royal Society と、また、平成 29 年度には

(ii) 国 際 ワ ー ク シ ョ ッ

を得る機会を提供し、参加者
加も含め、検討を行った。

は、国際的なレベルの若

全体を俯瞰する視野の広さ
に、平成 28 年度以降のシンポジウムの枠組みについて、相手国の追

端科学シンポジウム事 ・振興会の国際交流事業

業を実施する。

門領域に留まらず、学術研究
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

集中的に議論を行う先

た、若手研究者が、自身の専

年度評価】

的な研究課題について

・先端科学シンポジウム事業委員会を 4 回開催し、事業の運営につい

ら企画するなど、主体的に運営に携わった。

【外部評価委員指摘 26

学際的な観点から先端

るという、他のプログラムに

る異分野間で先端科学について討議を行うシンポジウムを 1 件実施

の脱皮のドライビング

足度の高さは、参加者自身が

【若手研究者への国際的な研鑽機会の提供】

本の大学や研究機関の

② 若手研究者への国際

・アンケート調査における満

育成に一定の貢献をしてい

・特に外国人研究者招へ
究員（定着促進）は、日

を担う優秀な若手研究者の

＜評価の視点＞

国際経験に富み学術の将来

が広がったとアンケートに

者 13 名全員が学術的な視野

について質の高い成

ンケート調査において参加

開催期間：平成 27 年 6 月 28 日～7 月 3 日

さ、透明性、信頼性

 審査・評価の公正

医学関連分野（3 分野合同））

○リンダウ・ノーベル賞受賞者会議（第 65 回物理学、化学、生理学・ 者会議派遣事業について、ア

の統合・メニュー化
の状況

・リンダウ・ノーベル賞受賞

へいのための事業

ことができる」といった声が寄せられている。

については、ノーベル・メデ

な視野が広がった」と回答した。

取組は適切か。

ウ・ノーベル賞受賞者会

加えて、招へいした外

 外国人研究者の招

け、次回開催を合意したこと

った。会議後に行ったアンケートでは、参加者 13 名全員が「学術的

左といえ、評価できる。

アログ東京 2015 の成功を受

た。日本人若手研究者 13 名に対し、同会議に参加する経費支援を行

・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 ・ノーベル・プライズ・ダイ
成すべき成果」に向けた

化を行う。

観点から統合・メニュー

討議等を行うリンダ

国際経験を培うべく、

える。

加者の高い満足度がうかが

と回答していることから、参

ノーベル賞受賞者との ・中期計画における「達

は、業務の効率化を図る

リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業



得られているか。

若手研究者の参加支援

く）に係る業務の実績が

般、欧米短期、サマー・ (ii)国際的な会議等への

プログラム）について

■ 国際的な会議等への若手研究者の参加支援

（達成すべき成果を除

国人特別研究員事業（一

覚書を締結した。

により、中期計画の項目

事業（長期・短期）、外

94
今後の研究につながる新たなアイデアを得た
今後の研究推進に資する新たな出会いがあった
同種のシンポジウムにもう一度参加したい

択された分野全体で持
続的な発展につながる
かどうか若干心許ない。
学術の国際競争力をい
かに高めていくかは難

ーク形成の機会を提供

する。
深化と事業の発展につなが
るものと考えられ、高く評価
できる。

92%
94%
94%

ページにて公開したことは、

審査会において、専門的見地から書面審査及び合議審査による二段階
審査を行った。また、欧米短期、定着促進では、特別研究員等審査会

など本事業の需要を喚
起するよう努めてほし
い。
【JSPS 部会 25 年度
評価】

業、外国人招へい研究者

事業

様々なキャリアステ

ージにある優れた外国

人研究者を招へいする

研究環境の創出、また、 いて書面審査の妥当性について確認することを合議審査の指針に取

人研究者招へい事業と

また、採用終了者を対象とし
たアンケート調査において、
約 85％が日本の受入研究者

査や研究報告書の提出により実績等の把握に努めている。平成 27 年
度中に採用終了した外国人特別研究員（一般）採用者のアンケート調
査においては、約 85％が日本の受入研究者との共同研究を続けたい

研究者の招へいについ

ては、対象国を拡大する

とともに、招へい期間を

82

っていることは評価できる。
・事業の改善を目的とし、事業終了後、採用者に対してアンケート調

た効果的な研究者養成を図

より、大学等のニーズに即し

実施し、多様な招へい方法に

に重要な国からの若手

なお、採用者一覧もホームページ上で公開している

て、外国人特別研究員事業を

学等）に招へいする事業とし

（http://www.jsps.go.jp/j-fellow/saiyo/index.html）
。

評価】

究者の招へいを着実に

（https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_houhou.html）。

簿について、ホームページ上で公開した

の多様な受入機関（141 の大

ジの外国人研究者を我が国

図る。とりわけ、戦略的

る。
【JSPS 部会 25 年度

では、多様な国からの研

「外国人特別研究員」 採択率の向上が望まれ

ィブの付与の観点から、 ・審査基準、特別研究員等審査会委員及び任期を終了した専門委員名

行い、効率化を図る。

り入れた。

申請者へのインセンテ

して統合・メニュー化を

た。また、書面審査で評定が分かれた申請については、合議審査にお

から、様々なキャリアステー

いて、多様な国（74 ヶ国）

学等における国際的な

者事業については、外国

密保持と研究者倫理の遵守等について、明記した審査手引等を配布し

者の招へい）我が国の大

業と外国人招へい研究

る。

るものと考えられ評価でき

・（諸外国の優秀な研究 ・審査員に対し、審査基準、審査方針等の他、利害関係者の排除、秘 ・外国人特別研究員事業にお

た。

による書面審査の結果をもとに、国際事業委員会にて採用者を決定し

透明性・信頼性の確保に資す

おいて適正、公正な審査に努

外国人特別研究員事

ための事業を実施する。

め、採用結果の情報をホーム

らなる活用を促進する ・国内公募分の選考にあたっては、外国人特別研究員事業（一般）で
は、各研究分野から高い見識をもつ研究者で構成される特別研究員等

け入れ大学等に対しさ

(i) 外国人特別研究員事

ては、特別研究員等審査会に

■ 外国人特別研究員事業、外国人招へい研究者事業

者の招へい）今後は、受
（審査・評価業務等）

【諸外国の優秀な研究者の招へい】

・（諸外国の優秀な研究

者の招へい

・国内公募分の選考にあたっ

ことは、ネットワーク形成の

98%

・平成 27 年度は相手国側の事情等により実施されなかった。

■ 国際ワークショップ及びセミナーの実施

参加者数：日本 30 名、ドイツ 29 名（計 59 名）

○日独先端科学（JGFoS）シンポジウム
日程：平成 27 年 10 月 2 日～4 日
開催場所：京都

ポジウム実施が決定された

回答率

降に新たな枠組みでのシン

方を検討し、平成 28 年度以

③ 諸外国の優秀な研究

価】

【JSPS 部会 25 年度評

に思われる。

考察が重要であるよう

しい課題だが、戦略的な

学術的な視野が広がった

め、効果が限定的で、採

門性の向上とネットワ
27 年度参加者アンケート（抜粋）

数しか採択されないた

びセミナーを開催し、専

（PGM）が選定され、PGM によりトピック案等の検討が開始された。 ・シンポジウムの今後のあり

ても非常に限られた件

国際ワークショップ及

95

に、科学や国際社会への

を担う高校生等を対象

さらに、我が国の将来

支援する。

日常生活面においても

1
12
2
100

11
142
20
1,150

ロシア＆NIS

83

・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

合

中南米

北米
計

39

449
ヨーロッパ

本語研修支援等を行い、

3

31
アフリカ

を来日直後に実施し、日

3
オセアニア

40

割合（％）
33

受入実績（人）
464

アジア

地域

●地域別受入実績

・計 74 の国・地域から、計 1,150 名の外国人研究者を招へいした。

ラム／サマー・プログラム））

（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

*1 総滞在者数：前年度からの継続滞在者を含む。

●平成 27 年度外国人研究者招致採用実績（単位：人）
申請・採用状況
受入実績
国内公募
新規
総滞
海外 来日
在者
推薦 実績
申請数 採用数
採用率
数*1
数
外国人特別研
2,349
240
10.2%
90
287
781
究員（一般）
外国人特別研
究員（定着促
24
10
41.7%
8
38
進）
外国人特別研
究員（欧米短
220
54
25.0%
82
123
204
期）
外国人特別研
究員（戦略的
11
10
17
ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ）
外国人特別研
究員（ｻﾏｰ･ﾌﾟﾛ
115
115
115
ｸﾞﾗﾑ）
外国人招へい
235
70
31.0%
11
70
98
研究者（長期）
外国人招へい
592
190
32.1%
59
240
263
研究者（短期）
外国人招へい
研究者（短期
2
1
50.0%
0
0
S）

と回答している。

のオリエンテーション

を円滑に開始するため

て、我が国での研究生活

際交流センターにおい

員に対しては、研究者国

長期に来日する研究

交流支援

(iii) 招へい研究者への

援する事業を実施する。

国等の若手研究者を支

するアジア・アフリカ諸

国の博士号取得を希望

論文提出により我が

望者への支援事業

(ii) 論 文 博 士 号 取 得 希

る。

換、講演等の機会を与え

招へいし、討議や意見交

有する外国人研究者を

では、優れた研究業績を

「外国人招へい研究者」

る。

とを促す取組を実施す

勤職として採用するこ

を我が国の大学等で常

る。また、外国人研究者

手研究者の確保に努め

動等を通じて、優秀な若

通じた積極的な広報活

外研究連絡センターを

機関との連携並びに海

柔軟に設定し、海外対応

ものとして評価できる。

ての利便性向上につながる

入機関の事務担当者にとっ

を進めたことは、採用者や受

ル・提出書式の統一・簡素化

続の手引の構成・運用ルー

ーの取組の一環として、諸手

的とする事業の統合・メニュ

・外国人研究者の招へいを目

ものと考えられ評価できる。

推進及び国際化に寄与した

ことは我が国の学術研究の

の交流機会を提供している

究者を招へいし、国内大学と

研究業績を有する外国人研

・多様な国・地域から優れた

とは評価できる。

115 名の招へいを実施したこ

引き続き推薦を受け付け、

わったスウェーデンからも

ダに加え平成 26 年度から加

国、フランス、ドイツ、カナ

平成 25 年度以前の米国、英

マー・プログラム）において、

・外国人特別研究員事業（サ

ことは大いに評価できる。

究機関に常勤職で就職した

ち 10 名が我が国の大学等研

25 年度に採用した 18 名のう

着促進）については、平成

・外国人特別研究員事業（定

果が窺え、評価に値する。

回答したことから、事業の効

との共同研究を続けたいと

96
実施していることは評価で

アログ事業を実施する。

きる。

ルール等の統一、提出書類の書式の統一・簡略化を進め、外国人研究

84

延べ参加者数

実施日
H27 年 7 月 27 日～29 日
H 27 年 9 月 28 日～30 日
H 27 年 11 月 17 日～19 日
H 28 年 1 月 12 日～14 日
H 28 年 2 月 29 日～3 月 2 日

●オリエンテーションの実施日と参加人数実績

144 人

参加人数
32 人
26 人
26 人
31 人
29 人

加え、学術関連情報を充実させ、日本での円滑な研究生活を支援した。

行った。生活ガイドブックについては、日常生活で必要となる情報に

回にわたりオリエンテーションを実施し、日本語及び日本文化研修を

・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

【招へい研究者への交流支援】

学位取得状況

えられ高く評価できる。

ることに貢献するものと考

や国際社会への関心を深め

う生徒 8,477 名に対して科学

実施したことは、次世代を担

べ 201 回（対前年度 5 回増加）

度 12 校増加）において、延

イアログを、88 校（対前年

87 人
24 人
計 90 人
66 人
5 年前（平成 23 年度）に新規採択された者
のうち、70％以上が平成 27 年度までに博士
号を取得。

で講義を行うサイエンス・ダ

位取得のための研究に必要な支援を着実に実施した。
申請者数
新規採用者数
継続者数

究活動や母国について英語

・アジア・アフリカ諸国等の論文博士号取得希望者 90 人に対して学

が、高等学校等において、研
■ 論文博士号取得希望者への支援事業

性を高め、より運用しやすい体制を確立した。

・招へいした外国人研究者

に資するものであり評価で

者、受入研究者、受入研究機関事務局にとって事業実施に際する利便

での円滑な研究生活の開始

と外国人招へい研究者（長期、短期、短期 S）及び外国人研究者再招
へい事業の諸手続の手引きを見直し、構成を統一するとともに、滞在

・外国人特別研究員（一般、欧米短期、定着促進、戦略的プログラム） ブックの作成・配布は、日本

報を充実させた生活ガイド

ョンの複数回実施や、学術情

研修を含むオリエンテーシ

等の機会を提供した。
（統合・メニュー化等による事業の改善）

対する日本語及び日本文化

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

・優れた研究業績を有する外国人研究者を計 50 の国・地域から 361 ・来日直後の外国人研究者に

きる。

研究に必要な支援を着実に

のうち 10 名が我が国の大学等研究機関に常勤職として就職した。

国について英語で講義
（外国人招へい研究者事業）

に対して学位取得のための

究員事業（定着促進）については、平成 25 年度から開始した 18 名

て、自身の研究活動や母

を行うサイエンス・ダイ

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。 論文博士号取得希望者 90 人
・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

者が高等学校等におい

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 ・アジア・アフリカ諸国等の

を目的とし、外国人研究

関心を深めさせること

97

特になし

４．その他参考情報

■ サイエンス・ダイアログ

85

は 88 校、延べ 201 回実施し、8,477 名の生徒が参加した。

について英語で講義を行うサイエンス・ダイアログを、平成 27 年度

・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

98

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
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
関連する政策評価・行政事業レビュー

後（DC

ﾎﾟｽﾄﾞｸﾌｪﾛｰ

を含む）

5 年経過

後

後の常勤

の研究職

就職率

上段：PD

下段：DC

者数

研究再開準

児 に 伴う

対応

者数

備支援取得

中断・延長

出 産 ・育

動の割合

PD、SPD の研究室移

過後

10 年 経

は

1 年経過

採用終了

者数

特別研究員新規採用

指標等（実績値）

達成目標

15 人

74 人

99.8%

－

96.0%

－

22 人

84 人

37 人

97 人

100.0％

26 人

93 人

98.9%

92.6％

88.9％

99.8%

92.6％

90.8％

89.1%

80.5％

80.0％

82.9%

94.0%

90.0％

89.8％

88.7%

75.2％

75.9％

92.5%

77.4％

76.8％

80.1%

2,364 人

74.3%

2,460 人

27 年度

－

2,605 人

26 年度

77.1%

2,525 人

間最終年度値

前中期目標期

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

25 年度

28 年度

特別研究員事業 http://www.jsps.go.jp/j-pd/index.html
日本学術振興会賞 http://www.jsps.go.jp/jsps-prize/index.html
日本学術振興会 育志賞 http://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/index.html

２．主要な経年データ

参照 URL

86

29 年度

従事人員数

決算額（千円）

26 年度

27 年度

32

34

34

21,452,840 20,760,316 20,000,131

25 年度

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
29 年度

注）決算額は支出額を記載。

28 年度

当該項目の重要度、 重要度：
「高」
（政府の第 4 期科学技術基本計画において「国は、若手研究者が研究能力を高め、その能力と意欲を最大限発揮できるための研究費支援等の取組を推進する」とされ
難易度
ている。また、
「国は、各機関の取組を促進するとともに、フェローシップの充実等を図る。これにより、
「博士課程（後期）在籍者の２割程度が生活費相当額程度を受給できるこ
とを目指す」との第 3 期及び第 4 期基本計画が掲げた目標についての早期達成に努める。
」とされており、これらの達成に向けて、本法人における当該人材育成事業が主要な役割
を果たすものであるため）

当該事業実施に係る 独立行政法人日本学術振興会法 業務に関連する政策・施策
根拠（個別法条文な 第 15 条、独立行政法人日本学術
ど）
振興会業務方法書第 4 条

Ⅰ―４－１

１．当事務及び事業に関する基本情報

99

きる環境の整備を行

うとともに、我が国の

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。

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。

評定

いて、特別研究員事業の充
実による優れた若手研究者
の養成・確保、若手研究者
の海外派遣の充実、大学教
育再生の戦略的推進に係る

の在り方について検討を行った。具体的には、人材育成に関する厳しい状況の中、大
型競争的研究費によるポストドクターなどの任期付き研究職のポストが増える一方
テニュアポストが減るなど、優秀な若手が将来の研究キャリアパスに対して自信を持
つことが難しくなっているとともに、大学院博士課程に進学する上での経済支援の待
遇も良くないこともあり、大学院博士課程に進学を希望する者が大幅に減少している

取り組む諸事業を実

ーバル化に積極的に

取り組む。

取り組む。

(1) 研究者の養成

ったことは評価できる。
【研究者の養成（特別研究員事業）
】
■ 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

・下表のとおり特別研究員を採用し、若手研究者の育成・支援を行った。また、出産・ ため、11,971 人（対前年度

項目（達成すべき成果
を除く）に係る業務の
実績が得られている
か。

人材育成企画委員会

における人材育成に

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。

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

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

 審査・評価の公正
さ、透明性、信頼
性

 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
について質の高い
成果（内容）である
との評価を得る。

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

定期間研究奨励金を

支給し、自由な発想の

下に主体的に研究課

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。

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

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

路状況

 特別研究員の進

て

期）学生や博士の学位

（後期）学生や博士

外部評価におい

することにより、優



大学院博士課程（後

大学院博士課程

3,424

2,364

564

6
255
86
195
22

112※

－
112
▲34
▲78
－

87

－SPD：PD 申請者のうち、特に優れた者
－PD：博士の学位取得者等
－DC1：博士課程（後期）第 1 年次に在籍する者等
－DC2：博士課程（後期）第 2 年次以上に在籍する者等
－RPD：出産・育児により研究活動を中断した者
－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 28 年 3 月 31 日現在の数
－PD には育志賞受賞による採用者を含む

合計

SPD
PD
DC1
DC2
RPD

資格

2,006

5
619
650
708
24

採用期間満
了者数

3,218

24
595
1,478
998
123

次年度への
継続者数

評価できる。

続的に実施していることは

資金支給業務を計画的・継

減）の支援対象者に対する

て 5,788 人（対前年度 2.0％

規採用と継続採用を合わせ
中途辞退 資格変更
者数
者数

●特別研究員の採用状況（単位：人）

「達成すべき成果」に
平成26年度 平成27年度
からの継続 新規採用者
数
者数
21
14
1,001
356
1,496
752
804
1,175
102
67

考・審査業務とともに、新

用し、研究奨励金を支給した。

・中期計画における
向けた取組は適切か。

2.5％減）の申請に対する選

育児により研究を中断した研究者に対して、研究復帰を支援するため、RPD として採

する支援事業を実施

(1) 研究者の養成

た議論に基づいて検討を行

営により、中期計画の

る若手研究者も含む

施するに当たって

成のため、自立して

・優秀な研究者を養成する

アパスの形成全体を俯瞰し

ては、第一線で活躍す ・着実かつ効率的な運

これらの事業を実

次世代の人材の育

成に係る諸課題及びキャリ

らわれることなく、人材育

成に係る諸課題及びキャリアパスの形成全体を俯瞰した議論に基づいて検討を行っ

ーバル化に積極的に

究機能の向上やグロ

ーバル化に積極的に
た。

学術振興会の業務範囲にと

究者の活躍促進について、日本学術振興会の業務範囲にとらわれることなく、人材育

究機能の向上やグロ

支援し、その教育研

究機能の向上やグロ

＜その他の指標＞

の活躍促進について、日本

研究者の海外派遣の充実③大学教育再生の戦略的推進に係る事業の在り方④女性研

移動の割合

を支援し、その教育研

学の改革への取組を

支援し、その教育研

施する。実施に当たっ

事業の在り方、女性研究者

なども踏まえ、①特別研究員事業の充実による優れた若手研究者の養成・確保②若手

・PD、SPD の研究室

大学の改革への取組

また、我が国の大

・審査委員表彰数

研究職への就職率

経済的支援や海外で ・採用終了後の常勤の

B

・人材育成企画委員会にお

＜根拠＞

・平成 27 年度においては、人材育成企画委員会を 3 回開催し、人材育成事業の今後

断及び延長の取扱数

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、中期計画通りに着実に推進し
た。特に、以下の実績を上げた。

自己点検評価

若手研究者に対する

育成するため、優れた

法人の業務実績・自己点検評価
業務実績

学の改革への取組を

また、我が国の大

研鑽を積むことがで

育成するため、優れ

育成するため、その

＜主な定量的指標＞

主な評価指標

を担う優秀な人材を ・出産・育児に伴う中

我が国の学術研究

を担う優秀な人材を

我が国の学術研究

年度計画

我が国の学術研究

中期計画

を担う優秀な人材を

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価

B

＜その他事項＞

の課題及び改善方策＞

＜指摘事項、業務運営上

り、評価できる。

ても目標を達成してお

ついては、いずれにおい

「達成すべき成果」に

定を B とする。

れていると認められ、評

容で適切な評価が行わ

ら、自己評価に記載の内

ていると言えることか

って順調に実績を上げ

履行し、中期目標に向か

ついては、中期計画通り

中期計画の実施状況に

平成 27 年度における

＜評定に至った理由＞

評定

外部評価委員による
評価
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た取組を推進する。

の長期研究の奨励、

また、研究者養成の
＜評価の視点＞

ベルの大学院修了者
の進路調査の結果を
参考にして、特別研究

に対する顕彰事業を

計画的・継続的に実施

する。

大を図ることを検討
すべきである。他方、

画を進めるため、出

産・育児に配慮した取

組を推進する。

26 年度評価】

位を有する者等への

支援

の学位を有する者等

への支援

おける支援対象者の

選考審査に関し、審

【文部科学大臣評価
26 年度】

れた研究能力を有し、 ・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

ものと思われるため
【外部評価委員指摘

・予算の確保に努め、
少なくとも、年度毎の

の研究機関で研究に

専念する若手研究者

「特別研究員-PD」と

して採用し、研究奨励

金を支給する。また、 工 夫 が 必 要 で あ る 。
25 年度評価】

我が国の大学その他

を「特別研究員-DC」 勤という分類では正
確な評価ができない

位を有する者等で優

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

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

実施する。

正に選考を行う。

期）学生及び博士の学

の申請を促進してい

実施する。

研究員事業を円滑に

を的確に見極め、厳

（後期）学生及び博

的に女性研究者から

研究員事業を円滑に

究者を支援する特別

じた優れた研究者等

くことが必要である。

るよう、引き続き積極

究者を支援する特別

念する優れた若手研

的や対象者層等に応

大学院博士課程（後

を将来的に高められ

念する優れた若手研

研究機関で研究に専

公正性を確保し、目

大学院博士課程

て、女性研究者の比率

研究機関で研究に専

我が国の大学等の

査の独立性、透明性、

我が国の大学等の ・研究者の養成につい

【外部評価委員指摘

課程学生や博士の学

期）課程学生や博士

また、各種事業に

配慮する。

① 大学院博士（後期） 取り組みが望まれる。

DC についても早急な

課題を抽出したうえ、

再検討を行い、PD、
RPD の採用人数の拡

における男女共同参

員事業の目的・意義の

実施している全国レ

大学院博士課程学生

なお、学術研究分野

術・学術政策研究所が

有する若手研究者や

み優れた研究能力を ・文部科学省や科学技

観点から、創造性に富

① 大学院博士（後

研鑽の機会の充実に

出産・育児に配慮し

に実施する。

（後期）学生への支

参画を進めるため、

業を計画的・継続的

るための博士課程

若手研究者の海外で

学生に対する顕彰事

進学できるようにす

立するための支援、

者や大学院博士課程

材が経済的不安なく

野における男女共同

力を有する若手研究

（後期）へ優秀な人

究と出産・育児を両

に富み優れた研究能

ある大学院博士課程

なお、学術研究分

の観点から、創造性

養成の重要な時期で

援、女性研究者が研

また、研究者養成

る。

る。その際、研究者

パスの確立に努め

3,341

2,976

5,399

DC2
255

RPD
11,971

合計

中断・延長者数
67 人
26 人
93 人

うち研究再開準備支援※取得者
数
17 人
9人
26 人
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員採用中の出産･育児に伴う中断･延長の取扱等について紹介した。

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

ら、女性研究者の申請を奨励している旨を説明し、RPD の趣旨や実施状況を周知する

申請希望者向け説明会において、学術研究分野における男女共同参画を進める観点か

・女性研究者（特に自然科学系）の比率を将来的に高められるよう、大学等で開催し

とにより、女性研究者が積極的に申請できるようにした。

人数をホームページで公表し、女性研究者の申請・採用実績を領域別に明確に示すこ

・平成 27 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、男女別の

※中断期間中に研究奨励金の半額を支給

SPD,PD,DC
RPD
合計

資格等

●出産・育児に伴う中断及び延長の取扱数

促進を図った。

究奨励金の半額を支給する制度を実施した。これらの取組により、女性研究者の活躍

度や、研究再開準備支援として採用中断期間中に短時間の研究を継続できるよう、研

・特別研究員事業において、出産・育児の際に採用を中断しその期間分延長できる制

（男女共同参画を進めるための取組）

申請者数

DC1

PD

●特別研究員の平成 28 年度採用分申請者数（単位：人）

高く評価できる。

同参画に資する取組であり

して実施しており、男女共

再開準備支援を 26 人に対

び延長を 93 人、うち研究

・出産・育児に伴う中断及

101

なされることを期待
したい。【外部評価委
員指摘 25 年度評価】

性研究者の増加につ
ながる女性研究者育

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 ・大学で常勤の教授や
准教授に昇進する女

ける男女共同参画を

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。

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

指摘 25 年度評価】

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 24 年度／第 2 期

いを実施する。また、

出産育児による中断 ・特に自然科学系の女
性研究者の比率を将

中断及び延長の取扱

期間中も短時間の研

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

扱いを実施する。

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

期間中も短時間の研

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

審査においては、学術シス
テム研究センターに設置し

り明確化して分かりやすく

・平成 28 年度採用分の特別研究員等の選考については、「特別研究員等審査会」を 3
回（計 14 日間）開催し、審査の独立性を確保した。また、審査方針に基づき、書面
審査、合議審査及び面接審査を効果的に活用して審査を行った。
・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における審議を踏まえ、
各事業の対象者層に対応した審査における評価の考え方をより明確化して分かりや
すく審査の手引に記述した。

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

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。

体制を維持するため、

査方針を整備すると

89

化し分かりやすく審査の手引に記述し、精度の高い審査を実施した。

かりやすく審査の手引に記

る審査方法を明確化し、分

また、研究機関移動に係

着実に改善を行っている。
について明記して周知した。また、研究機関移動要件（後述）に係る審査方法を明確

する。

公平で公正な審査

審査の手引に記述するなど
・審査委員に対して、審査の手引等を配布して書面審査の基準や利害関係者の取扱い

活用して審査を実施

対象者層に応じた審

性を重視し、目的や

若手研究者の主体

面接審査を効果的に

における評価の考え方をよ

の対象者層に対応した審査

ける審議を踏まえ、各事業

たワーキンググループにお

・
「特別研究員等審査会」の

■ 審査の適切な実施

施

審査の独立性を確

(i) 審 査 の 適 切 な 実

る。

る取扱いを実施す

励金の半額を支給す

(i) 審査の適切な実施

たい。【外部評価委員

産・育児に伴う採用の

給する。

評価】

されることを期待し

し、研究奨励金を支

特別研究員の出

成の取り組みが実施

に基づく制度設計が

学術研究分野にお

奨励金を支給する。

数について長期計画

変わらないよう、採用

として採用し、研究

励金を支給する。

新規採用数が大きく

「特別研究員-SPD」

「特別研究員-SPD」 として採用し、研究奨

ち、特に優れた者を

102

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

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

組を引き続き行う。

を防止するための取

奨学金との重複受給

日本学生支援機構の

ては、独立行政法人

価結果を開示する。

ターが作成した候補

画委員会（仮称）等

研究奨励金につい

術システム研究セン

また、人材育成企

90

総合評価の T スコアや不採用者の中のおおよその順位を開示した。

・第１次選考（書類選考）で不採択となった申請者に対して、個別審査項目の評価、

平成 27 年度審査委員女性比率：23.5%）

成 27 年度の女性委員比率が高くなった。（平成 26 年度審査委員女性比率：19.8％、

と等を前提としながら、女性研究者の登用にも配慮した。その結果、前年度に比べ平

各分野の申請状況や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

なお、センターの推薦の段階から、選考基準にあるとおり、選考の過程においては、

補者名簿案を踏まえ、「特別研究員等審査会委員等選考会」において選考した。

システム研究センター研究員が審査委員候補者データベースを活用して作成した候

・
「特別研究員等審査会」の委員（55 名）、専門委員（約 1,800 名）については、学術

お、採用者については振興会のホームページ上で氏名を公開している。

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

選考結果については、第一次選考（書類選考）の不採択者に、特別研究員等審査会に

る。

選考を行っており評価でき

研究者の登用にも配慮した

審査委員については、女性

・
「特別研究員等審査会」の

価できる。

情報の開示に努めており評

人への順位等の開示など、

で不採用となった申請者本

員を選考するため、学

行う。

（https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_houhou.html）し、審査の透明性の確保に努めた。

ジ上での公開や、書面審査

ら、より適切な審査委

ついて評価・検証を

・審査方針や審査方法をホームページ上で公開

・審査方針等のホームペー

審査委員の選考に

（https://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_sinsa-set.html）

ついて、専門的見地か

る。

ー等の機能を活用し

セット等をホームページ上で公開した。

る。

り着実に事業を実施してい

者の流動性向上を図ってお

98.9％となっており、研究

場で研究する割合が

取得した所属研究室以外の

況や支給の効果等に

ムページ等で公開す

システム研究センタ

募集要項や審査方針等について検討を行った。また、審査方針や審査方法、書面審査

・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

98.9％

98.9％

100.0％

割合

つつ、事業の実施状

ら、審査方針等をホー

とともに、審査の透明

善

進路状況調査や学術

査方針等を検討する

(ii) 事業の評価と改

性を確保する観点か

366 人

370 人

合計

対象者層に応じた審

に適切に開示する。

採用期間終了後の

352 人

356 人

PD

体性を重視し、目的や

審査結果を申請者

14 人

14 人

SPD

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

用し、若手研究者の主

新規採用者数

おいて選考する。

資格

学術システム研究

実施する。

ーからの推薦に基づ

センターの機能を活

●博士の学位を取得した研究室以外の場で研究する者（平成 27 年度採用分）

り、精度の高い審査を

査会委員等選考会に

度採用分までは研究室移動）。

了後の合議審査によ

審査委員は、学術

システム研究センタ

き、特別研究員等審

平成 27 年度の PD 採用者
については、博士の学位を

審査委員にもその確認を慎重に行うように周知し、資格審査を実施した（平成 27 年

委員への周知、面接終

開する。

審査体制維持を図っており

の所属研究機関は博士課程在学時から移動することを申請資格（特例措置有り）とし、 評価できる。

評価方法の書面審査

ホームページ等で公

述するなど、公平で公正な
・平成 28 年度採用分 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

書面審査の基準及び

ともに審査方針等を
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の支援の効果があったこと

いて確認する。また、

90.0％
92.6％

5 年経過後 （平成 21 年度終了者）
10 年経過後（平成 16 年終了者）

92.6％

80.5％

75.2％※

第 6 回日本学術振興会育志賞

広く周知する。

明会の開催等を行い、

ムページへの掲載、説

項等に反映させ、ホー

を講じた上で、募集要

な周知期間、経過措置

内容については十分

を行う。改善・見直し

業内容の検討・見直し

がら、必要に応じて事

事業趣旨に留意しな

する。

の結果を本人に通知

91

その評価結果について、本人に対して通知した。

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、

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

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

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

・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

（特別研究員 SPD の評価）

114 名を選考し表彰した。

行う等の審査体制の改善を行うとともに、有意義な審査コメントを残した審査委員

また、分科細目毎の申請数の状況を確認し、審査委員の配置や審査委員数の調整を

は翌年度に継続して委嘱しない等、翌年度の審査委員候補者の選考に反映させた。

分布や審査意見の適切性等について分析・検証、合議を行い、問題のあった審査委員

・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において評点

（審査結果の検証）

※育志賞受賞者のうち、15 人は平成 27 年度特別研究員採用中の者

18 人（25 人）
15 人（18 人）

第 12 回日本学術振興会賞

ついて評価を行い、そ

4 人（6 人）

研究の進捗状況等に

55 人（97 人）

特別研究員採用経験者の受賞者数（全受賞者
数）

第 12 回日本学士院学術奨励賞

平成 27 年度文部科学大臣表彰若手科学者賞

賞の名称

●特別研究員採用経験者の受賞実績

賞した。

・平成 27 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

※ポスドクフェローを含む

77.4％

1 年経過後 （平成 25 年度終了者）

-SPD」については、

「 特 別 研 究 員

映させる。

査体制等の改善に反

審査委員の選考や審

用しつつ検証を行い、

センターの機能を活

て、学術システム研究

会の審査結果につい

特別研究員等審査

やすい形で公表する。

ージ等で国民に判り

される学術システム研究セ

・学識経験者等により構成

る。

通知したことは評価でき

を行い、その結果を本人に

究センターにおいて、評価

について、学術システム研

・SPD の研究の進捗状況等

映しており評価できる。

結果の分析・検証結果を反

・審査体制等の改善に審査

れる。

受賞するとの実績が認めら

研究員採用経験者 55 人が

臣表彰若手科学者賞を特別

・平成 27 年度文部科学大

価できる。

やすく公表しており高く評

は、ホームページで分かり

状況調査の結果について

が認められる。また、進路

研究職に就いており、一定

（http://www.jsps.go.jp/j-pd/pd_syusyoku.html）
●PD、DC の常勤の研究職への就職状況

金支給の効果等につ
DC

の者が、DC 採用終了 5 年

た。また、進路状況調査の結果は、ホームページ等で国民に判りやすい形で公表した。 経過後で 8 割の者が常勤の

調査を行い、研究奨励

PD

採用終了 1 年経過後で 8 割

年経過後で 8 割の者が、DC 採用終了 5 年経過後で 8 割の者が常勤の研究職に就職し

間終了後の進路状況

調査結果をホームペ

況調査の結果として、PD

・採用期間終了後の進路状況調査を実施し、事業の効果を確認した。PD 採用終了 1

特別研究員採用期

・採用期間終了後の進路状

善

（進路状況調査等）

■ 事業の評価と改善

(ii) 事 業 の 評 価 と 改
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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、ワーキ

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、経過措置を講じた上で
募集要項に反映させた。

・平成 28 年度採用分特別研究員等の申請状況について
・海外特別研究員の滞在費・研究活動費について
・特別研究員の処遇について
・平成 27 年度特別研究員等審査会について
・特別研究員等面接審査の手引について
・特別研究員の処遇について

H27 年 6 月 19
日
H27 年 7 月 17
日

・特別研究員 平成 29 年度採用分募集要項について
・海外特別研究員 平成 29 年度採用分募集要項について
・海外特別研究員-RPD（仮称）平成 28・29 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-SPD の在り方検討タスクフォースの設置について
・平成 28 年度特別研究員事業等予算案の概要
・特別研究員 平成 29 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
・病気を理由とする特別研究員の採用の中断及び延長について
・特別研究員等の英語肩書き名の整理について
・平成 27 年度 特別研究員等の審査の検証について
・障害のある特別研究員-PD への対応について
・病気を理由とする特別研究員の採用の中断及び延長について
・平成 27 年度人材育成企画委員会（第 1 回）について

H27 年 12 月 18
日

H28 年 1 月 15
日

H28 年 2 月 19
日
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・特別研究員 平成 29 年度採用分募集要項について
・海外特別研究員 平成 29 年度採用分募集要項について
・海外特別研究員-RPD（仮称）平成 28・29 年度採用分募集要項につ
いて

H27 年 11 月 20
日

H27 年 9 月 18 ・平成 27 年度特別研究員等審査の検証及び平成 28 年度審査委員の選
日
考について
・特別研究員-RPD 制度の改善について
・海外特別研究員-PRD（仮称）事業について

・平成 27 年度の検討事項について
・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 26 年度に実施した審査に係る検証結果の周知について

議事内容

H27 年 5 月 15
日

開催日

●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

ことを募集要項に記載。

る。

平性の観点から評価でき

に掲載しており透明性･公

項に反映し、ホームページ

を講じることとして募集要

十分な周知期間、経過措置

更等の改善事項については

むとともに、申請資格の変

改善・充実に積極的に取組

うこととするなど、制度の

の在り方について検討を行

して、SPD 制度の在り方について検討を行うこととした。
➤平成 29 年度採用分 RPD 選考から、面接を免除して採用内定者とする場合がある

ースを設置して SPD 制度

➤ワーキンググループに「特別研究員-SPD の在り方検討タスクフォース」を設置

ンググループにタスクフォ

ググループにおいて、若手

業の趣旨に留意しながら、募集要項や審査方法等について検討・見直しを行った。ま

具体的な対応は下記のとおりである。

ンターに設置したワーキン

（事業内容の検討・見直し）
・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、特別研究員事
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議事内容

・特別研究員-SPD 制度の在り方について

周知を図る。

開催し、事業内容等の

についての説明会を

特別研究員事業等

う。

重複チェック等を行

報を同機構に提供し、

ともに、採用内定者情

ずる旨を掲載すると

項等に重複受給を禁

防止するため、募集要

学金との重複受給を

本学生支援機構の奨

ては、独立行政法人日

93

平成 29 年度採用分
上智大学、関西大学、関西学院大学、神戸大学、徳島
大学

平成 28 年度採用分
関西大学、関西学院大学、筑波大学、茨城大学、埼玉
大学、東京農業大学、名古屋大学

開催大学等

●平成 27 年度の説明会開催実績：12 回

に復帰することを支援する RPD 制度の周知に努めた。

備支援」の取扱についての説明や、出産・育児による研究中断後に、円滑に研究現場

組を進める必要がある。

請状況を確認しながら、取

引き続き、女性研究者の申

を着実に実施しているが、

申請を促進するための取組

踏まえ、女性研究者からの

・昨年度の業務実績評価を

＜課題と対応＞

めており評価できる。

児に関する制度の周知に努

の促進に留意して出産・育

い、女性研究者からの申請

作成についての説明を行

事業内容等の周知や申請書

は 12 回、各地で開催し、

するための説明会を実施した。なお、説明会においては、女性研究者からの申請を促
進するため、特別研究員の出産・育児による採用期間中の「中断」及び「研究再開準

ての説明会を平成 27 年度

度採用分の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

・特別研究員事業等につい

を行っており評価できる。

・制度について広く周知を図るための説明会や、平成 28 年度採用分および平成 29 年

においても適切にチェック

成 27 年度においても引き続き実施した。

め、引き続き平成 27 年度

との重複受給を防止するた

日本学生支援機構の奨学金

究奨励金については、（独）

・特別研究員に支給する研

20 年度から採用内定者情報を同機構に提供し重複チェックを行っている。本取組は平

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

る。

研究奨励金につい

案（平成 18 年 12 月 15 日文部科学省）に基づき、日本学生支援機構の奨学金との重

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

・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

■ 募集・採用業務の円滑な実施

日

H28 年 2 月 19

開催日

るシステムを導入す

を電子的に実施でき

応募受付、審査業務

の円滑な実施

(iii) 募集・採用業務

・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
・海外特別研究員及び海外特別研究員-RRA 書面審査の手引について
・海外特別研究員-RRA 合議審査方法について
・特別研究員-DC における特研奨励費以外の研究費の受給について
・病気を理由とする特別研究員の採用の中断及び延長について
・平成 27 年度のまとめと次年度検討事項について
・卓越研究員事業について

●特別研究員-SPD の在り方検討タスクフォースの開催実績

H28 年 3 月 4
日
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特になし

４．その他参考情報

候補者数
370 人

推薦要項発送数
3,603 機関

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

者を見いだし、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

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。

に実施する。

賞に係る業務を円滑

志賞の募集、選考、授

程学生を顕彰する育

優秀な大学院博士課

の養成に資するため、

待される若手研究者

の発展への寄与が期

我が国の学術研究

育志賞

(ii) 日 本 学 術 振 興 会

に実施する。

賞に係る業務を円滑

会賞の募集、選考、授

・人文学、社会科学及び自然科学の全分野において、45 歳未満で博士又は博士と同等

(i) 日本学術振興会賞

我が国の学術研究
会育志賞の募集、選考、授

賞及び第 6 回日本学術振興

・第 12 回日本学術振興会

＜根拠＞

者の顕彰を円滑に実施して
おり評価できる。

・被推薦者について、学術システム研究センターにおける予備審査を経て、平成 27
年 10 月 29 日開催の本賞審査会（委員長：野依良治 科学技術振興機構研究開発戦略

25 人

受賞者数

割合
6.8％

150 人

2,716 機関
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候補者数

推薦要項発送数

●第 6 回 日本学術振興会 育志賞の推薦・受賞状況

おいて行った。

18 人

受賞者数

12％

割合

・授賞式を平成 28 年 3 月 2 日に秋篠宮同妃両殿下にご臨席いただき、日本学士院に

8 名で構成）における選考結果に基づき、受賞者を決定した。

年 1 月 6 日開催の本賞選考委員会（委員長：佐々木 毅 国土緑化推進機構理事長、他

・被推薦者について、学術システム研究センターにおける予備選考を経て、平成 28

推薦について、我が国の大学及び学協会に対し候補者の推薦を依頼した。

り組んでいる大学院博士後期課程学生を対象に第 6 回日本学術振興会育志賞候補者の

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

・人文学、社会科学及び自然科学の全分野において、34 歳未満で大学院における学業

■日本学術振興会育志賞

●第 12 回 日本学術振興会賞の推薦・受賞状況

おいて行った。

・授賞式を平成 28 年 2 月 24 日に秋篠宮同妃両殿下にご臨席いただき、日本学士院に

センター長、他 12 名で構成）における選考結果に基づき、受賞者を決定した。

造性に富み優れた若手研究

我が国の学術研究機関及び学協会に対し依頼した。

果をあげている研究者を対象に第 12 回日本学術振興会賞受賞候補者の推薦について、 賞に係る業務を通して、創

以上の学術研究能力を有する者のうち、論文等の研究業績により学術上特に優れた成

■日本学術振興会賞

【優れた若手研究者の顕彰】

者の顕彰

者の顕彰

優れた若手研究

②

② 優れた若手研究
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②

若手研究者の組織的な海外派遣（組織支援）

４ 次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上
（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）
関連する政策評価・行政事業
レビュー

５年経過後

１年経過後

終了直後

総合評価が 3 以上

事後評価において

「頭脳循環事業」の

就職率

研究職

常勤の

了後の

採用終

規採用者数

海外特別研究員新

指標等（実績値） 達成目標

－

－

56％

178 人

間最終年度値

前中期目標期

20/28
課題

課題

96.2％

83.2％

49.7％

204 人

26 年度

60／68

－

－

63.8％

192 人

25 年度

課題

25/28

97.2%

80.0％

57. 9％

170 人

27 年度

28 年度

95

29 年度

従事人員数

決算額（千円）

H26

H27

32

34

34

21,452,840 20,760,316 20,000,131

H25

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

海外特別研究員事業 http://www.jsps.go.jp/j-ab/index.html
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 http://www.jsps.go.jp/j-zunoujunkan3/index.html
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 http://www.jsps.go.jp/j-itp/index.html
組織的な若手研究者等海外派遣プログラム http://www.jsps.go.jp/j-daikokai/

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

参照 URL

H29

注）決算額は支出額を記載。

H28

当該項目の重要度、難 重要度：「高」
（政府の「科学技術イノベーション総合戦略 2015」等に謳われている学生、若手研究者が海外に挑戦する機会の拡大等によりグローバルな視野を持った人材の育
易度
成に取り組み、国際的な頭脳循環を促進する事及びワークライフバランスの実現のための支援及び環境整備を行い、女性が継続的に知的プロフェッショナルとして活躍できる環
境整備に取り組む事、また、
「第 4 期科学技術基本計画」に謳われている優れた資質を持つ若手研究者や学生が海外で積極的に研鑽を積むことができるよう、海外の派遣や留学
促進のための支援を充実する事に向けて、本法人における当該人材育成事業が重要な役割を果たすものであるため。
）
（上記課題を解決するため必要な事業であるが、事業の信頼性確保の観点から、公正かつ透明性が高く、信頼性ある選考・審査体制を構築し、継続して行うことが
難易度：
「高」
重要であり、海外特別研究員事業については、新規事業として海外特別研究員-RRA 事業を立ち上げたことは、初めての取り組みであることから、困難を伴うため。
「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」についても、事業趣旨に沿った、適正かつ公正・厳正な審査を限られた期間内に迅速に実施しており、困難を伴うため。
）

方法書第 4 条

当該事業実施に係る根 独立行政法人日本学術振興会法第 15 業務に関連する政策・施
拠（個別法条文など） 条、独立行政法人日本学術振興会業務 策

Ⅰ―４－２

１．当事務及び事業に関する基本情報
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規採用、継続採用合わせて 433
名の支援対象者への資金供給
を適切かつ効率的に実施し、国

げた。
【若手研究者の海外派遣（個人支援）】
■ 海外特別研究員事業

者数

遣

平成 27 年度
977 人
433 人
170 人

平成 26 年度
974 人
456 人
204 人

申請者数
採用数
うち新規

・「頭脳循環事業」の事後
評価において総合評価が 3

外派遣など、若手研究者を

海外に派遣する取組を計

外派遣など、若手研究者を

海外に派遣する取組を計

外派遣など、若手研究者を

海外に派遣する取組を計

おいて厳正に実施する。

厳正に選考を行う。

いるか。

（個人支援）

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。

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

し、審査を行っているといえ評
価できる。

めにも極めて重要である
ので、国公私大との連携な

結果をホームページ等で

国民に判りやすい形で公

テム研究センター等の機

能を活用しつつ、事業の実

96

面接審査により選考を行った。

きる。

を開始したことは高く評価で

な海外渡航推進のための事業

め、ERC との協力により新た

の海外渡航の一層の促進のた

ための取組として、特別研究員

・若手研究者の海外に派遣する

る。

業の効果として高く評価でき

おり、人材育成の観点からも事

の者が常勤の研究職に就いて

80.0％、5 年経過後では 97.2％

において、1 年経過後には

施した進路状況等の追跡調査

年経過した者を対象として実

・採用期間終了後 1 年及び 5

っていることは評価できる。

よう、JSPS が種々の支援を行

外での研究に支障が生じない

安への対応、安全確保など、海

頼性ある選考・審査体制を構築

いてのレビューの実施方法を

グラムにおいては、研究面につ

際研究ネットワーク推進プロ

より公正かつ透明性が高く、信 ・頭脳循環を加速する戦略的国

の国際交流拠点構築のた

いて確認する。また、調査

進路状況調査や学術シス

名）を設け、専門的見地から書面審査、合議審査及び

点もさることながら、学術

を行い、支給の効果等につ

事業を推進する。

置された領域別の審査部会に

・特別研究員等審査会の下に設

また、採用期間終了後の

・特別研究員等審査会（委員 55 名、専門委員約 1,800

（審査業務）

とは、高く評価できる。

迅速かつ的確に行っているこ

者に対する臨機応変な対応を

して評価できる。加えて、採用

できる環境を整備する取組と

が安心して長期間研究に専念

行ったことは、海外特別研究員

きるように手続きを引き続き

研究員が安価で保険に加入で

加入することにより、海外特別

・まとめて海外旅行傷害保険に

実施している。

な派遣のための取組を着実に

扱いの手続き等、採用者の円滑

伴う採用の中断及び延長の取

・希望者に対する出産・育児に

する取組と評価できる。

に海外で研鑽する機会を推進

派遣事業は、人材育成の観

海外特別研究員採用期 ・海外特別研究員等の海外

ど、適切な事業運営を図った。

り厳密な措置が適用できるよう規程の改正を行うな

を臨機応変に実施した。そのほか、採用者に対してよ

否確認及び注意喚起を行うなど、迅速かつ的確な対応

金援助受給の緩和措置を執ったほか、有事における安

・採用者に対しては、円安の影響に対して他からの資

を引き続き行った。

り、海外特別研究員が安価で保険に加入できる手続き

き、まとめて海外旅行傷害保険に加入することによ

・振興会が支給する滞在費の中から保険料を差し引

5 名）

延長の取扱いの手続きを行った。（平成 27 年度実績

・希望者に対して、出産・育児に伴う採用の中断及び

る。

言えることから評定を A とす

ペースで実績を上げていると

って履行し、中期目標を上回る

の理由により、中期計画を上回

画の実施状況については、下記

平成 27 年度における中期計

＜評定に至った理由＞

A

外部評価委員による評価

中、優れた若手研究者が積極的 ・海外特別研究員に対して、円

間終了後の進路状況調査

実に十分配慮した上で、本

を得る。

りやすく公表するととも

その際、第 4 期科学技術基

＜評価の視点＞

（内容）であるとの評価

ームページにおいて分か

に つい て質の 高 い成果

路状況

 海外特別研究員の進

透明性、信頼性

 審査・評価の公正さ、

支給する。

募集に関する情報をホ

査会」にて行う。

において長期間研究に専

念させるため、滞在費等を

とともに「特別研究員等審

の特定の大学等研究機関



業務を円滑に実施する。

若手研究者を「海外特別研

審査は、特別研究員事業

は適切か。

業に係る募集・審査・採用

する者等の中から優れた

究員」として採用し、海外

すべき成果」に向けた取組

遣する海外特別研究員事

研究者や博士の学位を有
外部評価において

に優れた若手研究者を派 ・中期計画における「達成

海外の大学等研究機関

る業務の実績が得られて

成すべき成果を除く）に係

より、中期計画の項目（達

① 若手研究者の海外派遣

いて厳正に実施する。

究機関に所属する常勤の

我が国の大学等学術研

（個人支援）

研究者等を的確に見極め、 ① 若手研究者の海外派遣

象者層等に応じた優れた

公正性を確保し、目的や対

＜その他の指標＞

及び国際事業委員会にお ・着実かつ効率的な運営に

査は、特別研究員等審査会

審査は、特別研究員等審査

支援対象の選考審査に関

し、審査の独立性、透明性、 会及び国際事業委員会に

各種事業における選考審

各種事業における選考

また、各種事業における

画的・継続的に実施する。 画的・継続的に実施する。 画的・継続的に実施する。 以上

の 7 割以下にまで減少している

者の長期海外渡航がピーク時

いると考えられ、近年若手研究

沿った組織的な研究者海

沿った組織的な研究者海

沿った組織的な研究者海

務を適切かつ効率的に実施した。

究機関の国際研究戦略に

究機関の国際研究戦略に

究機関の国際研究戦略に
ルの研究者の育成に寄与して

人の海外派遣とともに、研

人の海外派遣とともに、研

人の海外派遣とともに、研
継続採用と合わせて合計 433 名に対する資金支給業

の採用終了後の常勤の研 ・平成 27 年度は、新規採用の選考・審査業務を行い、 際舞台で活躍できる世界レベ

成するため、若手研究者個

成するため、若手研究者個

成するため、若手研究者個
究職就職率

・「海外特別研究員事業」

国際舞台で活躍できる

世界レベルの研究者を育

国際舞台で活躍できる

世界レベルの研究者を育

国際舞台で活躍できる

世界レベルの研究者を育

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、 評定

A

・海外特別研究員に対して、新

中期計画を上回って推進した。特に、以下の実績を上

＜主な定量的指標＞
・海外特別研究員新規採用

(2) 若 手 研 究 者 の 海 外 派

遣

自己点検評価

(2) 若 手 研 究 者 の 海 外 派

法人の業務実績・自己点検評価
業務実績

遣

主な評価指標

(2) 若 手 研 究 者 の 海 外 派

年度計画

中期計画

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価
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ついて評価・検証を行う。

施状況や支給の効果等に

表する。

性、信頼性に配慮し審査委員の

（平成 26 年度審査委員女性比率：19.8％、平成 27 年
度審査委員女性比率：23.5%）

進路についても、特別研究
員と同様、5 年後、10 年後

また、国際事業委員会の下に

度評価】

及び改善方策＞
者への通知、採用者のホームペ
ージ上での公表を行っており、
審査の透明性確保の取組とし
て評価できる。

該領域におけるおおよその順位を通知した。なお、採
用者については、振興会のホームページ上で氏名等を
公開した。

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
結果を反映しており評価でき
る。

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
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

97

な審査コメントを残した審査員を選考し表彰した。

・適切な審査コメントの例を書
・特別研究員等審査会の審査結果について、学術シス

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_list.html

採用者一覧

＜指摘事項、業務運営上の課題
・選考結果については、不合格

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

＜その他事項＞

成しており、評価できる。
価できる。

「達成すべき成果」について
は、いずれにおいても目標を達
的に取り組んでいることは評

い選考・審査体制の整備に継続

ことにより、公正で透明性の高

組として高く評価できる。

ことから、中期計画を上回る取

に継続的に取り組んだ。

まれる。
【JSPS 部会 25 年

の審査方法の見直し等を図る

厳正な審査を実施できている

や書面、合議、面接の各段階で

とにより、公正で透明性の高い選考・審査体制の整備

るが、総事業費の拡大が望

趣旨に沿った、適切かつ公正・

プでの検討を踏まえ、募集要項

合議、面接の各段階での審査方法の見直し等を図るこ

キンググループでの検討を踏まえ、募集要項や書面、 設置されたワーキンググルー

査体制の改善を図りつつ、事業

うなど、実施方法の検討及び審

・事業の見直しは必要であ

年度評価】

なお、学術システム研究センターに設置されたワー ・学術システム研究センターに

見直しと面接時間の延長を行

実に図っており評価できる。

に対して配布し、厳格を期した。

か。
【外部評価委員指摘 25

会において、書面審査の手引の

など公正な審査体制維持を着

利害関係者の取扱いについて明記した手引きを委員

設置した領域別の審査・評価部

できるのではないだろう

また、書面審査、面接審査における審査の基準や、 ・審査基準・手順を明確化する

選考を行っており評価できる。 くレビューを実施した。

性をより一層性格に検証

していくと、本制度の有効

の状況をフォローアップ

細目ごとに、レビューアー計

び女性研究者の登用等、公正

究者の登用等に配慮しつつ適切に行った。

208 名を迅速に選定し、滞りな

の中から、応募のあった課題の

候補者の所属機関バランス、及

の申請状況、候補者の所属機関のバランス及び女性研

を活用し、各分野の申請状況、 委員会書面審査員（約 1800 名）

する審査員候補者データベース等を活用して、各分野

度評価】
・海外特別研究員終了後の

審査員候補者データベース等

究センターにおいて国際事業

れた期間内で、学術システム研

見直し、公募受付後からの限ら
の選考については、学術システム研究センターが作成

・審査の公正性・透明性を確保するため、審査会委員 ・学術システム研究センターが

【外部評価委員指摘 26 年

事業展開が望まれる。

ども含めて長期にわたる

110
規事業として海外特別研究員
－RRA 事業を開始したことは、

を踏まえ、優れた若手研究者が結婚・出産・育児・看

研究者が、研究等とライフイベ
ントとの両立を図るための支
援として高く評価できる。

専念できるよう支援する事業として、新たに平成 28
年度採用分より海外特別研究員-RRA 事業の募集を開
始した。平成 27 年度は、平成 28 年度採用分及び 29

できるよう広く一般に公開し、
必要な書類はダウンロードで
きることから申請者が迅速に

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。

電子的に申請書類を受け付け

等円滑な実施に取り組んでお
り評価できる。

引を新たに整備したほか、専用のコールセンターを引
き続き設置し、申請者が円滑に申請できるよう図っ
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について広く周知を図るための説明や平成 29 年度採

・特別研究員事業と併せて海外特別研究員事業の制度

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_sinsa-set.html

書面審査セット

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_list.html

採用者一覧

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_shinsei.html

申請・採択状況

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_houhou.html

選考方法（審査方針等）
・審査会委員の氏名等

http://www.jsps.go.jp/j-ab/rra_sin.html

募集要項（海外特別研究員－RRA 事業）

https://www.jsps.go.jp/j-ab/ab_sin.html

募集要項（海外特別研究員事業）

た。

ともに、コールセンターの設置

・併せて、電子申請システムの体験版や簡易版操作手

るシステムの充実化を図ると

・申請者の利便性向上のため、

慮し、使いやすいよう改修を行った。

価できる。

いては、さらに、申請者及び事務担当者の利便性を考

る電子申請システムを運用に移し、平成 27 年度にお

入手できるようにしており評

振興会ホームページから確認

請・採用状況、採用者一覧及び特別研究員等審査会委

・平成 25 年度に申請書の作成から提出まで完結させ

・申請に必要な項目について、

・募集要項、申請書、審査方針、書面審査セット、申

年度採用分の募集を同時に行った。

中断せざるを得なかった若手

海外の特定の大学等研究機関において長期間研究に

護・介護のライフイベントによる研究中断等の後に、 出産、介護などのため、研究を

・平成 28 年度採用分より、新

（募集業務）
・学術研究分野における男女共同参画を推進する観点

111

55.6％
1.7％
25.3
10.1％
7.3％
－

99 人
3人
45 人
18 人
13 人
178 人

常勤の研究職
非常勤の研究職

その他
計

99

イスの大学等研究機関の研究者と共同研究する機会

・スイス政府と協力して、特別研究員を対象としてス

（海外渡航を促進するための取組）

97.2％

5 年経過後（平成 19 年度採用者）

割合

80.0％

1 年経過後（平成 23 年度採用者）

区分

●海外特別研究員の常勤の研究職への就職状況

備を行った。

した。また、調査結果をホームページ上で公表する準

た進路状況等の追跡調査を実施し、事業の効果を確認

・採用期間終了後 1 年及び 5 年経過した者を対象とし

ポストドクター
（国内）

ポストドクター
（海外）

割合

人数

区分

●平成 24 年度採用者の採用期間終了後の就職状況

は、ホームページで公表している。

の採用終了後の進路状況調査を実施した。調査結果

・平成 27 年度に海外特別研究員（平成 24 年度採用者）

（進路状況調査）

平成 29 年度採用分
上智大学、関西大学、関西学院大学、神戸大学、徳
島大学

容等の周知や申請書作成につ

平成 28 年度採用分
関西大学、関西学院大学、筑波大学、茨城大学、埼
玉大学、東京農業大学、名古屋大学

の効果は高く評価できる。

り、人材育成の観点から本事業

着実に増えていることが分か

の常勤の研究職への就職率が

に上がっており、本事業採用者

80.0％、5 年経過後では 97.2％

ったのに対し、1 年経過後には

率が、採用終了後は 57.9％であ

おいて、常勤の研究職への就職

した進路状況等の追跡調査に

経過した者を対象として実施

・採用期間終了後 1 年及び 5 年

で公表しており評価できる。

ージに国民に分かりやすい形

なお、この調査結果はホームペ

材育成の観点から評価できる。

究職に従事していることは人

に、92.7％が非常勤も含めた研

は約 55.6％が「常勤の研究職」

・採用終了後の就職状況調査で

組として評価できる。

事務担当者の理解を深める取

とは、制度の普及、申請者及び

いての説明を実施しているこ

説明会を各地で開催し、事業内

開催大学等

●特別研究員事業等説明会実績：12 回（平成 27 年度） ・特別研究員事業等についての

研究員－RRA 事業についても併せて周知を図った。

した。また、新規事業として募集を開始した海外特別

担当者に注意点を広く周知するための説明会を実施

用分の募集に係る申請書作成について各機関の事務
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②

若手研究者の組織

的な海外派遣（組織支援）

みを設け、選考を経て 10 名の
特別研究員がスイスの大学等
学術研究機関の研究者と共同
研究のため渡航したことは若
手研究者の海外での研鑽機会

経て、10 名の特別研究員がスイスに渡航した。
（本事
業は、平成 26 年が日本－スイス国交樹立 150 周年に
あたることに伴い、その記念の一環として平成 26 年
度から平成 28 年度までの実施を予定している。）
・平成 27 年 5 月 29 日に ERC（European Research

めの事業を開始したことは高
く評価できる。

報を提供するとともに平成 28 年度分の申込をオンラ

・平成 27 年度採択分について、プログラムの趣旨に

推進プログラム

る優れた研究者の育成を

努め、若手研究者の海外派遣を
促進しているほか、相手側から

面についてのレビューを実施した。レビューにあたっ
ては、事前に候補者全員に対し事前連絡を行い、平成
26 年度の国際事業委員会書面審査員（約 1800 名）の
検証結果を反映するなど、より公平・公正に進められ
るよう見直しを行い、公募受付後に、学術システム研
究センターにおいて国際事業委員会書面審査員の中

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

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

計 208 名を迅速に選定した。その上で、レビュー結果
を一つの指標として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、 レビューの実施方法を見直し、
総合系（計約 70 名））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
った。書面審査においては、研究ネットワークの形成
を更に重視した審査ができるよう、書面審査の手引

機関と行う世界水準の国

際共同研究に携わり、様々

な課題に挑戦する機会を

提供する大学等研究機関

を支援する。また、終了し

た事業について事後評価

を行う。

旨に沿った、適切かつ公正・厳

各部会で採択候補となった事業について、国際事業委
員会において 12 件の事業を採択し、継続課題とあわ

テンシャルを有する我が

国の研究グループが、頭脳

循環により国際研究ネッ

100

密にできるよう、面接時間の延長を行った。その結果、 書面審査の手引の見直し、面接
時間の延長を行うなど、事業趣

においては、質疑応答及び審査員間での議論をより厳

択事業については、高いポ

別の審査・評価部会において、

（評点の重み付け、審査の観点）を見直し、面接審査

平成２６年度以降の採

業委員会の下に設置した領域

を実施できているほか、国際事

迅速に行い、滞りなくレビュー

間内で、レビューアーの選定を

公募受付後からの限られた期

・新規事業の審査については、

から、応募のあった課題の細目ごとに、レビューアー

研究機関の支援等を行う。 外へ派遣し、派遣先の研究

きる。

を促進していることは評価で

することで双方向の人的交流

の研究者招へいも併せて支援

多様な研究人材の育成・確保に

合致した公平性・透明性の高い審査とするべく、研究

平成２５年度までの採

択事業については、頭脳循

図るため、研究機関の国際

することにより、将来性のある

ログラム）
・64 件を計画的・継続的に支援

（審査・評価業務）

国際研究ネットワーク推進プ

（頭脳循環を加速する戦略的

的国際研究ネットワーク

推進プログラム

■ 頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク

【若手研究者の組織的な海外派遣（組織支援）
】

＜根拠＞

より新たな海外渡航推進のた

を希望する ERC 研究費支援を受けている研究者の情
インシステムにて受け付け、海外渡航者を決定した。

の促進のため、ERC との協力に

ち上げに伴う検討を行った上で、特別研究員の受入れ

「ERC との協力による特別研究員の海外渡航支援事 ・特別研究員の海外渡航の一層
業」を新たに開始した。平成 27 年度は、本事業の立

究ネットワークの核とな

頭脳循環により国際研 ・頭脳循環を加速する戦略

海外派遣（組織支援）

② 若手研究者の組織的な

外渡航促進のための協力枠組

施した。平成 27 年度は国際事業委員会による選考を

Council（欧州研究会議）
）と締結した MOU に基づき、 充実の観点から評価できる。

・スイス政府と特別研究員の海

を提供する「日本－スイス若手研究者交流事業」を実
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99
95
212

平成 24 年度
（平成 24 年度事業開始）
平成 23 年度
（平成 23 年度事業開始）
平成 22 年度
（平成 22 年度事業開始）

の研究者招へいの双方向

組を行う大学等研究機関

ムを運用する。

に把握・共有できるシステ

られる有益な情報を的確

するよう、事業を通じて得

ネットワークの形成に資

また、他機関の国際研究

確定を行う。

う現地調査等により、額の

の確認や、必要に応じて行

ら提出される実績報告書

金について、補助事業者か

前年度に交付した補助

を支援する。

の人的交流を展開する取

68

28

28

28

24

12

32.1％

29.5％

28.3％

27.2％

26.4％

13.2％

採択率
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金の額の確定を実施した。

成金の執行状況を確認することにより、交付した助成

て大学等研究機関への現地調査を行い、実施状況や助

について、実績報告書等の内容を踏まえ、必要に応じ

・平成 24～26 年度に採択された各課題（計 80 件）

（額の確定）

Q&A の改訂を行った。

とするべく、大学等研究機関からの意見等を踏まえ、

実施した。そのほか、採択後の運用をより円滑なもの

意喚起を行うなど、迅速かつ的確な対応を臨機応変に

・継続課題に対しては、有事における安否確認及び注

会（2 回）を開催し、事業の趣旨等について周知した。

・平成 28 年度の公募に向けては、東京にて公募説明

価できる）を得た。

「4」
（高く評価できる）
、18 事業が「3」
（概ね高く評

たことにより、総合評価として 4 段階評価で 7 事業が

究ネットワークの継続が見込まれることが確認でき

て実施され、事業終了後も、海外の研究機関等との研

研究者の人材育成が国際共同研究と有機的に連携し

された 28 事業についての事後評価を実施した。若手

速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」で採択

・上記部会において、平成 24 年度に「頭脳循環を加

※平成 22、23、24 年度事業開始分についてはそれぞれ
24、25、26 年度にて事業終了。

103

の長期派遣と相手側から

て、相手側への若手研究者

同研究を行うことを通じ
平成 25 年度
（平成 25 年度事業開始）

91
91

平成 27 年度
（平成 27 年度事業開始）
平成 26 年度
（平成 26 年度事業開始）

機関と世界水準の国際共

外のトップクラスの研究

正な審査体制を整備し、海

採択
件数

る。

等、額の確定を適切に行ってい

・必要に応じて現地調査を行う

る。

題あったことは高く評価でき

以上を付けられた課題が 25 課

り、総合評価が 4 段階評価で 3

ることが確認できたことによ

ットワークの継続が見込まれ

海外の研究機関等との研究ネ

して実施され、事業終了後も、

国際共同研究と有機的に連携

では、若手研究者の人材育成が

・終了した 28 事業の事後評価

保を図っており評価できる。

ことにより、透明性、信頼性確

意見申し立ての機会を設ける

表、また、事後評価についての

審査・評価部会委員名簿の公

し、採択事業、事後評価結果、

え、審査と同様に評価を実施

ても、評価の方法、手順等を整

事業に対する事後評価につい

とは高く評価できる。終了した
応募
件数

●応募、採択等の状況

し、その中核となることを

図るため、専門家による公

正な審査を実施できているこ

せて計 64 件に対して、円滑に補助金を交付した。

トワークを戦略的に形成
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特になし

４．その他参考情報

継続課題の大学等研究機関の
協力も得ながら継続的な運用
を行っている。また、26 年度採

究機関の協力を得ながら、引き続き運用している。
・26 年度採択課題からは、事業趣旨等が改められた

を短縮等することにより、適切
かつ迅速に情報を公開できた
ことは評価できる。

要及び実績報告書等を公開した。これにより、情報公
開までの期間を事業概要については採択後半年程度
かかっていたところを１ヶ月程度まで短縮し、実績報

102

ることができた。

告書についてはその内容を一律かつ統一的に公開す

更に伴い、情報公開までの期間

事後評価結果等を逐次公開しており、滞りなく事業概

ことに伴い、ホームページ上で事業概要、実績報告書、 択課題からは、事業趣旨等の変

・情報共有システムについて、

（情報共有システム）
・情報共有システムについては、継続課題の大学等研
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③ 大学間連携共同教育推進事業
④ 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業
⑤ 大学の世界展開力強化事業
⑥ スーパーグローバル大学等事業

４ 次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上
（３）大学の教育研究機能の向上やグローバル化支援
① 博士課程教育リーディングプログラム
② 大学教育再生加速プログラム

関連する政策評価・行政事業
レビュー

施件数

フォローアップ実

実施件数

中間評価・事後評価

採択・選定件数

申請件数

委員会等開催実績

指標等（実績値） 達成目標

33

113

93

29

80

98

44

136

57

H25

347

間最終年度値

前中期目標期

69

94

98

92

390

H26
65

189

80

65

128

H27

H28

103

H29

http://www.jsps.go.jp/j-sgu_ggj/index.html

http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/index.html

スーパーグローバル大学等事業

大学の世界展開力強化事業

http://www.jsps.go.jp/j-coc/index.html

http://www.jsps.go.jp/j-ppiuce/index.html

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業

大学間連携共同教育推進事業

http://www.jsps.go.jp/j-hakasekatei/index.html

http://www.jsps.go.jp/j-ap/index.html

大学教育再生加速プログラム

博士課程教育リーディングプログラム

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

参照 URL

従事人員数

決算額（千円）

H26

H27

32

34

34

21,452,840 20,760,316 20,000,131

H25

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
H29

注）決算額は支出額を記載。

H28

当該項目の重要度、難易 重要度：「高」（政府の「教育再生実行会議」提言、日本再興戦略、中央教育審議会の答申等で提言されている大学の教育研究機能の向上やグローバル化に資する文部科学省所
度
管事業を実施するに当たっての審査・評価の公正さ、透明性、信頼性を確保するものであるため）
難易度：「高」（文部科学省所管事業を実施するために必要な業務であり、国が定めた制度・方針に従うとともに、審査・評価の公正さ、透明性、信頼性を確保する必要がある
ことから、そのための外部有識者による委員会の設置・運営・フォローアップにおいては、委員、文部科学省及び各採択大学・プログラム間との調整に困難を伴うため。特に、
新規事業及び新たに中間評価・事後評価を行う事業については、文部科学省の施策の意図を踏まえた委員会を設置あるいは整備するとともに、各委員及び各大学に対し、その
意図を正確に周知し、適切な対応を求めることになる。
）

当該事業実施に係る根 独立行政法人日本学術振興会法第 15 業務に関連する政策・施
拠（個別法条文など）
条、独立行政法人日本学術振興会業務方 策
法書第 11 条

Ⅰ―４－３

１．当事務及び事業に関する基本情報
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中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、中期計画通りに着実に
評定

評定

A

業実施に当たっては、 実 績 が 得 ら れ て い る

国の定めた制度・方針

を踏まえ、専門家によ

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

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

性、継続性を確保し、 た取組は適切か。

用できる場合には、当

査・評価

に努める。

平成 27 年度は、以下

の事業に係る審査・評

価を行う。

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

について質の高い成
果（内容）であると
の評価を得る。

さ、透明性、信頼性を

確保する。

・審査・評価を担う委

な審査・評価体制を整備

し、事業の透明性、信頼性、 度においては、新たに「地

2回
3回
4回

同 審査部会
同 評価部会
2回

新規の事業の実施に当

評価業務を実施している。

方創生推進事業」の審査・

（知）の拠点大学による地

信頼性を確保しつつ、大学

も含め、公正さ、透明性、

えるとともに、既存の事業

結果の概要の文部科学省
への提供や、文部科学省も

交えた議論を行っており、 の政策提言の参考となる
資料をとりまとめるなど、

中間評価アンケート調査

て、これらのプログラ
ムの長所と短所を洗い
出し、若手研究者の育
成の鍵となる事項を明

委員名の公表

・評価結果等の公表

保しつつ、実効性のあ

俯瞰力と独創力を

い 。
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・平成 27 年 3 月の博士課程教育リーディングプログラム委員会（以下「委員会」

・委員会における評価要項

「達成すべき成果」につ

ると高く評価できる。

れることを期待した

ディングプログラム

とにより継続性を確

ングプログラム）

標以上の取組を行ってい
（博士課程教育リーディ

ラムの制度設計がなさ

中期計画の達成すべき目

① 博士課程教育リー

期間に応じて審査・評

価業務を実施するこ

のと高く評価できる。

かつ継続性のある組織

正に実施するとともに、国

員会や部会を開催の上、適

審査・評価などを多くの委

支援型人材育成プログ

今後の政策に活かせるも

らかにし、真に効果的

また、国の事業実施

・審査・評価終了後の

審査の実施

・利益相反に配慮した

学への支援事業に関する

さらに、多岐にわたる大
の事業全般に係る意見や

た評価手法を活用し

報の公表

とは評価できる。
・委員会等において、委員

・審査要項、審査基準
・振興会が有する優れ

査・評価業務を実施したこ

る継続性を加味した審

グローバル化支援におけ

等、審査に関する情

業」について審査業務を行

学による地方創生推進事

新たに「地（知）の拠点大

・平成 27 年度においては、 の教育研究機能の向上や

着実に実施している。

行い積極的な情報公開を

広報戦略について検討を

パンフレットの作成など、 たり、迅速に事務体制を整

掲載、事業内容を紹介する

の速やかなホームページ

ともに、審査・評価結果等

継続性を確保していると

・具体的には、平成 27 年

とする。

った。

■ 博士課程教育リーディングプログラム

情報公開に努めた。

評価結果の速やかなホームページ掲載など、広報戦略の検討を行って積極的な

ローアップに重点を置いて審査・評価方法の改善を行うこととしたほか、審議・

ーの関わりの強化や、アンケート内容を追加して分析の強化を図るなど、フォ

についての評価項目を設けた審査・評価をするとともに、プログラムオフィサ

・継続的・効果的なプログラムとなるように補助期間終了後の継続性や発展性

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。

・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

経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援プログラム
委員会

スーパーグローバル大学創成支援プログラム委員会

1回

まえて、専門家による公正

6回

大学の世界展開力強化事業プログラム委員会

言えることから評定を A

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業選定委員会

は、事業ごとにそれぞれ国
の定めた制度・方針等を踏

スで実績を上げていると

し、中期目標を上回るペー

3回

る。事業の実施に当たって

中期計画を上回って履行

大学間連携共同教育推進事業評価委員会

2回

査・評価業務に従事してい

等を合計 65 回開催し、審

4回

PO 会議

37 回

大学教育再生加速プログラム委員会

同

同 類型別審査・評価部会

＜評価の視点＞

員会の設置

 積極的な情報発信

性の確保

さ、透明性、信頼

 審査・評価の公正

い、審査・評価の公正

に、以下の取組を行

方針に従った審

を図りつつ、情報公開

実施機関として選定

 国の定めた制度・

適切かつ円滑な運営

該事業への応募及び

外部評価において

成すべき成果」に向け

整備し、透明性、信頼

価に関する知見が活


る 公 正 な 評 価 体 制 を ・中期計画における「達

の観点から支援する。 興会の有する審査・評

か。

を除く）に係る業務の

価業務を実施する。事

ては、下記の理由により、

業について、審査・評

事業ごとに委員会や部会

能の向上やグローバ

1回

項目（達成すべき成果

ついて、その審査・評

ル化に関わる助成事

行われる教育研究機
博士課程教育リーディングプログラム委員会

●委員会等開催実績

営により、中期計画の

など、国の助成事業に

能の向上やグローバ

のため、大学において

平成 27 年度における中

＜評定に至った理由＞

びに学識経験を有する者などからなる委員会等を組織し審査・評価業務を実施。 の国の助成事業について、 期計画の実施状況につい

A

・事業ごとに振興会において定めた委員会規程に基づき、大学の学長・教員並 ・大学改革や人材育成など

＜根拠＞

・着実かつ効率的な運

推進した。特に、以下の実績を上げた。

外部評価委員による
評価

＜その他の指標＞

ル化支援

ル化の支援

ル化の支援

＜主な定量的指標＞

自己点検評価

大学改革、人材育成

能の向上やグローバ

能の向上やグローバ

能の向上やグローバ

法人の業務実績・自己点検評価
業務実績

大学の教育研究機

(3) 大学の教育研究機

(4) 大学の教育研究機

(4) 大学の教育研究機

主な評価指標

次世代の人材育成

年度計画

中期計画

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価
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まとめ、振興会の意見
や考え方が反映される
仕組みがあれば、大学
などの現場の意見をよ
り良く反映することが ・とりまとめた中間評価結果案は平成 28 年 2 月の委員会において報告され、中
間評価結果を決定した。評価結果は、24 件のうち 3 件が 5 段階評価で「S」
（計

センターなどを通じて

可能となるのではない
か。そのためには、振
興会の企画力を一層高
める必要がある。
【外部評価委員指摘 26
年度評価】

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、評価業務を

必要である。
が認められる。

を下回る取組であり、本事業の目的を達成するために当初計画の縮小等の抜本

達成できるように適切な助言を行うこととした。
・中間評価結果は、大学院教育振興施策の今後の参考として中間評価結果報告

ついて審査・評価機関
として一定の議論をし
た上で、その議論を政
策に活かせるよう努力
することが重要であ
る。
【外部評価委員指摘
25 年度評価】

た 24 件のプログラム

の中間評価を行うと

ともに、平成 23 年度

から平成 25 年度に採

択された 62 件のプロ

グラムのフォローア

は、特に適切なフォローア
ップが必要と考える。

らプログラムの進捗状況
を管理するため、延べ 82

ップ体制の充実・強化に努
めたことは高く評価でき
る。

・平成 28 年 2 月の委員会において、平成 25 年度採択プログラムの中間評価に
係る評価要項やアンケート調査票等について決定した。

中間評価結果概要並びに
成果に関する情報提供を
行い、同省における今後の

地視察及び計 44 名の PO による現地訪問の実施により採択プログラムのフォロ
ーアップを実施した。フォローアップにおいては各採択プログラムの進捗状況
及び審査意見・評価意見として付した留意事項等への対応状況を確認するとと
105

会において、プログラムの

・平成 23 年度採択の 20 プログラムに対するフォローアップ担当委員による現

・平成 23 年～25 年度採択の全 62 プログラムについてフォローアップを行った。 ・文部科学省における審議

情報提供など、フォローア

思われる。

URL

ンケート調査結果の概要、各プログラムの概要及び各中間評価結果）

く広報することが肝要と
催などによるプログラム
オフィサーへの積極的な

て、その試みや成功例を広
ラムオフィサー会議の開

等を含め、積極的な関係情報の提供を行った。
http://www.jsps.go.jp/j-hakasekatei/chukan_hyoka_kekka.html

ッドプラクティスについ
施している。さらにプログ

間評価結果、優れた取組や課題の概要、アンケート調査結果の概要、委員名簿

（プログラムの概要、中間評価結果、優れた取組や課題の概要、委員名簿、ア

なか難しい問題なので、グ
よる現地訪問を着実に実

であると思われるが、なか

（冊子）を作成するとともに、ホームページを通じて、プログラムの概要、中

委員による現地視察及び

件のフォローアップ担当 ・グローバル化は大変重要

C を受けた事業について
に向けて専門的な観点か

プログラムオフィサーに

果（成果や課題点）についての改善・充実の方策として、本事業の目的が十分

がより一層の努力、改善が求められるプログラムであり、中間評価における結

・62.5％が目的を達成することが期待できるとの評価結果となる一方、37.5％

ある。）であった。

的な見直しを行い、見直し後の計画に応じて財政支援を縮小することが必要で ・プログラムの着実な実施

・大学への支援制度に

・中間評価などで B 又は

場合があれば、PO などに
よる適切なアドバイスが

ッフにかけているような
関係情報の提供について
価の透明性、信頼性の確保

平成 27 年度は、平

ップを行う。

な目標計画を提示して、採
ジを通じて中間評価結果

や、優れた取組や課題等、 択後に、無理な負担をスタ

争性を競うがあまり、無理

評価終了後はホームペー

層の努力が必要である。
）、1 件が「C」（取組に遅れが見られる等、総じて計画

計画を下回る取組であり、本事業の目的を達成するには、助言等を考慮し、一

成 24 年度に採択され

行う。

・一部の事業に於いては、

されていて高く評価する。

高く評価できる。さらに、 各申請組織が新規性や競

に活用できる取組として

事業へのフィードバック

点からの評価を可能とし、 目的に従って着実に遂行

していることは多様な視 ・様々な事業がそれぞれの

＜その他事項＞

課題及び改善方策＞

＜指摘事項、業務運営上の

できる。

目標を達成しており、評価

いては、いずれにおいても

積極的に実施しており、評

る。）、8 件が「B」（一部で計画と同等又はそれ以上の取組もみられるものの、

行の努力を継続することによって本事業の目的を達成することが期待でき

分に達成することが期待できる）、12 件が「A」（計画どおりの取組であり、現

画を超えた取組であり、現行の努力を継続することによって本事業の目的を十

らの結果や報告を評価に活用した。

の際に評価項目を踏まえて確認した取組状況を各部会へ報告した。部会はそれ

各採択プログラムに配置されているプログラムオフィサー（PO）が、現地訪問

約 3 割の担当者）に対してウェブサイトによりアンケート調査を実施したほか、 ートを実施し評価に活用

当者を対象としたアンケ

を、学術システム研究

結集し、産学官の参画
度現在在籍している学生）、およびプログラム担当者 362 名（無作為に抽出した

場の教員などの意見

第一級の教員・学生を
た、全学生やプログラム担

る決定など、迅速かつ適切

ル審議）実施し、全 24 採択プログラムに対して書面評価、現地調査、ヒアリン

・制度の対象となる現

成するため、国内外の
な評価を行っている。ま

価、その後の委員会におけ

・類型別審査・評価部会（以下「部会」という）を計 37 回（うち、1 回はメー

躍するリーダーを養

め、対象プログラムの全学生 975 名（平成 26 年度末までに入学し、平成 27 年

価部会において公正な評

グを実施し、中間評価結果案を取りまとめた。なお、書面評価の参考とするた

に基づき、類型別審査・評

24 件のプログラムについて中間評価を実施した。

年度評価】

【外部評価委員指摘 26

という）において決定された評価要項等に基づき、平成 24 年度に採択された

たりグローバルに活

る審査・評価を行う。 備え、広く産学官にわ

118
に当たっての参考情報を
提供したことは高く評価
できる。

各大学に通知することにより、同報告書に記載されている改善を要する点等へ
の対応を求めた。
・ホームページを通じて、各プログラムから提出された実施状況報告書及び現

名）による書面審査及び委
員会委員による面接審査、
その後の委員会における
選定候補の決定など迅速
かつ適切な審査を行った
ことは高く評価できる。
・文部科学省の政策評価に
おける活動指標（アウトプ
ット）として、本事業の選
定数が実績値として取り
上げられたこと、委員会に
おける意見が、公募時に予

において 12 件の選定を決定・発表）
。
・平成 27 年 5 月に 2 日間にわたって、ペーパーレフェリー（35 名）を対象と
した書面審査に係る説明会を開催した。
・審査終了後は、ホームページを通じて、選定結果、委員長所見、選定取組概
要、委員名簿、ペーパーレフェリー名簿について積極的な関係情報の提供を行
い、審査の透明性に配慮した。
URL
http://www.jsps.go.jp/j-ap/data/ap-sentei-kekka.pdf
（選定結果、委員長所見）
http://www.jsps.go.jp/j-ap/iinkai.html
（委員名簿、ペーパーレフェリー名簿）
・本プログラムを社会にわかりやすく周知すること及び大学教育に関する施策
の検討の参考とするため、各プログラムの取組内容や成果等を平易に説明した

スとして、教育再生実

行会議等で示された

新たな方向性（アクテ

ィブ・ラーニング、学

修成果の可視化、入試

改革・高大接続、長期

学外学修プログラム

等）に合致した先進的

な取組を実施する大

学等を支援すること

を目的とした国の助

成事業である「大学教

育再生加速プログラ

106

に基づき 38 件の申請に係
るペーパーレフェリー（35

催した委員会において選定候補を決定し文部科学省に報告した（その後、同省

育改革の成果をベー

グラム）

リーによる書面審査、委員会委員による面接審査を実施し、平成 27 年 7 月に開 ・委員会における審査要項

プログラム

これまでの大学教

（大学教育再生加速プロ

■ 大学教育再生加速プログラム
・平成 27 年 5 月に国公私立大学より 38 件の申請を受け付け、ペーパーレフェ

②大学教育再生加速

行った。

会議や委員会・部会においては、文部科学省も交えて事業全体について議論を

が実施した実施状況調査の集計・分析作業を行い同省へ提供した。さらに、PO

に係る意見や中間評価アンケート調査結果の概要を同省へ提供したほか、同省

・文部科学省における今後の施策の参考となるよう、各部会における事業全般

ットを作成した。

周知するため、プログラムの概要や Q&A などを平易に説明した英文パンフレ

・委員等からの要望も踏まえ、本プログラムを海外に向けて広くわかりやすく

後の同省の施策の参考情報とした。

にこれまでの成果をとりまとめて文部科学省における審議会で発表を行い、今

・平成 26 年度に実施した平成 23 年度採択プログラム中間評価結果の概要並び

行った。

ー会議（PO 会議）を開催し、文部科学省や委員会からの情報提供や意見交換を

・中間評価及びフォローアップに先立ち、平成 27 年 4 月にプログラムオフィサ

24 年度採択 24×1 回、平成 25 年度採択 18 回）

 フォローアップ実施件数：延べ 82 件（平成 23 年度採択 20×2 回、平成

http://www.jsps.go.jp/j-hakasekatei/followup.html（フォローアップ）

URL

地視察報告書について公開した。

大学院教育振興施策検討

もに、部会において現地視察報告書及び PO フォローアップ報告書を決定し、

119

アップ」の実施の検討につ
ながったことなど、委員会

た。
URL

を開催し、審査・評価

業務を行う。
の設計や立案の参考にな
っていることは高く評価
できる。

（パンフレット）
・平成 28 年 3 月に委員会を開催し、平成 28 年度の公募要領、審査要項等を決
定した。

たに公募するプログ

ラムの審査を行う。

進事業）

省における教育改革の状
況把握や、大学教育に関す
係情報の提供を行い、評価の透明性に配慮した。

員会を開催し、評価業

107

パンフレットは、文部科学
ージを通じて、評価要項、面接評価実施要領、委員名簿等を含め、積極的な関

進事業」について、委

間終了後の体制や連携校間の取組の偏りなどの課題を明らかにした上で、事業 ・取組の実施状況や今後の

ことを目的とした国

目標値等をとりまとめた

は高く評価できる。
れた取組を高く評価した一方、計画を下回るとされた取組に対しては、支援期

能別分化を推進する

・中間評価結果は、中間評価結果報告（冊子）を作成するとともに、ホームペ

の参考になっていること

要である）であった。大学間及びステークホルダーとの連携による成果が見ら

上、強みを活かした機

の改善となるよう適切な助言を行うこととした。

プログラムの設計や立案

り、本事業の目的を達成するためには当初計画の縮小等の抜本的な見直しが必

教育の質の保証と向

学間連携共同教育推

など、委員会による評価が

ある）、4 件が「Ｃ」（取組に遅れが見られる等、総じて計画を下回る取組であ

の助成事業である「大

の検討につながったこと

であり、本事業の目的を達成するには、助言等を考慮し、一層の努力が必要で

続することによって本事業の目的を達成することが期待できる）
、７件が「Ｂ」 公募時に予定のなかった、

構築を行う取組の中

援を行うことにより、

・委員会における意見が、

ることができる。）、31 件が「Ａ」（計画どおりの取組であり、現行の努力を継

育・質保証システムの

定し、重点的な財政支

とは高く評価できる。

取組であり、現行の努力を維持することによって本事業の目的を十分に達成す

請に応える共同の教

「フォローアップ」の実施

運営等を円滑に行ったこ

評価結果については、49 件のうち、7 件が 5 段階評価で「Ｓ」（計画を超えた

互に連携し、社会の要

（一部で計画と同等又はそれ以上の取組もみられるものの、計画を下回る取組

科学省との調整や委員会

評価結果を決定するとともに、本事業の今後の課題についての検討を行った。

に応じて大学間が相

から、優れた取組を選

評価の実施に当たり、文部

平成 27 年 6 月に開催した大学間連携共同教育推進事業評価委員会において中間

態を超え、地域や分野

ついて、平成 27 年 4 月に面接審査を行った上で、文部科学省と連携しながら、 ・本事業における初めての

・平成 27 年 6 月に平成 24 年度に選定された 49 件（参加大学等は 291 校）に

国公私立の設置形

（大学間連携共同教育推

■ 大学間連携共同教育推進事業

③ 大学間連携共同教

育推進事業

保が認められる。

正さ、透明性、信頼性の確

の積極的な提供に努め、公

て、当該選定結果関係情報

・ホームページ等を通じ

きる。

るものであり、高く評価で

る施策の検討の参考とな

況把握や、大学教育に関す

省における教育改革の状

パンフレットは、文部科学

目標値等を取りまとめた

・取組の実施状況や今後の

による審査がプログラム

http://www.jsps.go.jp/j-ap/data/h26AP-program.pdf

平成 27 年度は、新

定のなかった、「フォロー

パンフレットを作成し、広く配布するとともに、ホームページにおいて公開し

ム」について、委員会

120
簿をホームページで公開
することにより、積極的な
情報発信に努めており、公
正さ、透明性、信頼性の確
保が認められる。

（評価要項、面接審査実施要領）
http://www.jsps.go.jp/j-ppiuce/iinmeibo.html
（委員名簿）
・本プログラムを社会にわかりやすく周知すること及び大学教育に関する施策
の検討の参考とするため、各プログラムの取組内容や成果等を平易に説明した

行う。

員会での審査要項の決定、
56 件（参画する大学 293
校）の申請に係るペーパー
レフェリーによる書面審
査及び委員会委員による
面接審査、その後の委員会
における選定候補の決定
などに対応するため、迅速
に事務体制を整えるとと
もに、適切な審査を行った
ことは高く評価できる。

リー（28 名）による書面審査、委員会委員による面接審査を迅速に行い、平成
27 年 9 月に開催された委員会において、選定候補事業を決定し、文部科学省に
報告した。（その後同省において 42 件の選定を決定・発表）
・審査終了後はホームページを通じて、選定結果、選定取組概要及び委員氏名
等を含め積極的な関係情報の提供を行い、審査の透明性に配慮した。
ＵＲＬ
http://www.jsps.go.jp/j-coc/sentei_kekka.html
（選定結果）
http://www.jsps.go.jp/j-coc/sentei_torikumi.html
（選定取組概要）
http://www.jsps.go.jp/j-coc/iinkai.html
（委員氏名）

とって魅力ある就職

先の創出をするとと

もに、その地域が求め

る人材を養成するた

めに必要な教育カリ

キュラムの改革を断

行する大学の取組を

支援することを目的

とした国の助成事業

である「地（知）の拠

点大学による地方創

生推進事業（COC＋）」

大学の世界展開

力強化事業

⑤

査を行う。

に公募する事業の審

平成２７年度は、新た

を行う。

催し、審査・評価業務

について、委員会を開

108

事業）

業を実施するにあたり、委

公私立大学からの申請 56 件（参画する大学 293 校）についてペーパーレフェ

等と協働して、学生に

（大学の世界展開力強化

・平成 27 年度新規の本事

体や企業等と協働する大学の取組を支援するため、審査要項等を決定の上、国

地方公共団体や企業

・平成 27 年 3 月に大学の世界展開力強化事業プログラム委員会（以下「委員

る地方創生推進事業）

下、「委員会」）を開催し、地域が求める人材を養成できるように、地方公共団

進事業

■ 大学の世界展開力強化事業

（地（知）の拠点大学によ

■ 地（知）の拠点大学による地方創生推進事業

地（知）の拠点大
・平成 27 年 7 月に地（知）の拠点大学による地方創生推進事業選定委員会（以

④

学による地方創生推

（パンフレット）

http://www.jsps.go.jp/j-ppiuce/data/h27daigakukan-program.pdff

URL

た。

パンフレットを作成し、広く配布するとともに、ホームページにおいて公開し

きる。
・中間評価結果及び委員名

http://www.jsps.go.jp/j-ppiuce/hyoka_yousiki.html

た事業の中間評価を

るものであり、高く評価で

る施策の検討の参考とな

（中間評価結果）

http://www.jsps.go.jp/j-ppiuce/hyoka_kekka.html

URL

成 24 年度に採択され

平成 27 年度は、平

務を行う。
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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
委員名簿をホームページ
で公開することにより、積
極的な情報発信に努めて
おり、公正さ、透明性、信
頼性の確保が認められる。
・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
外の国内大学等に対して
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を
積極的に行っており高く
評価できる。

国の相互の強みに立脚した臨床実習等、質の保証を伴った付加価値の高い魅力
的な教育プログラムが開発・実施され、事業全体として、当初の計画どおり順
調に進んでいることを確認した。
・中間評価結果は、中間評価結果報告（冊子）を作成するとともに、ホームペ
ージを通じて、評価部会委員名簿を含め積極的な関係情報の提供を行い、評価
の透明性に配慮した。
URL
http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/chukan_hyoka_kekka.html
（中間評価結果）
http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/iinkai.html
（委員名簿）
・平成 23 年度採択の 25 件、平成 24 年度採択の 14 件及び平成 26 年度採択の
9 件の事業についてフォローアップを行った。具体的には、
「交流プログラムの
内容」、「質の保証を伴った魅力的な大学間交流の枠組み形成」
、「外国人学生の
受入及び日本人学生の派遣のための環境整備」
、「構想の実施に伴う大学の国際
化と情報の公開、成果の普及」の観点から、各事業の取組内容や達成目標の進
捗について調査を行い、とりまとめた結果を平成 27 年 9 月開催の委員会に報告

択された７件のプロ

グラムの中間評価を

行うとともに、平成２

３年度に採択された

２５件、平成２４年度

に採択された１４件

及び平成２６年度に

採択された９件のプ

ログラムのフォロー

アップを行う。

URL
109

会に向けた情報発信を行った。

として活用するとともに、事業成果の還元のため、ホームページで公開し、社

・フォローアップ結果は、我が国の大学のグローバル展開力強化のための参考

した。

三者による書面評価、面接

年 3 月に委員会を開催し、中間評価要項等を決定の上評価部会による客観的で ・国の定めた中間評価要項

会を開催し、審査・評

て、事業目的を達成することが可能と判断される）であり、日本と ASEAN 諸

められる。

・本事業として新たに平成 25 年度に採択された 7 件の事業について、平成 27

事業」について、委員

た、平成２５年度に採

透明性、信頼性の確保が認

（委員名簿）

学の世界展開力強化

る。評価に当たっては、第

信に努めており、公正さ、

http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/iinkai.html

の助成事業である「大

の達成が見込まれる）、6 件が「A」
（これまでの取り組みを継続することによっ

とにより、積極的な情報発

（採択結果、構想調書）

支援を目的とした国

ムの審査を行う。ま

ームページで公開するこ

http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/kekka.html

ークの形成の取組の

策定し、評価を実施してい

び審査部会委員名簿をホ

URL

教育連携やネットワ

果は、7 件のうち 1 件が 5 段階評価で「S」（優れた取組状況であり、事業目的

に、採択結果、構想調書及

審査の透明性に配慮した。

流等を推進する国際

に公募するプログラ

び面接審査を行うととも

じて、構想調書及び審査部会委員名簿を含め積極的な関係情報の提供を行い、

保証を伴った学生交

に従って、評価の進め方を

第三者による書面審査及

・採択結果は、審査結果報告（冊子）を作成するとともに、ホームページを通

国・地域との間で、質

平成 28 年 3 月に開催した委員会において、中間評価結果を決定した。評価結

いる。審査に当たっては、

11 件の事業を選定した。

て戦略的に重要な

公正な評価を書面評価、面接調査、また、必要に応じて現地調査により行い、

等を策定し、審査を行って

査、面接審査により行い、平成 27 年 9 月に開催した委員会において、10 大学

るため、我が国にとっ

平成２７年度は、新た

査要項に従って審査基準

32 大学 34 件の申請を受け付け、審査部会による客観的で公正な審査を書面審

ル展開力の強化を図

価業務を行う。

会」）を開催し、審査要項等を決定の上、平成 27 年 5 月に国公私立大学から、 ・国の定めた公募要領と審

大学教育のグローバ

122

特になし

４．その他参考情報

学等事業）

【スーパーグローバル大学創成支援】
・平成 26 年度採択の 37 大学についてフォローアップを行った。具体的には、 【スーパーグローバル大

世界トップレベルの

各大学の取組内容や進捗
状況の情報を積極的に発
信しており高く評価でき
る。

・フォローアップ結果は、我が国の高等教育の国際競争力の向上のための参考
として活用するとともに、事業成果の還元のため、ホームページで公開し、社
会に向けた情報発信を行った。
URL
https://www.jsps.go.jp/j-sgu/follow-up.html
（フォローアップ）
http://www.jsps.go.jp/j-sgu/iinkai.html
（委員名簿）

人事・教務システムの

改革など国際化を徹

底して進める大学や、

学生のグローバル対

応力育成のための体

制強化を進める大学

を支援し、我が国の高

等教育の国際競争力

の向上及びグローバ

ル人材の育成を目的

・平成 24 年度採択の 42 大学についてフォローアップを行った。具体的には、 するグローバル人材育成

ーバル大学等事業」に

員のグローバル教育力の向上」、
「日本人学生の留学を促進するための環境整備」 ームページに掲載し公開
の国内大学等に対しても、
各大学の取組内容や進捗
状況の情報を積極的に発
信しており高く評価でき
る。

の観点から、各大学の取組内容や達成目標の進捗について調査を行い、とりま
とめた結果を平成 27 年 9 月開催の委員会に報告した。
・フォローアップ結果は、学生のグローバル対応力を強化・推進するための参
考として活用するとともに、事業成果の還元のため、ホームページで公開し、
社会に向けた情報発信を行った。
URL
http://www.jsps.go.jp/j-gjinzai/follow-up.html
（フォローアップ）
http://www.jsps.go.jp/j-gjinzai/iinkai.html
（委員名簿）

し、評価業務を行う。

平成２７年度は、平

成２４年度に採択さ

れた「経済社会の発展

を牽引するグローバ

ル人材育成支援」の４

２件及び平成２６年

度に採択された「スー

パーグローバル大学

創成支援」の３７件の

プログラムのフォロ

ーアップを行う。

110

成」、「語学力を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取組」
、「教 ・フォローアップ結果をホ
することで、採択大学以外

「教育課程の国際通用性の向上」、「グローバル人材として求められる能力の育

ついて、委員会を開催

支援】

【経済社会の発展を牽引するグローバル人材育成支援】

である「スーパーグロ

【経済社会の発展を牽引

ついて調査を行い、とりまとめた結果を平成 28 年 3 月開催の委員会に報告した。 することで、採択大学以外
の国内大学等に対しても、

を踏まえた特徴ある取組」の観点から、各大学の取組内容や達成目標の進捗に

実現、加速するための

とした国の助成事業

自の成果指標と達成目標」、「国際的評価の向上につながる取組」
、「大学の特性 ・フォローアップ結果をホ
ームページに掲載し公開

「共通の成果指標と達成目標（国際化、ガバナンス改革、教育改革）
」、
「大学独

大学との交流・連携を

学創成支援】

（スーパーグローバル大

■ スーパーグローバル大学等事業

スーパーグロー

バル大学等事業

⑥

（フォローアップ）

http://www.jsps.go.jp/j-tenkairyoku/followup.html
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②

グローバル学術情報センター

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
（１）調査・研究の実施
① 学術システム研究センター

グローバル学術情
報センターのデー
タベースのレコー
ド数
グローバル学術情
報センターにおけ
る CGSI レポート
作成数
グローバル学術情
報センター分析・
調査レポート（検
討資料）作成数

指標等（実績値） 達成目標

約 576 万件

2報

2報

0件

0報

2報

―

―

H26

―

間最終年度値

前中期目標期

H25

2報

2報

約 616 万件

H27

H28

111

H29

関連する政策評価・行政事業レ
ビュー

従事人員数

決算額（千円）

36

802,174

H25

38

1,176,783

H26

38

1,180,627

H27

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

学術システム研究センター（調査報告等） http://www.jsps.go.jp/j-center/chousa_houkoku.html
グローバル学術情報センター http://www.jsps.go.jp/j-cgsi/index.html

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

参考 URL

当該事業実施に係る根 独立行政法人日本学術振興会法第 15 業務に関連する政策・施
拠（個別法条文など）
条、独立行政法人日本学術振興会業務方 策
法書第 9 条

Ⅰ―５－１

１．当事務及び事業に関する基本情報

H29

注）決算額は支出額を記載。

H28
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【学術システム研究センター】

（根拠）

学術の振興を図るため

属する研究機関（平成 27 年度は 50 研究機関（123 課題）） 振興会とセンター研究員が所

の委託契約を締結し、各研究
員の専門領域にとどまらな
据えた学術動向等に関する調
査研究を行っている。これら

・センター研究員を研究担当者として振興会と研究員が所
が委託契約を締結し、各分野等における学術動向等に関す
る調査研究を実施した。

発表の研究情報や個人情報が含まれる場合には公開につい
て個別に検討を行い、ホームページで公開した。
http://www.jsps.go.jp/j-center/chousa_houkoku.html

・（TOP10％補正論文に
占める科研費が関与しな
い論文の数が減少傾向に
あるというデータについ

て）現象が起こっている ・平成 25 年度の委託契約に基づく調査研究成果が『調査研
究実績報告書』として提出され、それらを取りまとめ、未

＜評価の視点＞

要因と対策について、振
興会としても何らかの検
討が必要であろう。
【外部評価委員指摘 26 年

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

を取りまとめ、今後の振

興会事業に反映させるこ

ととする。

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

分野に係る最新の学術の

動向を調査し、その成果

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

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

外国における

による諸

国における学術振興施策

諸事業に関する分析を行

高く評価できる。

http://www.jsps.go.jp/j-kaigai_center/overseas_news.html
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とは積極的な活動であるので

や研究者動向等の調査･研究に活用した。

を得る。

い、全般的な学術の振興を見

術動向等の調査研究」のため

属する研究機関との間で、
「学

・研究員を研究担当者として、

てシンポジウムを開催したこ

をセンター研究員にも情報提供し、国内外の学術研究動向

活かされたとの評価

海外研究連絡センター協力し

・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

 調査・研究が事業に

いて調査等を実施、さらには、

究連絡センターとの連携

的な知見に基づき、諸外

ターと連携し、学術動向につ

る職員等により、振興会

意見交換を行った。

外部評価において

ターにおいては、海外研

ターは、学問領域の専門



必要に応じ海外研究連絡セン

るため、研究経歴を有す

き、専門分野ならびに日本学術振興会の事業などについて

取組は適切か。

学術システム研究セン

員が海外の学術研究機関でセミナーを開催することがで

成すべき成果」に向けた

ター

ター

学術システム研究セン

・海外研究連絡センターのサポートにより、センター研究

・中期計画における「達

①学術システム研究セン

①学術システム研究セン

に立って効果的に展開す

の各種事業を長期的観点

(1) 調査・研究の実施

(1) 調査・研究の実施

得られているか。

く）に係る業務の実績が

・海外での調査に当たっては、

題及び改善方策＞

（達成すべき成果を除

る。

(1) 調査・研究の実施

＜指摘事項、業務運営上の課

により、中期計画の項目

との連携を一層推進す

の連携を一層推進する。

＜その他事項＞

を達成しており、評価できる。

ては、いずれにおいても目標
・着実かつ効率的な運営

ト（検討資料）作成数
＜その他の指標＞

「達成すべき成果」につい

れ、評定を B とする。

評価が行われていると認めら

ーションを強化し、社会

ンター分析・調査レポー

・グローバル学術情報セ

経済界等とのコミュニケ

の体制を構築する。

の体制を構築する。

己評価に記載の内容で適切な

ションを強化し、社会と

いた事業を展開するため

いた事業を展開するため

ていると言えることから、自

ポート作成数

済界等とのコミュニケー

れらのエビデンスに基づ

れらのエビデンスに基づ

に向かって順調に実績を上げ

ンターにおける CGSI レ

期計画通り履行し、中期目標
・グローバル学術情報セ

もに、大学等関係団体や

収集・蓄積・分析し、そ

収集・蓄積・分析し、そ

平成 27 年度における中期計
画の実施状況については、中

情報発信を強化するとと

人材育成に関わる情報を

人材育成に関わる情報を

B

＜評定に至った理由＞

評定

外部評価委員による評価

に、大学等関係団体や経

向に対応し、学術研究や

向に対応し、学術研究や

計画通りに着実に推進した。特に、以下の実績を上げた。

レコード数

ンターのデータベースの

B

自己点検評価

報発信を強化するととも

を制するという世界の動

を制するという世界の動

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、中期

評定

法人の業務実績・自己点検評価
業務実績

・グローバル学術情報セ

＜主な定量的指標＞

主な評価指標

また、広く国民に向け

もとで、情報が学術研究

もとで、情報が学術研究

年度計画

また、広く国民に向け情

世界的に学術研究の進

展が速まっている傾向の

世界的に学術研究の進

中期計画

展が速まっている傾向の

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価
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機能の強化を図る。

方について更なる検討を
期待したい。
【外部評価委員指摘 26 年
度評価】

境界領域や揺籃期にある

学術研究の動向調査に留

意し、科研費「特設分野

研究」の分野設定等に活

かす。

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

ーワードについての動向分析を実施。また、見直しの進め

期にある学術研究の動向
に留意したか。【JSPS 部
会（24 年度／第 2 期評価】

まとめ、事業に活かす。

また、最新の学術動向等

ンター）
・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

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。

直しを行うととともに、審査の手引、募集要項、審査方針
等の見直し、応募数の多い細目の分割審査における T ス

望まれる。
【外部評価委員
指摘 25 年度評価】

使途を明確にし、実施計画書を精査した上で、研究費を委
託することとしている。さらに運営委員会での議論を踏ま

的に行うことは重要であ
る。特に、振興会の主た

113

・学術研究動向調査等研究に係る経費については、経費の

ることから、検証を継続

果関係が複雑な内容もあ

査



成果が得られるまでにタ
イムラグがあったり、因

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



・事業によっては、研究

コアの妥当性の検証などを実施。

まえつつ、審査委員の選考や分野毎の書面審査セットの見

特別研究員事業における審査システム業務：学術動向を踏

追加するなど計画調書を改訂。

した上で、国際情報発信の現状や必要情報項目の記載欄を

しを実施。国際情報発信強化では審査に必要な情報を検証

つつ、審査委員の選考や公募要領、審査の手引き等の見直

科研費における審査システム業務改善：学術動向を踏まえ

ため、早急な整備が強く



度のキーワード見直しや細目表の改正作業にあたっても

（グローバル学術情報セ

我が国が今後国際的に先

ては、外部有識者で構成され

前年度の報告書の確認につい

施計画や予算の審議、及び、

・学術研究動向調査研究の実

価できる。

り、評価できる。

外部からの意見を受け付けることとし、受付窓口を設置。 る運営委員会でも行ってお

方についても検討し、時限付き分科細目だけでなく、毎年

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

の見直し：学術動向を踏まえつつ公募の応募動向をキーワ

の調査・研究を通じて、



ともに、複数細目にまたがっているものや細目表以外のキ

の融合、境界領域や揺籃

るとともに、結果をとり

科研費における「系・分野・分科・細目・キーワード表」 討に活用されていることは評

事業である特設分野研究の検

告のみにとどまらず、新たな

また、新たに平成 29 年度公募向けた応募分野おいても領
域を超えた分野設定を検討している。

・
『調査研究実績報告書』が報

科学研究費補助金審査部会で決定）した。

頼し、毎年度報告を受け





しており高く評価できる。

に 3 分野（グローバル・スタディーズ、人工物システム

限りがあり、特に異分野

おいて公表する。

ステム研究センターの研

の実現に向けて積極的に活動

ステム生物学」）に加え、平成 28 年度公募において新た
の強化、複雑系疾病論）を設定（平成 27 年 4 月同分科会

究者の視点に立った制度運営

「食料循環研究」「紛争研究」「遷移状態制御」「構成的シ

いての学術動向研究を依

たり、研究員がカバーで

まとめホームページ等に

的に行う。特に、学術シ

おり評価できる。

での業務の改善等に活用して

準・評価方法などの様々な面

とする審査システム、評定基

分野（「ネオ･ジェロントロジー」「連携探索型数理科学」 ・学術動向を踏まえつつ、研

については、平成 26 年度、平成 27 年度に設定された 6

基盤研究（B.C）における特設分野研究の応募分野の設定

きる学術分野には自ずと

・調査・研究の実施に当

ついては、報告書に取り

情報の収集、分析を継続



案・助言等に活用した。

な振興会の審査･評価業務の向上や、事業全般に対する提

も含む学問全般に係る学術の動向調査であり、下記のよう

究員全員に専門分野につ

ター）

また、これらの成果に

より、調査を適宜実施し、
（学術システム研究セン

い。
「事業の成果」の示し

特に、異分野の融合、

学術研究の動向につい

は必ずしも明確ではな

て事業の成果を示すか」

が行う審査・評価業務等

集、分析を継続的に行う。 の向上に役立てる。

を適宜実施し、情報の収

業の分科細目表の見直しのほ

らにはこれまでの学術分野の動向（その分野が抱える課題） か、審査員選考方法をはじめ

備等に反映させ、振興会 ・
「どのような指標をもっ

集情報などにより、調査

の成果は、科学研究費助成事

または横断的学問分野等の派生した分野等の最新動向、さ

・学術動向等に関する調査研究は、揺籃期にある学術分野

選考や評価システムの整

連絡センターにおける収

度評価】

をより適切な審査委員の

献、現地調査、海外研究
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業へ提案し、事業改善に

活用する。

ともに、振興会の諸事業

へ提案し、事業改善に活

用する。

とともに、振興会の諸事

究センターに提供すると

理）を行う。また、収集・

を行う。

研究センターに提供する

元管理（収集・蓄積・管

関する情報の収集・蓄積

その結果を学術システム

事業等の各種データの一

機関の事業の実施状況に

の結果を学術システム研

養成事業、学術国際交流

蓄積、国内外の学術振興

積した情報を分析し、そ

研究費助成事業、研究者

業に関する情報の収集・

蓄積した情報を分析し、

ンターにおいては、科学

ンターは、振興会の諸事

また、これら収集・蓄

グローバル学術情報セ

センター

センター

グローバル学術情報セ

② グローバル学術情報

② グローバル学術情報

への理解を示すと共に、研究員の研究活動維持及び研究員
業務と本務業務との両立等への支援を促した。

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

価委員指摘 25 年度評価】

を検討されたい。
【外部評

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）

データ分析の経験のある分析調査員 2 名の体制で業務を実
施した（分析研究員はいずれも大学等の学術研究機関にお
いて教授職を前職とするか、現職の准教授職にある者で、
うち 2 名は非常勤）。

が着実に整備された。

その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が整えら

説明会を開催するなどにより、振興会内の各部署でのこれ
らの利用を促進させた。

テム研究センターにおける科
研費等の業務の改善に向けた
検討に大きく役立つと考えら
れることから、十分に評価で
きる。

高めている。その連携の一環として、主任研究員会議にお
いて平成 27 年度に行った以下の調査・分析活動について報
告した。これらの内容については、科研費の審査業務等の
改善への貢献が期待されるものとして、両センターの間で
検討を続けることが確認された。
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科研費申請内容の潜在意味解析と可視化

・CGSI レポートの継続的な刊

分析活動の成果は、学術シス
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

主成分分析による科研費審査結果データの分析

・平成 27 年度に行った調査・
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

・収集、蓄積した情報を分析し、その結果を振興会事業の

収集・蓄積した情報を分析し、

が実施した事業の支援の成果の分析を試行するとともに、

れている。

の間で緊密に連携するなど、

タベース Scopus 及び分析ツール SciVal を利用し、振興会

及び振興会の各事業の担当と
・前年度に利用を開始した Elsevier 社が提供する文献デー

務の環境を向上させた。

・学術システム研究センター

分析を行うために必要な基盤

万件から計約 616 万件に拡充させるとともに、テキスト化
されていないデータをテキスト化するなどにより、分析業

り、データベースが拡充され、

データを追加格納することにより、レコード数を計約 576

・収集・蓄積したデータによ

を構築している。

スに、科研費の応募、審査、採択課題、報告書に関する諸

にかかる業務の一環として、前年度に構築したデータベー

・振興会諸事業のデータの一元管理（収集・蓄積・管理）

ために十分な研究経験のある

する者を所長とし、データ解析に優れた分析研究員 3 名と

を行うために必要なシステム

・センターの業務を遂行する

・前年度に引き続き、大学教授として長年の研究経験を有

【グローバル学術情報センター】

変更することで、所属機関に対して研究員を輩出する負担

域においては、具体的な

ているのかを示す取組み

え、研究費を委託することとしている。平成 25 年度契約分
からは、総額を抑制しながら、間接経費を 10％から 30％に

る使命である基盤研究領
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ても有効に利用されるように
なるものとして評価できる。

諸外国の学術研究動向等の調査分析
文献データベースを利用した学振の事業による支援の効

事業実施の参考として十分に
活用されている。

究助成基金の検証に必要な分析を行い、その結果を研究事
業部に提供した。この分析は、研究代表者から提出された

平成 27 年度の調査・分析活動報
告

平成 28 年 3
月 28 日

第 4
号
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「米欧の主要国における学術・科学技術に関する主要文書
（平成 27 年度版）
」要旨集及びライブラリ

「海外のファンディングエージェンシーの審査システム
（EU（ERC）
、英国（MRC）、中国（NSFC）、韓国（NRF）、
オーストラリア（ARC））
」報告書

分析・調査レポート（検討資料）の名称

局に提供した。

ト（検討資料）として学術システム研究センター及び各部

CGSI レポートとして刊行した他、以下の分析・調査レポー

各国の最新の動向について情報収集を行った。その成果は、

ジア大洋州諸国（中国、韓国、オーストラリア）を加え、

関する情報を収集した。対象国に、前年度の欧米諸国にア

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

・振興会の業務の改善に役立てることを目的として、諸外

審査システム

エージェンシーの事業の概要と

月 28 日

号

名称
中国及び韓国のファンディング

発行日
平成 28 年 3

号
第 3

Global Science Information」の略称）を 2 報刊行した。

はグローバル学術情報センターの英文名称「Center for

機関へ提供することを目的として、
CGSI レポート（「CGSI」

・センターで収集した情報や分析の結果を大学等学術研究

ンスのひとつとされた。

科研費事業の基金化によりもたらされたメリットのエビデ

れたもので、その結果は研究事業部のとりまとめにおいて、

分）に記載された雑誌論文数、図書数等を対象として行わ

研究実績報告書（補助金分）や研究実施状況報告書（基金

資料）の作成は、振興会の諸

・データベースを利用し、平成 23 年度に導入された学術研

・分析・調査レポート（検討

く大学等学術研究機関におい

項目反応理論(IRT)に基づく評点の標準化に関する検討

果の分析

行は、センターの成果が、広

審査員の選定および査読割り当ての自動化に関する調査
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特になし

４．その他参考情報
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行うとともに、振興会内で情報を共有した。

研費以外の事業についても基礎的なデータの収集・蓄積を

・振興会事業全体にかかる「基礎データ集」を作成し、科

行った。

うとともに、担当の部局との間で具体的な書式等の検討を

績報告書の記載項目の改訂等について、継続的に提案を行

果物の情報の収集と改善のため、研究者から提出される実

・振興会の諸事業への提案の一環として、科研費による成
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② 成果の社会還元・普及・活用
（３）学術の社会的連携・協力の推進

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
（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

絡会議開催数

学協力総合研究連

携・協力の推進：産

(学術の社会的連

事業：参画学協会数

卓越研究成果公開

数

きサイエンス開催

ひらめき☆ときめ

録者数

メールマガジン登

指標等（実績値） 達成目標

2回

8 学協会

2回

8 学協会

2回

11 学協会

2回

21 学協会

243 プログラム

297 プログラム

19,916 件

（136 機関） （145 機関） （153 機関）

267 プログラム

18,255 件

H27

205 プログラム

16,593 件

H26

（120 機関）

間最終年度値

前中期目標期

H25

H28
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H29

ひらめき☆ときめきサイエンス事業 http://www.jsps.go.jp/hirameki/index.html
卓越研究成果公開事業 http://www.jsps.go.jp/j-takuetsu/index.html
学術の社会的連携･協力の推進事業 http://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index.html

レビュー

関連する政策評価・行政事業

従事人員数

決算額（千円）

36

802,174

H25

38

1,176,783

H26

38

1,180,627

H27

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

振興会ホームページ 和：http://www.jsps.go.jp/index.html、英：http://www.jsps.go.jp/english/index.html
メールマガジン（バックナンバー） http://www.jsps.go.jp/j-mailmagazine/backnumber/15_back.html

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

参照 URL

当該事業実施に係る根 独立行政法人日本学術振興会法第 15 業務に関連する政策・施
拠（個別法条文など）
条、独立行政法人日本学術振興会業務方 策
法書第 10 条

Ⅰ―５－２

１．当事務及び事業に関する基本情報

H29

注）決算額は支出額を記載。

H28
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タル等様々な媒体により従来情報発信してきてい
るが、受け手のニーズを踏まえ、かつより分かりや
すく伝えるための工夫
学術（研究）の重要性に関する振興会としての明確

＜その他の指標＞
・着実かつ効率的な運営に
より、中期計画の項目（達
成すべき成果を除く）に係
る業務の実績が得られて

化及び成果の普及・活用

① 広報と情報発信の強化

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。 いるか。

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。

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

中期計画の項目（達成すべき成果を含む）について、中



積極的な提供

確保に努める。
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外の関係者に着実に周知でき

分かりやすく作成・編集し国内

の諸機関に配布するほか、 【外部評価委員指摘 26 年

国人研究者や大学等研究機関、海外の学術振興機関、在日

事業ごとにパンフレット等を
uarterly）を年 4 回（各回 14,400 部）発行し、国内外の外

努力が必要になろう。

者に広く周知した。また、英文ニューズレター（JSPS Q

たブローシャーを作成し、 振興会自身が示していく

学術機関、行政機関、海外

業、HOPE ミーティング等の

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

う観点から、事業の成果を

究費助成事業、各種国際交流事

各種国際交流事業、HOPE ミーティング等の事業ごとに

振興会の事業の評価とい

振興会の事業内容につ

に見受けられる。しかし、 ・ブローシャー（法人概要）のほか、科学研究費助成事業、 ・ブローシャーのほか、科学研

いて分かりやすく編集し

り重視されていないよう

積極的に進めている。

いて、ホームページへの掲載を

や学術研究に関わる情報につ

行

■ ブローシャー等の発行

極的に行い、広く国民等へ情報発信を行った。

・振興会の事業の成果に対
する広報に関してはあま

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

＜評価の視点＞

・既存の事業については、公募が終了した後の採択に関す

(ii) ブローシャー等の発

提供に努める。

る的確かつ見やすい情報

信を行った。

を得る。

得られるよう、事業の実施状況

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

（内容）であるとの評価

や研究者のニーズに応え

■ ホームページの活用

で迅速に提供し、一般国民

実

興会の業務内容に関する

について質の高い成果 ・公募情報を中心に、最新の情報を速やかにホームページ ・研究者や国民から広く理解が

データベース）」の充

公募情報を中心として、振

動の宣伝のための講演を行った。

は評価できる。

との関係を示した新たな試み

学術研究等の重要性や振興会

よう、アニメーションを用いて

・広く一般国民に分かりやすい

り評価できる。

しての視覚表現を整備してお

の検討を行うとともに、法人と

整理した上で新たな実施方法

・振興会の広報について課題を

B

最新情報をホームページ

タル博物館（卓越研究

(i) ホームページの活用

ルマガジン「学振便り（JSPS Monthly）」などの広報活

事業実務担当者向け説明会（全国 8 か所）において、メー

究者を始め社会への

見やすさ・分かりやすさの
 「発見と発明のデジ

活動の普及に努めた。また、平成 27 年度科学研究費助成

 調査研究の成果の研

者側からの視点を重視し、

80 人の研究者の軌跡」を作成することで、振興会の

国公私立大学等に配付したりすること、新たに「私と科研

は適切か。

ムページで迅速に提供す

をはじめ社会に積極的に
費

広報映像を流したり、ブローシャー（法人概要）を全国の

すべき成果」に向けた取組
外部評価において

・平成 27 年度は、振興会が入居している麹町ビジネスセ
ンターの 1 階ロビーや、各説明会の開始前や休憩時などに

・中期計画における「達成

また、振興会の業務内容

広く国民に訴求するための方策

学術研究に対する国費投入の必要性についてより

なメッセージの発信

各事業の概要や助成した研究の成果は冊子やデジ

に関する最新情報をホー







し、効果的な広報媒体について検討を行った。

・現在の振興会の広報に関して以下のような課題を整理

【広報と情報発信の強化】

載や出版等により、研究者

提供し、広く普及させる。 る。掲載に当たっては閲覧

評定

自己点検評価

期計画通りに着実に推進した。特に、以下の実績を上げた。 ＜根拠＞

もに、ホームページへの掲

エンス開催数

国民及び研究者等に向 ・ひらめき☆ときめきサイ

＜主な定量的指標＞
・メールマガジン登録者数

(2) 広 報 と 情 報 発 信 の 強

(2) 広 報 と 情 報 発 信 の 強

化及び成果の普及・活用

法人の業務実績・自己点検評価
業務実績

(2) 広 報と情報 発信の強

主な評価指標

年度計画

中期計画

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価

B

＜その他事項＞

及び改善方策＞

＜指摘事項、業務運営上の課題

成しており、評価できる。

は、いずれにおいても目標を達

「達成すべき成果」について

を B とする。

行われていると認められ、評定

に記載の内容で適切な評価が

ると言えることから、自己評価

かって順調に実績を上げてい

計画通り履行し、中期目標に向

画の実施状況については、中期

平成 27 年度における中期計

＜評定に至った理由＞

評定

外部評価委員による評価
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H27 年 12
月
H28 年 3 月
H27 年 9 月

科研費 NEWS Vol.3
科研費 NEWS Vol.4
私と科研費
の軌跡

H27 年 6 月

ひらめき☆ときめきサイエン
ス事業リーフレット（A4 版）

14,400 部

H27 年 9 月
H27 年 12
月
H28 年 3 月
H27 年 12
月

JSPS Quarterly No. 53
JSPS Quarterly No. 54
JSPS Quarterly No. 55
Life in Japan for Foreign R
esearchers 2016-2017 来日
外国人研究者のための生活ガ
イドブック

119

14,400 部

H27 年 6 月

JSPS Quarterly No. 52

5,000 部

14,400 部

14,400 部

2,450 部

H27 年 7 月

世界トップレベル研究拠点プ
ログラム成果集

が期待される。【外部評価
委員指摘 25 年度評価】

1,500 部
600 部

18,900 部

43,000 部

450 部

900 部

16,900 部

17,000 部

世界トップレベル研究拠点プ
ログラムパンフレット

H27 年 7 月
H27 年 12
月

H27 年 6 月

科研費論文のｵｰﾌﾟﾝｱｸｾｽにかか
るﾘｰﾌﾚｯﾄ

学術研究フォーラム 第 7 回
学術シンポジウム 科学研究
のよりよき発展と倫理の確立
を目指して 報告書

H28 年 3 月

17,300 部

H27 年 9 月

科研費 NEWS Vol.2

８０人の研究者

16,600 部

H27 年 6 月

科研費 NEWS Vol.1

1,000 部

H28 年 3 月

科研費パンフレット 2015（英
文）

2,000 部

7,000 部

H27 年 8 月

H27 年 11 月

JSPS 2015-16（英語版ブロー
シャー）

4,000 部

科研費パンフレット 2015（和
文）

H27 年 10
月

JSPS 2015-16（日本語版ブロ
ーシャー）

発行部数

ように、積極的な広報活動

広く国民から指示される

いえない。振興会の活動が

についてはまだ十分とは

るが、社会での「見える化」

されるためにも重要であ

めにも、また、社会に理解

有効性や重要性を示すた

元については、学術研究の

・研究成果の公表や社会還

委員指摘 25 年度評価】

る必要がある。【外部評価

効な広報の方法を工夫す

やすいようにするなど、有

を国民目線で見て分かり

れる。例えばホームページ

の余地があるように思わ

う点に関しては、まだ改善

行われているか否かとい

して、広報活動が効果的に

発行時期

標題または内容

のと考えられる。

の情報発信に大きく資するも

とは、国内外の研究者、国民へ

関、在日大使館等に配布したこ

●パンフレット等作成実績

在日大使館等に配布する。 活動が行われていること
に間違いは無いが、結果と

研究機関、海外の学術振興機

http://www.jsps.go.jp/english/publications/index.html

富なホームページ等にお

日経験のある外国人研究

者、海外の学術振興機関、 いて、熱心かつ丁寧な広報

内外の外国人研究者や大学等

http://www.jsps.go.jp/publications/index.html

や極めて充実し内容の豊

し、振興会の事業により来
英語版：

（各回 14,400 部）発行し、国

日本語版：

・英文ニューズレターを年 4 回

ージで電子媒体でも公開した。

ーズレターを年４回発行 ・多種多様な出版物の発行

ている。

布する。また、英語版ニュ

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

度評価】

リーフレット等を発行・配

必要に応じて事業ごとに
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500 部
200 部

H27 年 7 月
H27 年 12
月
H27 年 12
月
H28 年 2 月
H28 年 2 月
H27 年 8 月
H28 年 1 月
H27 年 8 月
H28 年 2 月
H28 年 2 月
H28 年 2 月
H28 年 3 月
H27 年 7 月
H27 年 7 月
H27 年 11 月
H28 年 2 月

第 8 回 HOPE ミーティング広
報チラシ
ノーベル・プライズ・ダイアロ
グ東京 2015 報告書（和文）
ノーベル・プライズ・ダイアロ
グ東京 2015 報告書（英文）
Fellowships for Research in
Japan 2016（和文）
Fellowships for Research in
Japan 2016（英文）
JSPS Summer Program 201
6（ちらし A4 版）
JSPS Science Dialogue Prog
ram '16-'17
平成 27 年度特別研究員-RPD
研究交流会パンフレット
第 12 回日本学術振興会賞パン
フレット
第 6 回日本学術振興会 育志賞
リーフレット
平成 26 年度大学教育再生加速
プログラム（AP）パンフレッ
ト
大学間連携共同教育推進事業
パンフレット
産学協力（和文）パンフレット
2015-16
産学協力（英文）パンフレット
（University-Industry Resea
rch Cooperation） 2015-16
第 31 回国際生物学賞授賞式パ
ンフレット
第 31 回国際生物学賞授賞式記
録
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1,600 部

H27 年 5 月

JSPS Core-to-Core Program
（英文チラシ）

700 部

250 部

500 部

2,000 部

500 部

1,650 部

500 部

400 部

150 部

5,500 部

8,000 部

26,000 部

10,000 部

200 部

－※1

H27 年 6 月

JSPS Bilateral Joint Resear
ch Projects/Seminars
Open Partnership Joint Pro
jects/Seminars（チラシ）

－※1

H27 年 6 月

9,500 部

International Collaborations
H27 年 9 月
2015-16（英文リーフレット）
二国間交流事業 共同研究・セ
ミナー オープンパートナー
シップ共同研究・セミナー（チ
ラシ）

5,000 部

H27 年 9 月

学術の国際交流 2015-16（和文
リーフレット）
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2,000 部

H27 年 10
月
H27 年 9 月

国際学術交流研修 リーフレッ
ト
学術システム研究センター201
5 リーフレット

H27 年 7 月
H28 年 1 月
H27 年 8 月
H28 年 1 月
H28 年 2 月
H28 年 2 月
H28 年 2 月
H28 年 2 月
H28 年 2 月

H28 年 3 月

第 8 回 HOPE ミーティング
ポスター
平成 28 年度先端科学シンポ
ジウム参加者募集ポスター
JSPS Summer Program 2
016 ポスター（A1 版）
Fellowship for Research i
n Japan 2016 ポスター
平成 29 年度分特別研究員募
集ポスター
平成 29 年度分特別研究員－
RPD 募集ポスター
平成 29 年度分海外特別研究
員募集ポスター
平成 28・29 年度分海外特別
研究員-RRA 募集ポスター
第 13 回日本学術振興会賞受
賞候補者の推薦募集ポスタ
ー
第 7 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

3,800 部

8,400 部

－※2

－※2

－※2

－※2

7,000 部

70 部

2,850 部

6,300 部

700 部

作成部数

500 部
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※2 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（JS
PS Summer Program ポスター、Fellowship for Research

H27 年 6 月

ひらめき☆ときめきサイエ
ンス事業ポスター

標題または内容

●ポスター作成実績
作成時期

500 部

科学上のブレークスルーに関
するグローバルシンポジウム
（Global Symposium on Sci H27 年 8 月
entific Breakthroughs）議論
の概要 パンフレット（和文）

※1 電子媒体にて作成・配布

1,000 部

H28 年 3 月

国際生物学賞パンフレット（英
文）

1,000 部

H28 年 3 月

国際生物学賞パンフレット（和
文）

1,500 部

H28 年 1 月

第 32 回国際生物学賞推薦募集
リーフレット
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等
について、公募やイベントの情
報を一元的かつ迅速に発信し
たことは、評価できる。

ミーティング事業や先端科学（FoS）シンポジウム事業で
は、公募やイベントの情報を一元的かつ迅速に発信するた
め、フェイスブック等を活用している。

用する。
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5209682898?v=wall

改善をしていきたい。

供できるよう、さらなる検討と

＜課題と対応＞
・情報が分かりやすく迅速に提

https://www.facebook.com/pages/HOPE-Meetings/13705

https://www.facebook.com/jspskenkyo2

や先端科学シンポジウム事業
よる広報映像を作成し YouTube で公開するほか、HOPE

ワーキング･サービスを活

公募や行事の情報を迅

応じてソーシャル・ネット

1

2

2

2

1

4

2

1

し、HOPE ミーティング事業

1

2

1

2

3

4

3

2

5

2

1

3

お知
らせ

いターゲット層にアピールするためにアニメーションに

7

7

6

9

9

7

8

8

1

1

1

1

行事
予定

速に発信するため、必要に

2

2

2

2

2

2

2

2

6

10

7

5

海外
動向

・ソーシャルメディアを活用

6

4

4

4

3

5

8

9

2

2

2

2

科研費関
連ニュー
ス

が着実に伸びている。

■ ソーシャルメディアの活用

1

2

11 月

4

2

10 月

3月

2

9月

2月

2

8月

8

7

11

13

公募
案内

9月
18,764
件
3月
19,916
件

・個別事業の紹介のみならず、振興会全体を視覚的に幅広

の活用

(iv) ソーシャルメディア

2

7月

3

3

6月

4

2

5月

1月

5

4月

12 月

ﾄﾋﾟ
ｯｸｽ

月

●月別記事数

8月
18,705
件
2月
19,769
件

の強化を行っており、登録者数
7月
18,556
件
1月
19,750
件

業内容の周知に努め、情報発信

●月別登録件数実績
6月
18,682
件
12 月
19,745
件

介、科研費関連ニュース等、事

努め、情報発信の強化を図った。
5月
18,545
件
11 月
18,865
件

し、公募情報や行事予定の紹

の紹介に加え、科研費関連ニュース等、事業内容の周知に

の情報提供を行う。

4月
18,480
件
10 月
18,692
件

・毎月メールマガジンを配信

便り（JSPS Monthly）」を配信し、公募情報や行事予定

り、公募案内や行事予定等

■ メールマガジンの発信
・毎月およそ 19,000 名の登録者にメールマガジン「学振

インターネットを活用

in Japan ポスターは、引き続き各関係機関へ配送）
。

したメールマガジンによ

信

(iii) メールマガジンの発
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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
生活との関わり等に対する理

り、応募件数の増加を着実に維

（平成 27 年
とで、応募件数の大幅な増加を維持している。
度：331 件（157 機関）、平成 26 年度：295 件（145 機関）、 解を深める機会を積極的に提
供するための取組を行ってお

応募件数の制限（一機関当たり 10 件）を撤廃しているこ

平成 25 年度：298 件（152 機関）、平成 24 年度：252 件
（131 機関）
）
・平成 25 年度より、科研費による研究成果を積極的に社
会･国民に発信することを奨励するため、当事業において
継続的にプログラムを実施し、子ども達の科学する心を育
み知的好奇心の向上に大きく貢献した研究者を讃える「ひ
らめき☆ときめきサイエンス推進賞」を創設した。平成 2

童・生徒を主な対象とし

て、研究者が科研費による

研究について、その中に含

まれる科学の興味深さや

面白さを分かりやすく発

信することを通じて、学術

が持つ意義や学術と日常

生活との関わりに対する

理解を深める機会を社会

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。 に提供する「ひらめき☆と

きめきサイエンス～よう

よる研究成果を分かりや

https://www.jsps.go.jp/j-center/chousa_houkoku.html

事業の企画・立案等に活用

する。

する各事業において支援

対象者から提出された実

て、事業委員会及び企画小委員
会を開催し、新規参画学会の拡
充及びトップページの改修等、

拡充及びデータベース公開ページの改修等、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

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

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

123

・卓越研究成果公開事業におい
■ 卓越研究成果公開事業
・事業委員会及び企画小委員会を開催し、新規参画学会の

(iii) 学術の進展により生

(iii) 学術研究の進展によ

普及を図る。

会還元を目指すとともに

に積極的に提供し、広く社

より、研究者をはじめ社会

ージへの掲載や出版等に

評価できる。

した。

おいて公表するとともに、

業をはじめ振興会が実施

するなど改善を図ったことは

には公開について個別に検討を行い、ホームページで公開

まとめホームページ等に

の収集情報、及び科研費事

用するとともに、ホームペ

に役立てており評価できる。

取りまとめ、未発表の研究情報や個人情報が含まれる場合

については、報告書に取り

果、海外研究連絡センター

分より、各報告書の概要を公開

評価方法などの業務の改善等

員から『調査研究実績報告書』として提出され、それらを

ンターの調査・研究の成果

ンター等の調査・研究の成

で、事業の企画立案等に活

に、審査システム、評定基準・

・平成 26 年度の委託契約に基づく調査研究成果が各研究

(ii) 学術システム研究セ

(ii) 学術システム研究セ

・平成 22 年度の委託研究契約

『調査研究実績報告書』をもと

■ 学術システム研究センターの調査・研究

大学等で幅広く実施する。

的所有権等に配慮した上

おける調査研究成果について、

上 25 名が受賞した。

KAKENHI」を全国各地の

績報告書等については、知

・学術システム研究センターに

7 年度は平成 26 年度までに実施代表者としてプログラム
を 5 回以上実施した研究者の中から委員会による選定の

こそ大学の研究室へ～

持していることは評価できる。

が科学研究費助成事業の研究

ラムを実施した。平成 25 年度実施分より、一機関からの

イエンス事業

童・生徒を主な対象とし

我が国の将来を担う児

ラムが実施されており、研究者

・「ひらめき☆ときめきサイエンス～ようこそ大学の研究

(i) ひらめき☆ときめきサ

(i) 我が国の将来を担う児

て、研究者が科研費事業に

・全国 153 機関で 297 プログ

■ ひらめき☆ときめきサイエンス事業

及・活用

及・活用
室へ～KAKENHI」を全国各地の 153 機関で 297 プログ

＜根拠＞

【成果の社会還元・普及・活用】

② 成果の社会還元・普

② 成果の社会還元・普
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ち、学協会との調整、データベ
ース公開ページの改修、参画学
会の拡充とともに新規分野の

する分野を新たに開拓するとともに、本事業に参画してい
る学協会において新たに 263 件の卓越した研究成果をデ
ータベースに入力を行った。

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
を行うなど着実に事業を実施

る。

度より 4 委員会増となり全 68
委員会が精力的に活動してい

（設置継続審査に関する審議）

いるか。

き、自由な研究発表、情報

交換を行う場を提供し、産

促進を図るための場、また

学界と産業界の連携によ

インターフェイス機能の

充実を図るため、情報交換

の活性化の推進

絡会議の審議結果につい

ての情報発信に努める。

力の立場から、学界と産業

界との連携によって発展

及び成果にかかる情
報発信
について質の高い成果
（内容）であるとの評価
を得る。

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。

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

ムの開催と研究活動

 セミナー・シンポジウ

産学協力研究委員会等

議

まえた事業展開

方法・体制等について検討

ズや分野及びその推進の

が期待される研究のシー ・産学協力総合研究連絡会

の活発な活動と一層

及び産学協力総合研究連

は、学術の社会的連携・協
 産業界のニーズを踏

 産学協力研究委員会

活動についての情報発信、

員会等の設置に当たって

外部評価において

産学協力研究委員会等の

意に基づいて設置する。委



議等を開催するとともに、 は適切か。

究委員会等を、研究者の発

124

活用が、委員会の立ち上げに繋
がっており、加えて、学界と産

「研究開発専門委員会」に新たに下記の 6 委員会を

材料中の水素機能解析技術第 190 委員会
材料中の水素機能の本質的解明を目指した計測・計算
両面での最先端の解析技術の構築を目指す。

業を運営しており評価できる。

新たに設置するなど着実に事

及び「研究開発専門委員会」を

た結果、
「産学協力研究委員会」

やその推進方策の検討を行っ

よって発展が期待される分野

業界との学術の社会的協力に

ィジビリティスタディ制度の

行い、平成 27 年度は「産学協力研究委員会」及び
設置した。

業の充実強化を図っている。フ

が期待される分野やその推進方策について検討を

い、産学協力研究委員会等諸事

設置継続等に関する審議を行

おいて、産学協力研究委員会の

・産学協力総合研究連絡会議に

るといえ、評価できる。

学界と産業界との学術の社会的協力によって発展

日本におけるケミカルバイオロジーの新展開第 189 委
員会
当該分野における日本の国際的優位性を維持、増強す
るとともに、将来の新規産業創出に結びつけることを
目指す。



（新規委員会設置に関する審議）

委員会の組織強化等につながる指摘を行った。

活動の方向性や委員会メンバーの強化といった各

継続が認められた。

すべき成果」に向けた取組

平成２７年度は、以下の会

の場としての産学協力研


り、平成 27 年度は 13 件の設置継続審査を行い、

など研究交流を促進する。 る若手研究者の人材育成

・中期計画における「達成

全 68 委員会を対象に 5 年以内に実施するものであ

学協力の橋渡しを行う。



委員会」を設置しており、前年

った。

る業務の実績が得られて

アップによる発意に基づ

ズに応じた情報交換、交流

成すべき成果を除く）に係 ・以下の通り産学協力研究委員会等諸事業の充実強化を図

の発意に基づいた相互の

進を図るため、「産学協力研究

産学協力総合研究連絡会議を 2 回実施した。

より、中期計画の項目（達

学界と産業界の第一線

の研究者等からのボトム

大学等の研究のシーズ

及び産業界の研究のニー

大学等の研究者と産業

■ 産学協力総合研究連絡会議

力の推進

力の推進

界の研究者等がそれぞれ

＜根拠＞
・学術の社会的連携・協力の推

【学術の社会的連携・協力の推進】

＜その他の指標＞
・着実かつ効率的な運営に

(3) 学術の社会的連携・協

(3) 学術の社会的連携・協

力の推進

討する。

なる調査研究成果の活用を検

調査・研究について、今後さら

・学術システム研究センターの

＜課題と対応＞

したことは評価できる。

は新たなデータベースの入力

策について検討し、実施す

開拓、既存の参画学会について

方策について検討を行ったの

協会を 21 とした。また、新規参画により本事業の対象と

平成２７年度は、委員会

卓越研究データベースの充実

いて検討し、学協会との調整、データベース公開ページの

(3) 学術の社会的連携・協

る。

開事業」を実施する。

ついての理解促進に努め

改修を実施した。また、新たに 10 学会が加わり、参画学

的とする「卓越研究成果公

果・普及及びその重要性に
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果を発信する。

れら研究委員会の研究成

議を行う。

について、専門的な調査審

分野及び解決すべき課題

将来発展が期待される

・研究開発専門委員会

う。

催、活動成果の刊行を行

国際シンポジウム等の開

れた成果発信の場として

換を行うとともに、蓄積さ

度から自由に情報・意見交

研究動向に関し幅広い角

産学の研究者の要請や

・産学協力研究委員会

産学協力によるシンポジウムを計 5 件支援した。
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し、新たな研究課題や産業界のニーズに対応したテーマを

また、設置期間終了に伴う新旧委員会の入れ替えを実施

調査審議を行い、3 委員会により計 6 回の会議を開催した。

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

・産学協力研究による研究開発を促進するため、将来の発

■ 研究開発専門委員会

ル物理学賞レクチャーを実施した。

賞を受賞したことから、平成 27 年 4 月に開催するノーベ

おいて、所属の赤﨑勇委員、天野浩委員がノーベル物理学

・ワイドギャップ半導体光・電子デバイス第 162 委員会に

とにより情報発信した。

や産学協力によるシンポジウムを開催（計 15 件）するこ

・当委員会で蓄積された成果を、出版物の刊行（計 2 件）

が活動しており、計 417 回の会議を開催した。

橋渡しを行った。なお、平成 28 年 3 月末現在、68 委員会

会的連携・協力の推進を図る場を設けるなど、産学協力の

れの要請や研究動向について情報交換等を行い、学術の社

・大学、企業等の研究者・技術者が学界・産業界のそれぞ

■ 産学協力研究委員会



（国際シンポジウム開催の支援）

放射線の生体影響の分野横断的研究
純粋に科学的な議論に基づく分野横断的な研究を支援
し、産業界と学界からなる委員会での活発な意見交換
を通して、放射線の影響に関する統合的研究を推進す
るための共通プラットフォームの構築を目指す。

有機分子触媒による高度分子変換技術
「有機分子触媒」の実践に向けた力量を飛躍的に向上
させることで、高付加価値の新機能性材料や医薬品な
どの製造プロセスにイノベーションをもたらす未来型
技術の開拓を目的とする。

サイバーセキュリティ第 192 委員会
世界規模かつ将来型のインフラストラクチャにおける
システムセキュリティおよび情報セキュリティ対策の
あり方について、技術的視点およびグローバルなガバ
ナンスの観点から検証を行い、必要な対策に向けた研
究開発戦略／中長期的な人材育成方策を策定し、それ
らを推進する産官学連携体制を確立することを目的と
する。

接合界面創成技術第 191 委員会
常温接合技術の国際的な研究開発において日本がフラ
ッグシップを掲げ続け、先進的な製造技術を通して日
本の産業の発展を目的とする。

題をについて専門的な調査審

が予想される先導的な研究課

な研究課題やニーズの高まり

く、今後の発展を促すべき適切

流動的な社会情勢に対応すべ

・研究開発専門委員会において

きる。

信を着実に行っており評価で

ジウムを開催するなど情報発

刊行や産学協力によるシンポ

れた成果発信として、出版物の

・産学協力研究委員会で蓄積さ
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特になし

４．その他参考情報

時更新した情報を発信してい
ることは評価できる。

http://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index.html
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http://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index2_3.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_2.html

産学研究協力委員会一覧

http://www.jsps.go.jp/renkei_suishin/index2_1.html

委員名簿

・インターネットを利用し、随

事業の概要

営しており評価できる

議を行うなど、着実に事業を運

■ 情報発信

発信した。
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（２）学術関係国際会議開催にかかる募金事務

６ 前各号に附帯する業務
（１）国際生物学賞にかかる事務

募金事務の受託

学術関係国際会議

の開催

学術関係国際会議

指標等（実績値） 達成目標

1件

1件

間最終年度値

前中期目標期

1件

2件

H25

2件

0件

H26

1件

0件

H27

H28
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H29

国際生物学賞 http://www.jsps.go.jp/j-biol/index.html
学術関係国際会議開催にかかる募金事務 http://www.jsps.go.jp/j-donation/oversea.html

①主要なアウトプット（アウトカム）情報

２．主要な経年データ

参照 URL

当該事業実施に係る根 独立行政法人日本学術振興会法第 15 業務に関連する政策・施
拠（個別法条文など）
条、独立行政法人日本学術振興会業務方 策
法書第 12 条

Ⅰ―６－１

１．当事務及び事業に関する基本情報

従事人員数

決算額（千円）

18

1,017,022

H25

19

761,741

H26

18

696,421

H27

②主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）

関連する政策評価・行政事業
レビュー

H29

注）決算額は支出額を記載。

H28
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学術研究の推進に資す

中期計画
＜主な定量的指標＞

主な評価指標
B

る業務の実績が得られて ・12 月 5 日、6 日には、振興会と大阪大学、東京工業
大学との共催による国際生物学賞記念シンポジウム

究者を顕彰することによ

り国際的にも高い評価を

当する。

＜指摘事項、業務運営上の課題
及び改善方策＞

件を超える関係機関、研究者に配布し広報を行った。 と大阪大学、東京工業大学との

ことは、国際生物学賞が国際的

・国際生物学賞基金の募金趣意書を作成し、寄付金の

拡大に努め、3,350,000 円（6 件）の寄付を収集した。 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

・新たに国際生物学賞パンフレットを作成し、1,300

・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。

を行うとともに、第 32 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。

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。

催のため、指定寄付金によ

る募金、並びに特定公益増

特定公益増進法人として

の募金の事務を行う。

務を行う。

進法人としての募金の事

学術関係国際会議の開

第 31 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 32 回授賞分野に関する会議
第 62 回国際生物学賞委員会（第 31 回国
際生物学賞受賞者の決定）
第 63 回国際生物学賞委員会（審査委員長
の選出等）
第 32 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 31 回国際生物学賞授賞式
第 32 回国際生物学賞審査委員会（第 2 回

H27 年 6
月 26 日
H27 年 7
月 29 日
H27 年 7
月 29 日
H27 年
11 月 4 日

H27 年
12 月 7 日
H28 年 1
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内容
第 31 回国際生物学賞審査委員会（第 3 回
会議）
（受賞候補者を 10 名程度に絞込）

開催日
H27 年 5
月 22 日

●第 31 回及び 32 回顕彰に係る事務

きる。

ながる取り組みとして評価で

配布したことは、賞の広報につ

し、1300 件を超える関係者に

生物学賞パンフレットを作成

実に実施している。また、国際

に向けた準備・支援の事務を着

・第 32 回国際生物学賞の実施

外にアピールするものと捉え

開催（授賞式は平成 28 年 11 月頃に実施予定）した。 られ評価できる。

催に係る募金事務

催のため、免税措置を受け

られない主催者に代わり、

に著名な賞であることを国内

・第 32 回国際生物学賞の審議は、平成 27 年 11 月 4
日に基本方針を決定し、同日、第 1 回の審査委員会を

(2) 学 術 関 係 国 際 会 議 開

③ 学術関係国際会議の開

共催による国際生物学賞記念

りなく開催すると共に、振興会

＜その他事項＞

成しており、評価できる。

し、約 300 名が参加した。

の第 31 回顕彰に係る事務

リカの医学研究・医療活動

陛下に御臨席賜る授賞式を滞

は、いずれにおいても目標を達

を開催し、その中で受賞者による特別講演会を実施 ・受賞者の決定及び天皇皇后両

「達成すべき成果」について

を B とする。

行われていると認められ、評定

受けている国際生物学賞

ており評価できる。

選考する事務を着実に実施し

に記載の内容で適切な評価が

② 野口英世博士記念アフ

いるか。

より、中期計画の項目に係

に顕著な業績を挙げた研

て天皇皇后両陛下の御臨席を賜り挙行した。

より運営され、生物学研究 ・着実かつ効率的な運営に ・授賞式は、平成 27 年 12 月 7 日に日本学士院におい

物学賞にかかる事務を担

研究者を顕彰する国際生

をした研究者を授賞者として

ると言えることから、自己評価

界の学術の進歩に大きな貢献

＜その他の指標＞

世界的に優れた業績を挙げ、世

国際生物学賞委員会に

隅良典博士に授与した。

究に顕著な業績を挙げた

査委員を含めて審議するなど、 かって順調に実績を上げてい

薦状の中から選考された東京工業大学栄誉教授の大

事務

より運営される生物学研

計画通り履行し、中期目標に向

審査には 4 名の著名な外国人審

議した。その結果、第 31 回国際生物学賞は、63 の推

平成 27 年度における中期計
画の実施状況については、中期

・有識者による国際生物学賞審

・計 4 回の審査委員会（委員長：藤吉好則）を開催し、 査委員会を複数回開催し、最終

【国際生物学賞に係る事務】

評定

＜評定に至った理由＞

最終審査では 4 名の著名な外国人審査委員を含めて審

・学術関係国際会議の開催

金の収集状況

B

外部評価委員による評価

(1) 国 際 生 物 学 賞 に 係 る

を毎年度着実に実施する。 を毎年度着実に実施する。

＜根拠＞

中期計画の項目について、中期計画通りに着実に推

自己点検評価

進した。特に、以下の実績を上げた。

評定

法人の業務実績・自己点検評価
業務実績

① 国際生物学賞委員会に

り前各号に附帯する業務

適切に実施する。

り前各号に附帯する業務

る事業として以下のとお ・国際生物学賞に係る寄附

学術研究の推進に資す

年度計画

前各号に附帯する業務を

に対する各種の支援など、 る事業として以下のとお

学術研究を行う研究者

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価
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特になし

４．その他参考情報

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）

平成 29 年 8
月 18 日～8
月 20 日

第 73 回国
際財政学会
年次大会

東京大学、
国際ファッ
ションセン
ター

会場

北九州国際
会議場/西
日本総合展
示場

平成 28 年
10 月 24 日
～10 月 28
日
一般社団法
人 日本ゴ
ム協会

2016 年 国
際ゴム技術
会議
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国立京都国
際会館

平成 28 年
10 月 23 日
～10 月 26
日

第 40 回国
際外科学会
世界総会

会場

会期

主催者
国際外科学
会/第 40 回
国際外科学
会組織委員
会

会議名

●平成 26 年度以前に受託し今後開催予定の国際会議

会期

主催者
第 73 回国
際財政学会
年次大会組
織委員会/
日本財政学
会

会議名

●平成 27 年度に募金事務を受託した国際会議

・平成 27 年度には国際会議の開催実績はない。

いる。

方法、申請書類、ＦＡＱ等を掲載して、周知に努めて

・また、ホームページでの募金事務の受託基準、依頼

61,292 千円となっている。

中の寄附金も含めると、寄附金受入実績は 104 件、

受入実績は 75 件、55,378 千円であり、平成 26 年度

・3 件の国際会議について、平成 27 年度中の寄附金

り、銀行預金により適切に管理を行っている。

2 件と併せて、引き続き寄附金の受入事務を行ってお

務の実績はない。）平成 26 年度以前に受託した以下の

件の募金事務を受託した。（指定寄付金による募金事

・特定公益増進法人として平成 27 年度中に以下の 1

【学術関係国際会議開催に係る募金事務】

月 18 日

る。

開催に寄与しており評価でき

事務を行い、国際会議の円滑な

・特定公益増進法人として募金

142

費

その他事

費等の削

減状況

達成目標

109.8
19

110.6
24

3.1%
1.1%

H25

2.1％

3.6％

前中期目標期間最
終年度値

３ 人件費の効率化
４ 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

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
１ 組織の編成及び運営
２ 一般管理費等の効率化

H26

27

109.2

1.0%

3.5%

こともでき、より適切に業務の
130

に出席し必要な意見を述べる
な視点から幅広く審議し、理事長へ助言。

制を整備する。

備、分かりやすい情報開示

進める。その際、「独立行

＜評価の視点＞

ところ、それに加えて「役員会」 を B とする。
・振興会の業務運営に関する重要事項について長期的

することで、ガバナンス体

クマネジメント体制の整

見直し等により、効率化を

行われていると認められ、評定
人により組織。

られているか。

き、全体の統括機能を強化

ンプライアンス及びリス

ては、既存事業の徹底した

に記載の内容で適切な評価が
見を提出できるとされている

・学術界、産業界、大学等を代表する学識経験者 15

に係る業務の実績が得

る。

律第６６号）の趣旨に基づ

ると言えることから、自己評価

かって順調に実績を上げてい

計画通り履行し、中期目標に向

ため、管理会計の活用、コ

行政法人通則法の一部を改 ・着実かつ効率的な運営

は、独立行政法人通則法で振興

いて審議している。また、監事

法人の行う業務につい

率化を推進する。

費の効率的執行を推進す

議員会を設置し、重要事項につ
画、規程の制定等、重要事項について審議。

＜その他の指標＞

・理事長の職務の遂行を補佐するため、予算、事業計

化を推進する。また、独立

に運営を行い、業務の効率

平成 27 年度における中期計
画の実施状況については、中期

会の業務を監査し、理事長に意

的に運営を行い、業務の効

務運営の見直しを図り、経

な執行を図るため、役員会、評

・理事長及び理事で構成し、監事も出席。

・随意契約見直し状況

B
＜評定に至った理由＞

評定

外部評価

■評議員会の設置（3 頁-4 頁参照）

配分について機動的・弾力

的・効率的な体制整備や業

・理事長の職務の適正かつ円滑

■役員会の設置

・ラスパイレス指数

B

分について機動的・弾力的

＜評定と根拠＞

【法人の長のマネジメント体制】

により、組織編成と資源配

評定

＜主要な業務実績＞

自己点検評価

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な
情報

により、中期計画の項目

するため、組織編成と資源

しつつ実施し得る機能

H29

法人の業務実績・自己点検評価
業務実績

37

107.5

1.2%

3.0%

H28

正する法律（平成２６年法

プにより、中期目標を達成

及び国民の信頼性を維持

＜主な定量的指標＞

主な評価指標

理事長のリーダーシップ ・一般管理費の削減状況

1 組織の編成及び運営

年度計画

H27

適切な業務運営を図る

理事長のリーダーシッ

1 組織の編成及び運営

中期計画

守し、事業に対する研究者

国の定めた法令等を遵

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価

随意契約見直し状況

ラスパイレス指数

業費

一般管理

一般管理

評価対象となる指標

２．主要な経年データ

関連する政策評価・行政
事業レビュー

Ⅱ

１．当事務及び事業に関する基本情報

業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事項及びその他業務運営に関する重要事項
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・「独立行政法人日本学術振興会の組織運営に関する
基本規程」を制定し、組織運営の基本となる事項を規
定し、幅広い研究者との協働を重視しつつ、理事長の

に移されることが期待
される。
【文部科学大臣評価
26 年度】

するための研修を実施す

る。また、リスクマネジメ

討を行う。

定監査のほか、監事による

監査を受けることにより、 ント委員会を開催し、リス

クの分析や対応について検

また、会計監査人による法

法人業務全般について厳

格なチェックを受ける。そ

取組を着実に実施し、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。

―研究事業部企画調査課を廃止し、「研究助成企画課」 同研究加速基金」などの実施に
より複雑化した科学研究費助

評価）

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

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。

年度以降の体制整備の準備を

等から 68 名の人材を確保した。

ムページ等で公開する。

て年率３％以上の効率化

容を組織内 web ページに掲載
し、振興会の使命と社会的役割
を会内に周知している。また、
法令や規程の遵守、情報セキュ
リティ確保、健全な職場環境の

・年度初め、年末・年始など、理事長による定期的な
訓辞を実施。また、その内容を組織内 web ページに掲
載。
・理事長を始めとした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）の遵守について職員に周知。

・コンプライアンス研修の実施（平成 27 年 4 月 14 日）。 形成等に、全役職員が取り組む

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。

府の方針を踏まえ、厳しく

見直しをするものとする。

長ら役員と職員とが定期的に
131

り、遵守している。さらに理事
て、常時業務に係る情報共有及び意見交換を行い、リ

する。

を適正かつ厳格に評価し、

められなかった。

証結果や取組状況を公表

振興会内外に対して周知を図

範」をホームページに掲載し、

おり、組織全体で優先的に対応すべき重要な課題は認

取り組むとともに、その検

回開催の役員会及び毎週月曜日開催の連絡会議におい

すべき事項をまとめた「行動規

を整備した下記の内部統制システムが効果を発揮して

いて検証を行い、適正化に

また、職員の能力と実績

に実施している。役職員が遵守

・組織全体として機動的に対応することができる環境

考慮し、当該給与水準につ

・理事長はじめ役員、部課長全員が出席している月 2

・コンプライアンス研修を適切

■リスク管理

公務員の給与水準を十分

給与水準については、国家

よう指示している。

に訓辞を行うとともにその内

■法令等の遵守

除く。）については、中期

総人件費については、政

・理事長は、定期的に全役職員

【適切な業務運営】

の事業費（競争的資金等を

効果的に行っている。

業務分担の見直しを行いつつ

率的な業務運営のための H28

・人事交流により文部科学省から 31 名、国立大学法人

人による監査の結果をホー

標期間中の初年度と比し

に努めることとし、その他

研究助成企画課の設置など、効

■その他

成事業の体制を整えるための

上での会計課の設置、「国際共

の主計課と経理課を廃止した

執行業務を効率的に行うため

なお、監事及び会計監査

を設置。

―総務企画部主計課と経理課を統合し、「会計課」を

査・評価室の設置、予算業務や

む。）に関しては、中期目

一般管理費（人件費を含

続き設ける。

設置

うに対応したか。（二次

ついて、監事の監査及び会

は、長期的視点に立って推

―理事長に直属する「監査・評価室」の設置

編を行うこととした。

た、そのリスクにどのよ

財務諸表及び決算報告書に

する。

・内部統制を強化するための監

ため、規程を整備し、平成28年度に以下の様な組織改

に関する部分のみに限る）、 スク）を把握したか。ま

をホームページ等で公開

実・強化させる。

なお、効率化に際して

・また、業務の適性を確保するための体制を整備する

応すべき重要な課題（リ

いては、事業報告書（会計

得られるよう、監査の結果

図るため、内部統制を充

しているといえる。

ガバナンスとして有効に機能

の際、国民の理解と信頼が
めの体制を明確化した。

意思決定のもとに能率的で公正・公平な業務遂行のた

うな方策がとられており、法人

マネジメントに活かされるよ

り、研究者のニーズが理事長の

・学識経験者の意見や助言によ

る。

監査を行える体制となってい

また、適切な業務運営を

平成 26 年度の決算につ ・組織全体で優先的に対

■機動的・弾力的な運営、業務の効率化の推進

に係る取組が更に実行

スに対する意識の向上に資

る。

て」（平成２７年５月２５

日総務大臣決定）に基づく

（平成 27 年 10 月 29 日、平成 28 年 3 月 16 日）

備及び監事機能の強化

内部統制の充実・強化を図

理化の取組の推進につい

・年 2 回開催。

内部統制システムの整

適切な業務運営の観点か

ら、職員のコンプライアン

等の不断の見直しを行い、

政法人における調達等合

「達成すべき成果」について

＜その他事項＞

及び改善方策＞

＜指摘事項、業務運営上の課題

成しており、評価できる。

は、いずれにおいても目標を達
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つことにより、業務改善に向け
た意見を把握すると共に、問題
の早期発見を可能とするよう
に努めている。

・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、各部所掌業務における中期目標・計画の達成
状況、リスク生起の可能性やその防止に向けた取組等
について情報を共有し、相互に確認する体制を整備し

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。

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、
リスクの発生を防ぐと共に、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。

応すべきリスクの選定、対応方策の策定等を直ちに行
える体制にある。また、緊急時に備え、夜間休日等の
勤務時間外を含め、管理職以上及び海外研究連絡セン
ターで共有する緊急連絡網並びに課ごとに職員で共有
する連絡網を作成しており、迅速にリスクに対応でき
る体制を整えている。更に、本要項を改正し、リスク
マネジメント委員会の審議事項や緊急時の体制につい
て明確化した。

会リスクマネジメントに関す

析や対応の検討を可能とする

画と手段を整備した。

もなされている。また、緊急時、
大災害発生時に備えた体制も

に事業を実施できるよう、事業実施の手順・方法を取
扱要領等に規定している。

ための体制整備を積極的に行
っている。

成 26 年 6 月 13 日、平成 27 年 4 月 1 日施行)、平成 27
年 4 月に業務方法書を改正し、内部統制に関する基本

132

明確化した。

通報の受理、調査、処分等及び通報者の保護について

に関する規程」を制定し、通報窓口を設置すると共に、

・
「独立行政法人日本学術振興会内部通報及び外部通報

モニタリングや研修等の取組を明確化した。

制の推進に関する規程」を改正し、内部統制に関する

・これに基づき、
「独立行政法人日本学術振興会内部統

る事項を定めた。

方針、内部統制の推進に関する事項や内部監査に関す

・内部統制を効果的に推進する

・「独立行政法人通則法」の改正に基づき(最終改正平

整えられている。

ネジメント委員会の体制整備

・各事業の実施に当たっては、適切・公正かつ効率的

■内部統制の推進

更に本要項を改正し、リスクマ

■事業の実施等

体制が適切に整備されている。

選定、リスクの発生時の要因分

を策定し、非常時に備え情報システム復旧のための計

・
「情報システム運用継続計画」
（平成 26 年 3 月 31 日） る要項」が整えられ、リスクの

・「独立行政法人日本学術振興

は、「防災マニュアル」（平成 24 年 3 月 5 日）に基づ
き組織全体として対応できる体制にある。

・震度 5 強以上の地震その他の大災害発生時において

月曜日開催の連絡会議に、理事

興会リスクマネジメントに関する要項」に基づき、対

・リスクが生じた場合には、
「独立行政法人日本学術振 ・月 2 回開催の役員会及び毎週

た。

コミュニケーションの場を持

スクの発生を事前に防ぐ体制を整えている。

その結果を処遇に反映さ
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（平成 27 年 6 月 26 日）を行い、
改善すべき事項について対応

・監事から理事長へ平成 26 年度の監事監査結果につい
て報告を行った（平成 27 年 6 月 26 日）。

項目として、「振興会の情報セ
キュリティ対策の実施状況に
ついて」を設定して監査を実施

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。

や職務、また、監事監査の監査
対象や監査方法が明確化され
た。

年 4 月に業務方法書を改正し、監事及び監事監査に関
する規程の整備を行うよう明記した。

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。

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。
・重点的に監査する項目として平成 27 年度は以下の項
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状況の調査や職員からのヒアリングなどを行い、

的な業務運営が行われているか、各課の業務実施

に応じた人員配備が適切になされ、効率的・効果

内容や業務量を勘案した上での職員の能力・適正

振興会の人事政策について：振興会の各種事業の

目を実施した。

・平成 26 年度の財務諸表等に

・平成 22 年度決算より、独立行政法人通則法第 40 条

■平成 26 年度決算等の監査状況

づく監事監査の実施について必要な事項を規定した。

法人日本学術振興会監事監査規程」を定め、法令に基

る役職員の協力義務等を明確化した。また、
「独立行政

思決定や財産の状況に対する監事の調査やこれに対す

程」を定め、監事の権限等を明確化し、業務執行の意

これに従い、
「独立行政法人日本学術振興会監事職務規

・規程が整備され、監事の権限

・「独立行政法人通則法」の改正に基づき(最終改正平
成 26 年 6 月 13 日、平成 27 年 4 月 1 日施行)、平成 27

している。

の運営全体の監査に加え、重点

・長期的な検討が必要な事項や振興会独自で対応でき

■監事監査に関する規程の整備

・監事監査においては、振興会

は措置を講じるなどの取り組みを行った。

取組を行っている。

日）について対応を検討し、改善すべき事項について

・平成 26 年度監事監査結果報告（平成 27 年 6 月 26

を検討し、措置を講じるなどの

いては、監事より理事長へ報告

対する報告状況

■監事監査における改善事項への対応状況

・平成 26 年度の監事監査につ

■監事監査における改善点等の法人の長、関係役員に

【監事及び会計監査人による監査】

程を整備した。

・監査・評価室を平成 28 年度に設置するための組織規

146
年度以降の体制整備の準備を

め、業務の合理的かつ効率的な

年度比 3％以上の削減を図るた

・一般管理費については、対前

1.2％の削減を図った。

算定に向けては、運営費交

付金債務残高の発生状況に
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一 般 管
理費

414,666

427,570

3.0%

た。

対 し て 1.2％ の削 減を達 成 し

実績として平成 26 年度予算に

握・周知を行い、平成 27 年度
27 年度実績

26 年度予算

ため、四半期毎に執行状況の把
（単位：千円）

前年度比 1％以上の削減を図る
●一般管理費、その他事業費の削減状況
削減割合

た。
の他の事業費について、平成 26 年度予算に対して

また、運営費交付金額の

・その他事業費についても、対

対 し て 3.0％ の削 減を達 成 し
成 26 年度予算に対して 3.0％の削減を図ったほか、そ

従い業務の効率化を図る。

も留意する。

実績として平成 26 年度予算に

また、業務の合理的かつ効率的な執行に取り組んだ
結果、平成 27 年度においては、一般管理費について平

化を図るなど、中期計画に

執行に取り組み、平成 27 年度

課」を設置。

―研究事業部企画調査課を廃止し、「研究助成企画

行った。

業等についても業務の効率

削減を図る。また寄付金事

度予算に対して１％以上の

―理事長に直属する「監査・評価室」の設置

編を行うこととした。

業務分担の見直しを行いつつ

率的な業務運営のための H28

ため、規程を整備し、平成 28 年度に以下の様な組織改

研究助成企画課の設置など、効

成事業の体制を整えるための

より複雑化した科学研究費助

同研究加速基金」などの実施に

上での会計課の設置、「国際共

の主計課と経理課を廃止した

・また、業務の適性を確保するための体制を整備する

置

いては、中期目標期間中の

効率化を図る。

の体制を明確化した。

く。）について、平成２６年

理費（人件費を含む。）につ

前年度比 1％以上の業務の

思決定のもとに能率的で公正・公平な業務遂行のため

―総務企画部主計課と経理課を統合し、
「会計課」を設

する。これらにより一般管

標期間中、毎事業年度、対

し、幅広い研究者との協働を重視しつつ、理事長の意

業費（競争的資金等を除

務の簡素化・合理化を促進

く。）については、中期目

本規程」を制定し、組織運営の基本となる事項を規定

生状況にも留意する。

務手続、決裁方法など、事

業費（競争的資金等を除

・
「独立行政法人日本学術振興会の組織運営に関する基

執行業務を効率的に行うため

ような改革を行った。

の取組を行う。その他の事

しについて検討を行い、事

達成するほか、その他の事

査・評価室の設置、予算業務や

動的・弾力的な運営、業務の効率化の推進」に記載の

営費交付金債務残高の発

組織体制、業務分担の見直

て年率 3％以上の効率化を

・内部統制を強化するための監

・組織体制、業務分担の見直しについては、P2「■機

上の効率化を達成するため

し、効率化を図る。また、

標期間中の初年度と比し

を得ている。

の監査を受け、適正であるとの意見を得た。

金額の算定に向けては、運

既存事業の徹底した見直

む。）に関しては、中期目

査を受け、適正であるとの意見

・平成 27 年度決算についても監事監査及び会計監査人

【業務運営についての見直し、効率化】

監事監査及び会計監査人の監

人の監査報告書をホームページに公開した。

初年度と比して年率３％以

業務運営については、

一般管理費（人件費を含

・平成 27 年度決算についても

・平成 26 年度決算に関する監事監査結果及び会計監査

■情報の公開

を行った。

契約の内容、更には給与水準の状況等についても監査

また、毎年の運営費交付

2 一般管理費等の効率化

2 一般管理費等の効率化

状況を監査した。
また、振興会の業務内容や財務内容をはじめ、入札・
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1.2%

を確保する必要があることな
どから、国に比べて、やや高い
給与水準となっているが、地域
差を是正した給与水準の比較

給与水準と比較しづらい部分があったため、平成 26
年 12 月から国家公務員の給与支給基準を基礎とする
新たな俸給表を導入したことにより、給与水準の検証
や適正化に、より適切に取り組めるようになった。
・平成 26 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 27 年度実績については、平成 28 年
6 月 30 日にホームページで公表。）

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。

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

公表する。

証結果や取り組み状況を
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比べてやや高い給与水準となっている。

る職員など優秀な人材を確保していることから、国に

度な専門性が求められる。例えば高い言語能力を有す

これらの事業を適切かつ着実に実施するためには、高

ための事業を行う我が国唯一の学術振興機関であり、

③学術に関する国際交流の推進、④大学改革の支援の

・振興会は、①学術研究の助成、②若手研究者の養成、

地域・学歴勘案 96.8

学歴勘案 107.6

地域勘案 97.6

（参考）

対国家公務員指数 109.2

●ラスパイレス指数（平成 26 年度実績）

められることから、優秀な人材

評価が必要とされるが、従来の俸給表は国家公務員の

見直しをするものとする。 考慮し、当該給与水準につ

ことが求められる。

正な水準の維持に努めていく

改善に関する取組を踏まえ、適

・引き続き、国家公務員の給与

は適正であると評価する。

なっていることから、給与水準

では国家公務員の水準未満と

るためには、高度な専門性が求

いて検証するためには、国家公務員との比較に基づく

取り組むとともに、その検

・振興会の事業を適切に実施す

・国家公務員の給与水準を考慮し、当該給与水準につ

家公務員の給与水準を十分

府の方針を踏まえ、厳しく

【人件費の効率化】

おいては留意を行っていない。

行うもののため、平成 28 年度運営費交付金額の算定に

77 百万円であり、主に前払費用等で精算時に収益化を

・平成 27 年度決算における運営費交付金債務残高は

生状況】

【運営費交付金額の算定と運営費交付金債務残高の発

給与水準については、国

3 人件費の効率化

26,804,932

総人件費については、政

3 人件費の効率化

27,123,386

※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 26 年度予算は、平成 27 年度の予算編成における
業務政策係数による影響額を含む。

そ の 他
事業費
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業務・システムの合理
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

■外部委託の促進
・新規事業の増加などに対応するため、各事業の業務
を精査し、合理的かつ効率的に事業が実施できるよう

(1) 外部委託の促進

等へのサービスの低下を招か

・随意契約の見直しについて
は、真にやむを得ないものを除

●平成 27 年度 新規外部委託業務

第９回アジア学術振興機関長会議（ASIAHOR
Cs）、第１３回日中韓学術振興機関長会議（AHORCs）及びシンポジウム実施に伴う関連業務
等
シンポジウム「科学研究のよりよき発展と倫理




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

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

きる。

016）開催準備及び実施に伴う関連業務等 一式

一層の効率化を図ることと

する。

件費の効率化等の可能性

を検討する際、研究者等へ
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・本計画に記載した、重点的に取り組む分野、調達に

決定した。

会を開催し、外部委員の意見をもとに役員会において

で公表した。なお、策定にあたっては、契約監視委員

調達等合理化計画」を策定し、平成 27 年 3 月 31 付け

に基づき、「平成 27 年度独立行政法人日本学術振興会

推進について」（平成 27 年 5 月 25 日総務大臣決定）

「独立行政法人における調達等合理化計画の取組の

・調達等合理化計画の取組

策支援業務請負

情報セキュリティ監査及び情報セキュリティ対

務


セキュリティアドバイザー（CISO 補佐官）業

は、適切に措置する。

情報化統括責任者（CIO）補佐官及び最高情報



つ効果的に行う上で必要

な審査・評価経費について

ニューズレター（JSPS Quarterly）作成業務

会・回答、書類提出催促及びデータ作成業務

特別研究員年末調整に伴う書類不備確認、照

の選定及び文化研修実施業務

外国人特別研究員オリエンテーション開催施設







研究者への支援を確実か

助成・支援業務において、

いように配慮する。また、

のサービス低下を招かな

日本学術振興会個人番号取得管理等業務 一式


平成 27 年度に実施した外部委託業務（継続分）

文書保管箱寄託及び物品保管等



直し等を通じた業務運営の

なお、業務の効率化、人

の確立を目指して」開催

の整備等を行っており、評価で

プロセス工学アジア国際会議 2016（PSEAsia2

適切であると認められる。

き、一般競争入札としており、

ないよう配慮した上で、規則等

標的型メール攻撃訓練の実施

研修の検討・実施を行う。 範囲の拡大や随意契約の見





・業務効率化に向けて、研究者

た。

野、部門を調査し、外部委

進しており、評価できる。

また、平成 25 年度以前に実施した外部委託のうち、成
果がえられた業務について、継続して外部委託を行っ

効率化が図られる業務や分

調達案件については原

則一般競争によるものと

討を行い、実施する。

検討を進め、業務の一部について外部委託を推進した。 の一部について外部委託を推

事業の効率的な遂行のた

・新規事業の増加などへの対

【業務・システムの合理化･効率化】

業務・システムの合理

化・効率化

4

めの外部委託については、

ため外部委託について検

事業の効率的な遂行の

化・効率化

4
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61 件

13

2件
1件
2件

2.2 億円 △1.4 億円
61 件
△2 件
7.1 億円 △2.9 億円

金額 3.6 億円
件数
63 件
金額 10.0 億円
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入札公告期間の延長や仕様書の要件緩和の結果、一
者応募・応札に改善が見られたが、労働者派遣契約に
おいては、競争の結果、落札価格が著しく低下すると
ともに、派遣元又は派遣労働者が仕様書を満たすこと
ができず振興会の業務に支障を与えた事例が生じ、平
成２７年度においては 4 件の契約者又は契約予定者に
対し取引停止処分（1 ヶ月又は 2 ヶ月）を科した。
このため、調達等合理化検証・検討チームにおいて
検討の結果、最低価格落札方式における前述の課題を
解決するには、技術と価格を両立させ、総合的に比較・
競争する総合評価落札方式を採用することが有効であ
ると判断し、平成 27 年度の労働者派遣契約 28 件のう
ち 9 件の総合評価落札方式を採用した。その結果、8
件が一者応募・応札を回避できたとともに派遣労働者

●実施において明らかとなった課題等

合計

4.9 億円 △1.4 億円
12 件
△2 件

6.3 億円
14 件

金額
1 者以下 件数

○平成 27 年度の振興会の一者応札・応募状況
競争入札参加者 平成 26 年 平成 27 年 比較△増
度
度
減
2 者以上 件数
49 件
49 件
0件

活調達等合理化検証・検討チームによる検証

Informattion）の活用

▶ 複 数 者 へ の 情 報 提 供 依 頼 （ RFI:Request For

に緩和

▶簿記資格（3 級）取得者から同等程度の業務経験者

11 件

▶実績要件（経験業務、経験年数等）の見直し
▶経験年数を 3 年以上から 2 年以上に緩和

件

61 件

▶規程上の公告期間（10 日間）を運用上 20 日に延長

ームページ上にリンク

▶入札公告をホームページ上に掲載、文部科学省のホ

●実施した取組内容

■一者応札・応募改善に係る取り組み

下の通り。

関するガバナンスの徹底に係る実績及び点検結果は以

・取組の結果、一者応札・応募
状況については前年度と比較
して、件数は△2 件、金額は
△1.4 億円の結果となり、前述
の一者応札・応募改善に係る取
組によって一定の効果があっ
たものと判断でき、評価でき
る。

150
3,103,920 円 3,142,605 円

ᇞ38,685 円
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●実施において明らかとなった課題等
平成 26 年度事務用消耗品の品目別の購入実績の調
査の結果、対象品目（総額 2,000 万円）のうち、年間
購入額が随意契約の限度額（160 万円）を越える品目
は、ファイル類、リサイクルＰＰＣ用紙の 2 品目であ
ることが確認できた。この結果、予定価格が少額の場
合に随意契約が可能とされている場合であっても、ス

文書保管寄託及び 5,103,021 円 5,893,138 円 ᇞ790,117 円
物品保管等業務
（※３）
科学研究費助成事
業の審査に係わる 79,833,429 151,740,000 ᇞ71,906,571
円
円
円
資料出力用プログ
ラム作成・資料出
力及び製本業務請
負
※１、２、３ 比較増△減の額は、平成２８年度の削
減見込額。

リサイクルＰＰＣ
用紙Ｂ４、Ａ３、
Ａ４（※２）

平成 27 年度は、平成 26 年度における事務用消耗品

・事務用消耗品フラットファイ
ルＡ４－Ｓ他については△約
の品目別の購入実績の調査を行い、随意契約の限度額 40 万円、リサイクルＰＰＣ用紙
Ｂ４、Ａ３、Ａ４供給契約につ
を越える品目の把握に努め、
「ファイル類」、
「リサイク
いては△約 4 万円となり、共に
ルＰＰＣ用紙」の 2 品目の一般競争入札を行った他、 入札前より下回っている。ま
「文書保管寄託及び物品保管等業務」のように随意契 た、文書保管寄託及び物品保管
約から一般競争へ移行したもの 1 件、
「科学研究費助成 等業務」は、移設料を含めても
事業の審査に係わる資料出力用プログラム作成・資料 入札前より約 80 万円下回って
いる。科学研究費助成事業の審
出力及び製本業務請負」のように、仕様内容を見直し、
査に係わる資料出力用プログ
経費削減を図ったもの 1 件がある。
ラム作成・資料出力及び製本業
務請負については、調達数量が
前年度と異なるため、入札前後
○削減効果
の比較増△減が直接的な削減
事項
入札後
入札前 比較増△
効果とはならないものの、実質
減
的な削減効果は△約 3,000 万円
となっている。以上の点につい
事務用消耗品フラ 1,420,416 円 1,821,204 円 ᇞ400,788 円
て、評価できる。
ットファイルＡ４
－Ｓ他（※１）

●実施した取組内容

■事務用消耗品の一般競争入札による経費節減の推進

の質の向上も確認できた。
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開する。

いては、ホームページに公

する点検・見直し状況につ

び監事監査による契約に関

監視委員会での討議事項及

し計画」の取組状況、契約

とともに、
「随意契約等見直

る点検・見直しを実施する

また、契約監視委員会によ

等を公表する。

明性を高めるためその理由

随意契約による場合は、透

一般競争によるものとし、

調達案件については原則

(2) 随意契約の見直し
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■随意契約に関する内部統制の確立
●実施した取組内容
これまで新たな移設費の負担により、競争が不利と
して随意契約により契約更新を継続していた文書保管
寄託及び物品保管等業務については、他者に参考見積
書を聴取したところ、移設費を含めた競争が可能と判
断し、調達等合理化検証・検討チームにおいて随意契
約から一般競争入札への転換を決定した。
また、競争性のない随意契約 37 件全て昨年度から継
続しているもので、現段階では一般競争に移行できる
ものがないことを確認した。
なお、平成 27 年度に締結した競争性のない随意契約
は、前年度と比較して 10 件の増、△約 1.5 億円の減と
なっている。主な要因は、システム改修関係が影響し
ており、29 件、約 8.3 億円（前年度と比較して 14 件
の増、0.1 億円の増）となっている。これは、従来、基
本的に個別システム毎に半期に分けて契約を締結した
が、平成 27 年度よりシステム開発期間毎に実際に即し
た契約期間に見直したことから件数が増加しているこ
とが要因であり、実質的に競争性のない随意契約が増
加したものではないことを確認した。

●今後の対応
事務用消耗品については、年間の購入総額が随意契
約の限度額を超えない場合であっても、一般競争入札
に加えるものとして品目の増加を図り、経費節減を図
ることとする。
また、共同調達については、近隣の独立行政法人の
購入実績等を把握した上で、共同調達が有利と判明し
た品目については、平成 28 年度中の共同調達実施を目
標とする。

ケールメリットによる経費削減効果があることが証明
できた。
なお、リサイクルＰＰＣ用紙については、振興会の
契約額は、他の独立行政法人より有利な価格であり、
必ずしも共同調達により削減効果が見込めるという結
論には至らなかった。
また、年間購入額が随意契約の限度額を越えない品
目については、事業担当部等の事務負担の増加になら
ないよう留意しつつ、他法人との共同調達の実施等に
ついても引き続き検討することとした。

は評価できる。

前より約 80 万円下回ったこと

業務は、移設料を含めても入札

・文書保管寄託及び物品保管等

152
入札後

入札前

比較増△
減
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●実施において明らかとなった課題等
これまで、「物品等の検収・検査体制の徹底につい
て（通知）」（平成 24 年 1 月 26 日付け事務連絡）に
基づき、物品等の検収・検査体制の徹底を図ってきた
が、一部の契約において、業者側で誤って会計課の検
収を受けず直接原課に納品等があってあったもの、会
計課の検収を受けて原課において物品等を受領する

物品等の検収・検査体制に係る研修会の実施を行っ
た。これは、「研究機関における公的研究費の管理・
監査のガイドライン」（平成 19 年文部科学大臣決定）
に準じ、「物品等の検収・検査体制の徹底について（通
知）」（平成 28 年 3 月 22 日付け事務連絡）を通知す
るとともに、同日、経理課職員を含む全職員を対象と
した研修会（参加者 50 名）を行い、契約の種別毎に物
品等の検収・検査の実施方法等について説明した。
また、組織改編による内部統制の見直しを行うため、
平成 28 年 1 月、独立行政法人日本学術振興会組織規
程の一部改正を行い、理事長に直属する監査・評価室
を平成 28 年 4 月 1 日付けで設置することとし、平成
28 年 3 月までに関連規程等の制定及び改正を行った。

●実施した取組内容

■不祥事の発生の未然防止・再発防止のための取組

●今後の対応
契約の実施にあたっては、真に必要なものか、内容
が過大となっていないか等を十分に検証すると共に、
随意契約の実施にあたっては、国又は他法人の先進事
例を参考にしつつ、調達等合理化検証・検討チームに
よる点検を引き続き行う。

●実施において明らかとなった課題等
随意契約の根拠等について、調達等合理化検証・検
討チームにおいて共有できた。契約の性質又は目的が
競争を許さないものであっても、契約情報をホームペ
ージで公表するなど、引き続き契約の透明性を図る必
要がある。

文書保管寄託及び 5,103,021 5,893,138 △790,117
円
円
円
物品保管等業務
（※１）
※１ 比較増△減の額は、平成 28 年度の削減見込額。

事項

●取組の効果

・不正防止と法人の事務事業の
円滑かつ効率的な遂行を両立
させるため、物品等の発注権限
や検収・検査体制を請求部署に
持たせず、原則、経理課に一元
化していることなど、不正防止
体制の必要性・重要性について
理解が深まったことは評価で
きる。
・研修には今年度採用の職員
（異動者を含む）及び派遣職員
等、全課等の担当者が参加した
ことは知識・理解を深めるため
にも有効であり、評価できる
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較して、競争性のない随意契約は、10 件増加している

と比較し△1.5 億円減少した。なお、平成 26 年度と比

おける随意契約は 37 件、約 8.4 億円となり、前年度

行すべく見直しを行った。その結果、平成 27 年度に

を得ないものを除いて随意契約から一般競争入札に移

に基づき、随意契約について内容を精査し、真にやむ

・「平成 27 年度日本学術振興会調達等合理化計画」

【随意契約の見直し】

リプレイス等の際の審査の充実を図る。

みの毎月 1 日から年間 50 日以上とし、システム改修・

また、ＣＩＯ補佐官については、来会日を定例会の

ととし、引き続き、費用対効果について検討する。

平成 28 年度については、予算の範囲内で実施するこ

●今後の対応

●実施において明らかとなった課題等
外部専門家による開発コスト等の妥当性の検証につ
いては、予算の関係もあり、全ての契約の検証を行わ
ず、業務システム毎に分けて当初契約のみ検証を行っ
ている。なお、外部専門家による工数の妥当性まで検
証できておらず、工数の妥当性は、ＣＩＯ補佐官によ
る目的・使途と仕様の審査のみである。外部専門家に
よる検証については、引き続き、費用対効果について
検討する必要がある。

的・使途と仕様の審査 18 件を行った。

ト等の妥当性の検証が 4 件、ＣＩＯ補佐官による目

平成 27 年度においては、外部専門家による開発コス

●実施した取組内容

■適切な予定価格の設定について

●今後の対応
引き続き、毎年度、不祥事の発生の未然防止のため
の取組の一環として職員研修を行い、研修テーマ、内
容を充実させるとともに職員等の資質向上を図る。
また、法人の内部統制の見直しに伴う監査・評価室
の設置に伴い、適切な契約手続きの観点から、内部監
査計画書を策定し点検を行う。

際、原課のサインが漏れているものが見られたことか
ら、検収・検査体制の形骸化させないためにも、新規
採用職員等には有効であったと考えられる。
・外部専門家による開発コスト
等の妥当性の検証については、
公共又は民間等の類似契約に
おけるシステムエンジニア、プ
ログラマー等の人件費等の市
場価格を比較する方法により
検証を行った結果、市場価格よ
り安価であることが確認でき、
また、CIO 補佐官による目的・
使途と仕様の審査を行い、仕様
書に対する見積書及び工程表
の工数の妥当性を確認できた
ことは評価できる。
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件数

金額 件数

金額

比較増△減

63

0

0

0.0%

10.0

1

1.0%

60

%
△3

0.1

1

%

0.6% 100.0

7.0

%

0.1

%

100.0

△3.0

10.0

61

7.1

%
△ 2

△ 2.9

%

100.0
%
19.9

100.0
%
90

合計

98

%

100.0

37

10

15.5 8

0%

100. 8.9%

8.4

%

-22.1

△ 4.4

%

ᇞ 1.5

%
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おいて一致しない場合がある。

※計数は、それぞれ 四捨五入しているため、合計に

9.9

27

契約

随意

のない

競 争 性 30.0% 49.7% 37.8% 54.2 37.0% -15.2

（小計） 63

契約

のある

競 争 性 70.0% 50.3% 62.2% 45.8 -3.2% -29.0

争・公募

企 画 競 0.0%

札等

競 争 入 70.0% 50.3% 61.2% 45.2 -4.8% -30.0

金額

年度

年度
件数

平成 27

平成 26

(金額：件、億円）

● 平 成 27 年 度 の 振 興 会 の 調 達 全 体 像

http://www.jsps.go.jp/koukai/index4.html#id4_4

●監事監査による点検･見直し状況：

ce.html

http://www.jsps.go.jp/koukai/contract_surveillan

●契約監視委員会：

http://www.jsps.go.jp/koukai/index5.html#id10_10

●調達合理化計画に関する取組状況：

に適さないものである。

て業者が一に限定されているものであり、競争入札等

有するシステム開発者にしかできないものものであっ

因であり、当該システムの著作権その他排他的権利を

子申請及び審査システムの改修等が増加したことが原

が、主な理由として、科学研究費助成事業における電
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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。

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。

立行政法人会計基準にのっ

とり効率的かつ適正な会計

処理を行う。

(ii) 情報管理システムの構

の正確性・迅速性の向上に取り
組んでいる。

紙による申請の代替として過不足のない状態になるよ
うに推進を行った。

共有ソフト（グループウェ

ア）ワークフロー機能によ

できる。

し、必要な情報を振興会全体で共有した。

の整備

催し、「政府機関の情報セキュ
リティ対策のための統一基準」
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「技術手順書」および「情

nt System (LMS) により常時受講も可能とした。
・CISO 補佐官業務については、外部の専門家に業務
を委託した。
・標的型メール攻撃訓練を実施するなど、振興会の情
報セキュリティ対策の強化に資する取り組みを行っ
た。

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

143

・情報セキュリティ委員会を開

セキュリティ講習については、Learning Manageme

ーの遵守を徹底するため、

たことは評価できる。
職員を対象とした自己点検を 1 月に実施した。また、

るとともに、ポリシーの遵守状況を確認するため、全

保
情報セキュリティポリシ

し、関係者との情報共有を行っ

可能となっている。

査」を含む。
）を実施し、その結果をもとに対策を行っ

ムの活用を推進する。

・WEB 会議システム等を活用

職員の容易かつ安全な利用が

門業者によるセキュリティ監査（「ポリシー準拠性監

テム及びテレビ会議システ

・職員等を対象としてセキュリティ講習を 4 回開催す

振興会全体で共有されており、

・振興会の保有する情報システムについて、外部の専

するため、WEB 会議シス

た。

活用が推進され、必要な情報を

ィポリシーを一部改正し、職員に周知した。

に係る時間やコストを削減

(iv) 情報セキュリティの確

板及び内部ポータルページの

・振興会内の組織見直しを踏まえて、情報セキュリテ

会外の関係者との情報共有

ループウェアを利用した掲示
■情報セキュリティの確保

テムを活用した。

的に活用する。また、振興

め、グループウェアを積極

有をより一層推進するた

・情報の共有にあたっては、グ

を更に向上させたことは評価

ループウェア内の掲示板及びポータルページを活用

(iii) 情 報 共 有 化 シ ス テ ム

・海外研究連絡センターとの会議等で WEB 会議シス

クフロー機能を整備し、利便性

・振興会内で全職員が共有すべき情報については、グ

を推進する。

振興会事業全般の情報共

・グループウェアにおけるワー

■情報共有化システムの整備

施できるよう積極的な活用

り、効率的な業務運営が実

・グループウェアにおけるワークフロー機能を整備し、 一括管理することにより、業務

統合システムで人事データを

ため、新たに導入した人事給与

諸手続きについては、情報

■情報管理システムの構築

ステムにより、独立行政法人会

・平成 24 年 10 月から本稼働した人事給与統合システ

いても電子的に管理し、独

業務に必要な振興会内の

に管理している。また、会計シ

行った。

るとともに、会計帳簿につ

・人事給与管理業務の合理化の

に、会計帳簿についても電子的

行政法人会計基準に則り効率的かつ適正な会計処理を

は、伝票を電子的に処理す

築

票を電子的に処理するととも

とともに、会計帳簿についても電子的に管理し、独立

善
会計システムについて

・会計システムについては、伝

■業務システムの開発・改善

(i) 業務システムの開発・改
・会計システムについては、伝票を電子的に処理する

【情報インフラの整備】

(3) 情報インフラの整備
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に周知したことは評価できる。

テムの運用を行った。
・平成 27 年度は情報漏洩などのセキュリティ事案は発
生していない。

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、
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。

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。

び、全職員を対象とした自己点
検が適切に実施されている。

を高めるために、実施手順

書を用いたセキュリティ講

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。

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

ティ事案は発生しなかった点
で評価できる。

情報システムの停止を原因

として業務の遂行ができな

置などは、業務実施の現状を評

る。

２８年度に主計課と経理課を統合し「会計課」を設置

し、研究事業部企画調査課を廃止し「研究助成企画課」 価した上での組織体制の整備
を適切に行っており、評価でき

・業務の適性を確保するための組織改編として、平成

を設置するための規程を整備し、研究者等へのサービ
スを低下しないよう、支援の効果的実施を実現するた
めの体制を整備した。
・審査及び評価が適切に行われるための経費を措置し
た。

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

144

・会計課や研究助成企画課の設

【業務運営の配慮事項】

(4) 業務運営の配慮事項

運用する。

テム運用継続計画に基づき

とを目的とした、情報シス

させ、継続して利用するこ

情報システムを早期に復旧

くなることを避けるため、

年度に情報漏洩などセキュリ

災害・事故等の非常時に、

る。

・これらの対策により、平成 27

門家に委託し、また、情報シス

さらに、高度化する情報セ

務を外部の専門家に委託す

・CISO 補佐官業務を外部の専

施する。

習及び自己点検を年１回実

・セキュリティ講習の実施、及

セキュリティに関する意識

また、職員等に対して情報

ムについて、外部の専門業者に

PDCA サイクルの構築及び

・振興会の保有する情報システ

報取扱手順書」を改正し、職員

・情報システムの運用継続計画（BCP）に基づきシス

認するため、ポリシー準拠

157

特になし

４．その他参考情報

る。

については、適切に措置す

145

158

評価対象となる指標

２．主要な経年データ

事業レビュー

関連する政策評価・行政

Ⅲ

達成目標

前中期目標期間最
終年度値

予算、収支計画及び資金計画

１．当事務及び事業に関する基本情報

H25

H26

146

H27

H28

H29

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な
情報

159

B

れているか。

は正しく計算され報告さ
27,239
228,557
132,293
105

45
61

1,896

94,156

640
10
249
0
174
256,869

229,396
133,133
105

45
61

1,896

94,156

158
36
252
0
174
257,255

決算額

27,239

予算額

386

－

0

2

26

△481

－

－

－

－

－

840

840

－

差引増
減額

備
考

147

る。

合がある。決算額についてはセグメント毎の合算額であ

※単位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場

計

受託事業収入

学術図書出版
事業収入

産学協力事業
収入

寄附金事業収
入

事業収入

学術研究助
成基金補助
金

戦略的国際
研究交流推
進事業費補
助金

国際化拠点
整備事業費
補助金

大学改革推
進等補助金

研究拠点形
成費等補助
金

科学研究費
補助金

国庫補助金収
入

運営費交付金

収入

成がなされているか。

況にも留意する。
・法人の収入に関わる決算

は、個々の区分に従い適切に把

ある。

業等収入の適切な予算編

交付金債務残高の発生状
合性を図っている。

握しており、財務諸表等との整

成しており、実績額について

成 28 年度への繰越額が多かったこと等によるもので

の算定に向けては、運営費
（単位：百万円）

算や実績等に基づき適切に作

因については、科学研究補助金の平成 27 年度から平

【収入】
・法人の運営費交付金や事

た、毎年の運営費交付金額

・収支計画については、国の予

評定

自己点検評価

●平成 27 年度収入状況

【予算、収支計画及び資金計画】

＜主要な業務実績＞

法人の業務実績・自己点検評価
業務実績

・収入は概ね計画どおりであり、増減額の主な発生要

－

＜主な定量的指標＞

主な評価指標

＜その他の指標＞

年度計画

財務管理の実現を図る。ま

中期計画

率的な執行に努め、適正な

自己収入の確保、予算の効

寄付金等の外部資金や

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価

B

＜その他事項＞

題及び改善方策＞

＜指摘事項、業務運営上の課

を達成しており、評価できる。

ては、いずれにおいても目標

「達成すべき成果」につい

られ、評定を B とする。

な評価が行われていると認め

自己評価に記載の内容で適切

げていると言えることから、

標に向かって順調に実績を上

中期計画通り履行し、中期目

計画の実施状況については、

平成 27 年度における中期

＜評定に至った理由＞

評定

外部評価

160
【支出】

●平成 27 年度支出状況

れているか。

に承認され適時に報告さ

552
26,252
132,052
102

34
47

1,884

89,019
39
233
0
151
251,294

133,133
105

45
61

1,896

96,039
42
252
0
174
259,552

26,811
527

26,805

614

26,284

360
568

379

8,258

23

0

18

3

7,020

11

15

11

3

1,081

31

△26

6

46

19

差引増
減額
66

備
考

（単位：百万円）

928

決算額

993

予算額

148

る。

合がある。決算額についてはセグメント毎の合算額であ

※単位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場

計

受託事業費

学術図書出版
事業費

産学協力事業
費

寄附金事業費

学術研究助成
事業費

戦略的国際研
究交流推進事
業費補助事業
費

国際化拠点整
備事業費補助
事業費

大学改革推進
等補助事業費

研究拠点形成
費等補助事業
費

科学研究費補
助事業費

物件費

うち人件費

事業費

物件費

うち人件費

一般管理費

支出

によるものである。

ているか。
・実施された予算は、適切

いては、学術研究助成事業費が計画を下回ったこと等

って計画どおり実施され

・法人の支出は、予算に従 ・支出は概ね計画通りであり、増減額の主な理由につ

161

【収支計画】

●平成 27 年度収支計画

0

0

△2

2
78
78

－
0
0

臨時損失
純利益
総利益

149

る。

合がある。決算額についてはセグメント毎の合算額であ

※単位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場

△78

△78

70

23
△44

151
25

受託事業収益

174

0

2

21

△479

7,657

11

15

11

3

1,342

187

8,750

8,830

資産見返負債戻
入

業務収益

学術図書出版事
業収益

88,789

96,446

学術研究助成基
金補助金収益

249

1,884

1,896

戦略的国際研究
交流推進事業費
補助金収益

252

47

61

国際化拠点整備
事業費補助金収
益

産学協力事業収
益

34

45

大学改革推進等
補助金収益

21

102

105

研究拠点形成費
等補助金収益

638

131,791

133,133

科学研究費補助
金収益

42

27,051

27,239

運営費交付金収
益

158

250,827

259,577

寄附金事業収益

250,747

259,577

経常費用

差引増
減額

（単位：百万円）
実績額

収益の部

費用の部

計画額

下回ったこと等によるものである。

合性は図られているか。
区分

発生要因については、学術研究助成事業収益が計画を

されているか。決算との整

・収支計画は、適切に作成 ・収支の実績は概ね計画どおりであり、増減額の主な

162
27,239
137,030

105

45

61

1,896

94,156

8
249
0

174
710

27,239
133,133

105

45

61

1,896

94,156

36
252
0

174
994

運営費交付金
による収入
科学研究費補
助金による収
入
研究拠点形成
費等補助金に
よる収入
大学改革推進
等補助金によ
る収入
国際化拠点整
備事業費補助
金による収入
戦略的国際研
究交流推進事
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
寄附金事業に
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

150

261,675

90,826

79,641
258,091

257,168

260,909

実績額

業務活動によ
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

計画額

284

△0

0

2

27

－

－

－

－

－

△3,897

－

△3,584

△11,185

3,741

差引増減
額

性を図っている。

握しており、財務諸表等と整合

区分

は、個々の区分に従い適切に把

等によるものである。

引増減額について、適切な
（単位：百万円）

成しており、実績額について

26 年度からの繰越額を平成 27 年度に受け入れたこと

切に反映して作成され、差
理由が開示されているか。

算や実績等に基づき適切に作

額の主な発生要因については、科学研究補助金の平成

・資金計画については、国の予

●平成 27 年度資金計画

された予算及び決算を適

【資金計画】
・法人の資金計画は、承認 ・資金の実績については概ね計画どおりであり、増減

163

前期繰越金

82,458

86,419
△3,961

じた未執行額や返還金等であ

・平成 27 年度は 78 百万円

損失））

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。

・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。

にされているか。
・当期総利益（又は当期総
損失）の発生要因は法人の

・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。

は、賃貸ビルの 4 月分家賃の前

のうち 78 百万円は平成 28 年 3 月に生じた当期未処分
利益であり、残りは積立金である。当期未処分利益 78
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。 ・運営費交付金債務の発生要因
払費用等であり、平成 28 年度

・平成 27 年度末利益剰余金は 220 百万円であり、そ
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

百万円である。運営費交付金債務残高は 77 百万円で
あり、未執行率は 0.3％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。

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

該計画に従い解消が進ん

分家賃の前払費用等であり、平成 28 年度中での収益
151

われているか。さらに、当 ・運営費交付金の未執行額は、主に、賃借ビルの 4 月

妥当性について検証が行

■業務運営に与える影響の分析

・平成 27 年度に交付された運営費交付金は、27,239

・繰越欠損金が計上されて

ない場合、未策定の理由の

■運営費交付金債務の未執行率（％）と未執行の理由

いないか。

すものではないと認められる。

いて事業の実施に影響を及ぼ

このため、法人の業務運営にお

・該当無し。

るという法人の性格に照
らし過大な利益となって

中に収益化を行うものである。

■繰越欠損金

とが必要な業務を遂行す

（利益剰余金（又は繰越欠

ことによるものか。

■利益剰余金

業務運営に問題等がある

益としているものである。この

■当期総利益（当期総損失）の発生要因

損失）の発生要因が明らか

り、決算処理手続きにおいて利

益の発生要因は、やむを得ず生

■当期総利益

（当期総利益（又は当期総
・当期総利益（又は当期総

・財務状況について、当期総利

【財務状況（当期総利益（又は当期総損失）】

【財務状況】

ため、妥当である。

払費用等）であり、精算時に収益化を行うものである

981,989 円で運営費交付金の収益化対象外のもの（前

運営費交付金債務残高のうち過年度交付分は

性

■運営費交付金債務残高のうち過年度交付分の妥当

る。

合がある。決算額についてはセグメント毎の合算額であ

※単位未満を四捨五入しているため合計が一致しない場

164
輌を保有しているが、必要最小
限であると認められる。

※その他、保有する実物資産はない。
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。
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。

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。

・必要性のない実物資産に

か。

が検証されているかどう

状況が把握され、必要性等

・実物資産について、利用

152

（実物資産の運用・管理）

連絡センターでは複数台の車

有）

有の必要性、資産規模の適

・実物資産について、海外研究

車両：計 6 台（6 カ所の海外研究連絡センターにて保

・ 実物資産について、保

（保有資産全般の見直し） ① 実物資産の名称と内容、規模

【実物資産】

行われているか。

況に着目した洗い出しが

務と欠損金等との相殺状

において、運営費交付金債

・いわゆる溜まり金の精査

（溜まり金）

分析が行われているか。

運営との関係についての

費交付金の未執行）と業務

・運営費交付金債務（運営

かにされているか。

となっている理由が明ら

合、運営費交付金が未執行

おける未執行率が高い場

■実物資産の保有状況

・精査した結果、該当無し。

営費交付金の当該年度に

■溜まり金

（運営費交付金債務）

化を予定している。

・当該年度に交付された運

でいるか。

165

（一般勘定）

・資産の売却や国庫納付等

していると評価できる。

進捗状況等は適切か。

優先としつつ、譲渡性預金等に

153

第 3 項に基づき、独立行政法人通則法第四十七条に規

八条第 3 項、他の基金にあっては同法附則第二条の二

・資金の保有方法については、日本学術振興会法第十

る。

千円）を基金に充てることにより、有効に管理してい

し、生じた利子（平成 27 年度利息の受取額：71,144

踏まえ、支払い時期が到来するまでの間に資金を運用

・学術研究助成基金から交付する助成金の支払計画を

(学術研究助成業務勘定)

ている。

かつ効率的な運用の観点から長期国債として保有し

運用益等をもってまかなうとしていることから、安全

・国際生物学賞に要する経費は、国際生物学賞基金の

（一般勘定）

有用性・有効性）

② 保有の必要性（事業目的を遂行する手段としての

ている。

より適切な管理・運用が行われ

を図るため、安全性の確保を最

は、その運用益の効果的な確保

譲渡性預金：15,120,000 千円

定期預金：

10,000,000 千円

（学術研究助成業務勘定）

・学術研究助成基金について

い、安全で効率的な運用を実施

券面総額 100,000 千円、取得価額 99,611 千円
第 340 回利付き国債（10 年）

は、その法人の取組状況や
券面総額 100,000 千円、取得価額 100,086 千円

債とし、運用益の使途目的に従

第 335 回利付き国債（10 年）

物学賞基金については長期国

・資産の運用について、国際生

にされていると認められる。

を行うものとなった場合

産規模は適切か。

して 200 百万円である。

的及び内容に照らした資

あり、保有目的についても明確

て、15,120 百万円、その他、投資有価証券（国債）と

の必要性、事務・事業の目

に管理され、資産規模も適切で

・金融資産の保有状況は、適切

・金融資産について、保有 ・現金及び預金として、75,706 百万円、有価証券とし

■金融資産の保有状況

（保有資産全般の見直し） ① 金融資産の名称と内容、規模

【金融資産】

る法人の取組は適切か。

及び自己収入の向上に係

・実物資産の管理の効率化

るか。

切な処分が検討されてい

ついての売却・除却等の適

166
く、基金管理委員会規程等によ
り責任も明確にされており、適

切な運用体制を構築している。

況は適切か。

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、回収していると評価でき
る。

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 27 年 4 月 17 日までに全額の回
収を終了した。

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。

■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
■出願に関する方針の有無
・該当なし
■出願の是非を審査する体制整備状況

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

154

・該当なし

・特許権等の知的財産につ

（保有資産全般の見直し） 討状況

【知的財産等】

の検討が行われているか

計画の見直しの必要性等

・回収状況等を踏まえ回収

われているか。

ある場合の要因分析が行

■知的財産の保有の有無及びその保有の必要性の検

など計画的に実施した。

る割合が増加している場
合、ⅱ）計画と実績に差が

会への返還額の回収については、返還の期限を定める

その貸付金等残高に占め

破産更生債権等の金額や ・科学研究費補助金等の繰越に係る、大学等から振興

切か。ⅰ）貸倒懸念債権・ ■回収計画の有無とその内容（無い場合は、その理由）

・回収計画の実施状況は適

債務者、債権額、納付期限等を

に伴う国庫返納のため、平成 26 年度に補助金等の交

・未収金については、事業別に、

について、回収計画が策定

■貸付金・未収金等の債権と回収の実績

・貸付金、未収金等の債権 ・未収金の主なものは、科学研究費補助金等の繰越し

（債権の管理等）

ていることが保証されている。

・上記運用体制から、責任は明確になっている。

り、実際に適切に運用管理され

・監事監査及び外部監査によ

十分に分析されているか。 ■資金の運用に関する法人の責任の分析状況

の報告を受けている。

を踏まえて、法人の責任が

の設定主体及び規定内容

切であると認められる。

・運用体制の整備だけではな

うことが基金管理委員会規程等で定められており、適

・資金の運用体制の整備状
・資金の性格、運用方針等 ・監事及び外部監査人による監査を受け適性である旨

は、適切であると認められる。

企画部長が行い、運用業務に係る事務は経理課長が行

・各基金の運用体制について

か。

■資金の運用体制の整備状況

・資金の運用状況は適切 ・基金の運用責任者は理事長であり、運用業務は総務

（資産の運用・管理）

理は適切である。

定する金融機関への預金により保有しており、その管

167

特になし

４．その他参考情報

■活用に関する方針・目標の有無

切か。

■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

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
るための取組は適切か。
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・該当なし

・特許権等の知的財産につ

知的財産の活用を推進す

■知的財産の活用・管理のための組織体制の整備状況

（資産の運用・管理）

・該当なし

・該当なし

組状況や進捗状況等は適

168

達成目標

前中期目標期間最
終年度値

短期借入金の限度額

H25

H26

－

は、運営費交付金の受入れ

に遅延が生じた場合であ ・短期借入金は有るか。有

る。

に遅延が生じた場合であ

る。

た、毎年の運営費交付金額

の算定に向けては、運営費

特になし

４．その他参考情報

況にも留意する。

交付金債務残高の発生状

＜課題と対応＞

が想定される事態として

－

－

＜評価の視点＞

性は適切か。

る場合は、その額及び必要

＜その他の指標＞

156

－

＜評定と根拠＞

は、運営費交付金の受入れ

評定

が想定される事態として

－

財務管理の実現を図る。ま

＜主要な業務実績＞

率的な執行に努め、適正な

－

短期借入金の限度額は

－

評定

－

外部評価委員による評価

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な
情報

自己点検評価

75 億円とする。短期借入

業務実績

法人の業務実績・自己点検評価

短期借入金の限度額は

＜主な定量的指標＞

主な評価指標

H29

75 億円とする。短期借入

年度計画

H28

寄付金等の外部資金や

中期計画

H27

自己収入の確保、予算の効

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価

評価対象となる指標

２．主要な経年データ

事業レビュー

関連する政策評価・行政

Ⅳ

１．当事務及び事業に関する基本情報

169

達成目標

前中期目標期間最
終年度値

重要な財産の処分等に関する計画

H25

H26

続きが進められているか。

況にも留意する。

特になし

－

157

は、計画に沿って順調に手

交付金債務残高の発生状

４．その他参考情報

－

る計画は有るか。有る場合

＜評価の視点＞

＜課題と対応＞

・重要な財産の処分に関す

－

＜評定と根拠＞

－

評定

－

－

評定

－

外部評価委員による評価

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な
情報

自己点検評価

＜主要な業務実績＞

業務実績

法人の業務実績・自己点検評価

の算定に向けては、運営費

－

＜主な定量的指標＞

主な評価指標

H29

た、毎年の運営費交付金額

分する計画はない。

重要な財産等を譲渡、処

年度計画

H28

＜その他の指標＞

する計画はない。

重要な財産を譲渡、処分

中期計画

H27

財務管理の実現を図る。ま

率的な執行に努め、適正な

自己収入の確保、予算の効

寄付金等の外部資金や

中期目標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価

評価対象となる指標

２．主要な経年データ

事業レビュー

関連する政策評価・行政

Ⅴ

１．当事務及び事業に関する基本情報

170

達成目標

剰余金の使途

前中期目標期間最
終年度値

H25

H26

特になし

４．その他参考情報

中期目標

・利益剰余金は有るか。有

進に充てる。

促進に充てる。
■利益剰余金が生じた理由

政法人日本学術振興会法第 20 条の規定により、次期

活用されているか。

－

158

・該当なし。

■目的積立金の有無及び活用状況

後の翌年度に国庫に納付するものである。

中期目標期間へ繰越す額を除いた額を、中期計画終了

ついては、目的積立金ではなく積立金として、独立行

用方策を定める等、適切に

＜評価の視点＞

執行残によるものである。利益剰余金 220 百万円に

る場合は、活用計画等の活

・目的積立金は有るか。有 ・平成 27 年度当期未処分利益は、やむを得ず生じた

か。

る場合はその要因は適切

－

＜課題と対応＞

に行っている。

ており、決算処理手続きも適切

る利益剰余金は 220 百万円である。その内訳として、 要因、金額等が的確に把握され

査研究の充実、情報化の促

平成 27 年度当期未処分利益が 78 百万である。

・利益剰余金については、発生

・平成 27 年度末（平成 28 年 3 月 31 日時点）におけ
＜その他の指標＞

広報・情報提供の充実、調

－

査・研究の充実、情報化の

＜主な定量的指標＞

報・情報提供の充実、調

振興会の決算において

＜評定と根拠＞

振興会の決算において

評定

自己点検評価

－

評定

－

外部評価委員による評価

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な
情報

■利益剰余金の有無及びその内訳

業務実績

法人の業務実績・自己点検評価

H29

＜主要な業務実績＞

主な評価指標

H28

剰余金が発生したときは、 －

年度計画

H27

剰余金が発生した時は、広

中期計画

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価

評価対象となる指標

２．主要な経年データ

事業レビュー

関連する政策評価・行政

Ⅵ

１．当事務及び事業に関する基本情報

171

前中期目標期間最
終年度値

施設・設備に関する計画

達成目標

１

その他主務省令で定める業務運営に関する事項

H25

H26

特になし

４．その他参考情報

施設・設備に関する計

中期計画

はない。

施設・設備に関する計画

画

推進する。

1

施設・設備の整備につい

ては、長期的視点に立って

中期目標
施設・設備に関する計

はない。

施設・設備に関する計画

画

1

年度計画

－

＜評価の視点＞

－

159

－

＜その他の指標＞

＜主要な業務実績＞

－

H27

＜主な定量的指標＞

主な評価指標

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価

評価対象となる指標

２．主要な経年データ

事業レビュー

関連する政策評価・行政

Ⅶ―１

１．当事務及び事業に関する基本情報

H29

業務実績

－

－

＜課題と対応＞

－

－

評定

－

外部評価委員による評価

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な
情報

自己点検評価
＜評定と根拠＞

評定

法人の業務実績・自己点検評価

H28

172

人事に関する計画

達成目標

（３）人事評定

（２）人事交流

前中期目標期間最
終年度値

（１）職員の研修計画

２

H25

106 名

H26

103 名

中期目標

・その他外部研修：31 名が 8 研修を受講

いるか。
＜評価の視点＞
・交流人事の職員の数の割
合について、現状が適切な
のか、さらに適切な割合が

を参加させる。

①語学研修

②海外の機関での研修

③情報セキュリティ研修

④コンプライアンス研修

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

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

ことが業務の効果的・効率的な運営上有益であること
から、国立大学法人等から 68 名を人事交流として受
け入れ、適切な人事配置を行った。

なるべき振興会プロパー
の職員の育成について、ど
のような方策が可能かを

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

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。

が必要であろう。
【外部評価委員指摘 26 年
度評価】

専門性を高めるとともに、

意識向上を図る。

160

検討し、強化していくこと ・これらの者に振興会の業務を経験させることにより

外研修等を実施し、職員の

いる。

機動的に実施できるようにして

・国立大学等における豊富な実
は、当該機関における業務経験を持つ人材を活用する

検討するとともに、コアと

職員の意識や能力に応じ

あり得るのかなどを含め、 ・大学等学術研究機関の研究者を支援するに当たって

上を図っている。

せることにより、職員の資質向

国内外での研修へ職員を参加さ

国立大学法人等との人

【人事交流】

研修を受講

た適切な人事配置を行う。

（２）人事交流

「達成すべき成果」について
は、いずれにおいても目標を達

・コンプライアンス研修：33 名が受講

る業務の実績が得られて

で実施される研修に職員

ることで、人材の効果的活

人材の確保・育成を図り、

・情報セキュリティ研修：33 名が受講

より、中期計画の項目に係

質の向上を図るため、外部

平成 27 年度における中期計

＜その他事項＞

及び改善方策＞

＜指摘事項、業務運営上の課題

成しており、評価できる。

を B とする。

行われていると認められ、評定

に記載の内容で適切な評価が

ると言えることから、自己評価

かって順調に実績を上げてい

計画通り履行し、中期目標に向

画の実施状況については、中期

研修を実施する。また、資 ・着実かつ効率的な運営に

ため、語学研修をはじめとする

・効率的かつ適切な業務運営の

B

適切かつ具体的に反映す

・海外機関研修：2 名が米国と英国の大学等での語学

・語学研修：5 名が英会話研修を受講

評定

＜評定に至った理由＞

結果を処遇、人事配置等に

＜その他の指標＞

B

外部評価委員による評価

職員の専門性及び意識

＜評定と根拠＞

評定

自己点検評価

の向上を図るため、下記の

業務実績

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な
情報

価を定期的に実施し、その

【職員の研修計画】

－

（１）職員の研修計画

H29

法人の業務実績・自己点検評価

H28

①職員の業績等の人事評

＜主要な業務実績＞

＜主な定量的指標＞

2 人事に関する計画

主な評価指標

104 名

（１）人事方針

年度計画

H27

2 人事に関する計画

中期計画

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価

研修受講人数（延べ）

評価対象となる指標

２．主要な経年データ

関連する政策評価・行政
事業レビュー

Ⅶ―２

１．当事務及び事業に関する基本情報

173

特になし

４．その他参考情報

関わることで、客観的かつ公平
な実施を行っている。

務評定を行い、その結果を勤勉手当や人事配置等へ具
体的に反映した。また、昇給については、平成 26 年
12 月に国家公務員の給与基準を基礎とする新たな俸
給表導入した際に、併せて平成 27 年 1 月より国家公

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。

職員の育成についての方策につ
いて検討し、限られた人員で事
業効果の最大化を図れるよう体

て、学術の振興を図る目的を達成するための人材を常
に確保していく必要がある。このため、こうした人材
の確保・配置及び育成を振興会の環境の変化に適切に

161

平成２８年度の人事管理方針を策定した。

度に向け策定した。

応えつつ、計画的かつ公平・公正に実施していくため、 制を整備する方針を平成２８年

・今後の交流人事のあり方や、

我が国の学術振興を担う唯一の資金配分機関とし

〈人事管理方針の策定について〉

た。

務員の給与支給基準に準じたものとし適正に実施し

上げるとともに複数の評定者が

・〈職員〉 複数の評定者による客観的かつ公平な勤

遇、人事配置等に適切かつ

勤務成績を職員の処遇に適切に

結果を勘案し、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。 反映させ、勤務評定の実効性を

・職員の勤務評定については、

・〈役員〉 理事長が文部科学大臣の行う業績評価の

【人事評定】

定を実施し、その結果を処

職員の業務等の勤務評

（３）人事評定

174

前中期目標期間最
終年度値

中期目標期間を超える債務負担

達成目標

３

H25

H26

特になし

４．その他参考情報

中期目標

中期目標期間を超える

中期目標期間を超える

H29

＜その他の指標＞

の必要性及び資金計画へ
の影響を勘案し、適切に判
断されているか。

合理的と判断されるもの

について行う。

－

＜評価の視点＞

ついて、当該債務負担行為

金計画への影響を勘案し

・ある場合、その合理性に

とがある。

を超える場合で、当該債務

負担行為の必要性及び資

務負担はあるか。

たって債務負担を行うこ

当該期間が中期目標期間

162

－

＜課題と対応＞

－

＜評定と根拠＞

－

評定

－

－

評定

－

外部評価委員による評価

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な
情報

自己点検評価

＜主要な業務実績＞

業務実績

法人の業務実績・自己点検評価

H28

－

H27

＜主な定量的指標＞

主な評価指標

を効率的に実施するため、 に、次期中期目標期間にわ ・中期目標期間を超える債

中期目標期間中の事業

を効率的に実施するため

中期目標期間を超える

債務負担

3

年度計画

債務負担については、事業

債務負担

3

中期計画

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価

評価対象となる指標

２．主要な経年データ

事業レビュー

関連する政策評価・行政

Ⅶ―３

１．当事務及び事業に関する基本情報

175

前中期目標期間最
終年度値

積立金の処分に関する事項

達成目標

４

H25

H26

特になし

４．その他参考情報

中期目標

－

－

－

期計画と整合しているか。

日本学術振興会法に定め

－

＜評価の視点＞

－

有る場合は、その使途は中

る業務の財源に充てる。

＜課題と対応＞

・積立金の支出は有るか。

－

＜評定と根拠＞

評定

－

評定

－

外部評価委員による評価

（参考情報）
当該年度までの累積値等、必要な
情報

自己点検評価

については、独立行政法人

業務実績

法人の業務実績・自己点検評価

H29

大臣の承認を受けた金額

163

＜主要な業務実績＞

＜主な定量的指標＞

主な評価指標

H28

＜その他の指標＞

年度計画

H27

立金残高のうち、文部科学

最終事業年度における積

前期中期目標の期間の

4 積立金の使途

中期計画

３．各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己点検評価及び外部評価委員による評価

評価対象となる指標

２．主要な経年データ

事業レビュー

関連する政策評価・行政

Ⅶ―４

１．当事務及び事業に関する基本情報

平成 28 年 6 月 24 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 27 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 27 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 項及び独立行政法人日本学
術振興会に関する省令第 1 条の 2 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

監事の監査の方法及びその内容
監事は、監事監査計画に基づき、理事長、理事及び職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査

の環境の整備に努めるとともに、平成 27 年度における振興会の業務執行、会計経理及び重点監査
項目について、以下のとおり監査を実施した。
業務執行については、役員会、評議員会を始めとする重要な会議に出席し、振興会の意思決定プ
ロセスを監視した。また、規程などの重要な規則の制定又は改廃に決裁上でその内容を監視し、必
要に応じて理事長に意見具申した。
会計経理については、予算執行について四半期毎に報告を受け、適正な執行が行われたかどうか
監査した。また、平成 27 年度は 2 回開催された契約監視委員会に委員として出席し、振興会にお
いて発注した物品・役務等に係る契約のうち、新規の随意契約及び 2 か年度連続の一者応札となっ
た一般競争入札について事後点検を行った。
平成 27 年度の重点監査項目については、
「日本学術振興会における人員配置のあり方」を設定し、
各部署において業務内容と業務量に沿った適正な人員整備がなされているか、所属職員からの面談
を実施することにより、現場の声を収集し、監査を行った。
Ⅱ 監査の結果
１．業務執行について
(1) 振興会の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成
に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
（総括的監査意見）
振興会の業務は、法令等に従い適正に実施されているとともに、中期目標の着実な達成に向け
効果的かつ効率的に実施されているものと認める。
併せて、中期計画や年度計画の実施状況については、自己点検評価を実施し、外部評価委員会
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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おり、その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。平成 27 年度が第 3 期中期目標期間の 3 年目
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。
また、以下の監査事項に対して、適切に実施されているものと認める。
（科学研究費助成事業）
平成 30 年度の科研費改革に向けて、振興会では学術システム研究センターを中心に「系・分
野・分科・細目表」の大幅な見直しや振興会事業の審査方法のあり方について議論を重ね、「科
学研究費助成事業審査システム改革 2018(報告)」として科学技術・学術審議会学術分科会科学研
究費補助金審査部会に報告した。これは、学術動向に即したボトムアップ研究の振興と公正な審
査システム構築を基本理念として、学術研究支援の資金配分を行う振興会の作業として大変重要
なものである。各分野から第一線の現場の研究者を集め、学術研究支援の在り方について検討す
るシンクタンクとしての機能を持つ「学術システム研究センター」を有する振興会ならではの成
果であると高く評価したい。
平成 27 年度のその他の取組としては、国際共同研究加速基金の創設により科研費の国際化を
推進したことと、特設分野の設定により、重点的に支援すべき分野の設定に研究分野の変化に対
応して柔軟に取り組んだ姿勢が評価出来る。
（国際協働ネットワークの構築）
振興会の国際事業の中で、平成 27 年度に特筆すべき成果はグローバルリサーチカウンシル
（GRC）の第 4 回東京年次会合を主催したことである。47 ヵ国 56 機関の学術振興機関長等が
出席し、世界共通の課題解決に向けて、振興会がリーダーシップを発揮して議論を主導し、宣言
の採択により会合を成功に導いたことと、ブレークスルーを促すために学術研究や基礎研究への
支援の必要性などが我が国の内外の関係者に広く発信・共有できたことは極めて有意義であった
と評価できる。
また、「サンパウロ海外アドバイザー」を新設したことは、グローバル化の一環としての南米
地域へのネットワーク構築の第一歩として評価したい。
（研究公正への取り組み）
平成 26 年度に作成された研究公正のための教材である「科学の健全な発展のために－誠実な
科学者の心得－」（グリーンブック）について、平成 27 年度は、当該教材の英語教材を作成し、
外国人研究者に対応した研究公正のための取組を推進するとともに、グリーンブックの日本語版
をもとにした e-learning システムを開発したことを評価する。
（給与水準）
給与水準については、平成 26 年 12 月より国家公務員の給与支給基準をふまえ新たな俸給表を
導入した。これにより、給与水準の検証や適正化に、より適切に取り組めるようになり、平成 27
年度はその効果を本格的に活かせるようになった。
(2) 振興会の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他振興会の業
務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
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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。
振興会では「独立行政法人通則法」改正に伴い、内部統制の強化のために平成 27 年 4 月に業
務方法書を改正した。これに伴い、能率的で公正・公平な業務遂行のために平成 28 年度に向け
た組織改革・編成に取り組み、規程の制定及び改正を行った。
規程整備や組織改革は、振興会の業務執行及び会計経理が理事長の総理の基に効果的に生かさ
れるための体制整備と法人ガバナンスの有効な機能化であり、対応の迅速性と的確性を大いに評
価したい。
(3) 振興会の役員の職務の遂行における不正の行為又は法令等に違反する重大な事実の有無
役員の職務の遂行に関する不正の行為又は法令等に違反する重大な事実は認められない。
２．会計経理について
（執行、現金等の出納及び保管、財務諸表及び決算報告）
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、学術研究助成業務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
査を行う会計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。
（契約の締結及び執行）
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。
（資産の取得、管理及び処分）
振興会本部では、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。海外研究連絡センターの資産は資産台帳に基づき適切に管理されていること、3 カ所の
センターの現地実査の状況も含めて定期的な現物実査を行っ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。
３．重点監査項目について
平成 27 年度の重点監査項目として「日本学術振興会における人員配置のあり方」を設定し、そ
れぞれの部・課・係の実情を、所属職員からの面談を実施することにより、現場の声として収集し
た。これらの作業の結果は、平成 28 年度の組織改編に反映できるよう、平成 28 年 1 月に中間報
告をまとめ、理事長に報告した。その後に行われた 28 年度にむけた人事・人員配置においては適
切な対応をしたと認め、大いに評価したい。
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振興会の事業においては、膨大かつ質の高い業務遂行が求められている。これらは、職員の能力・
努力・モチベーションの高さに支えられている。今後も振興会の業務を遂行するうえで必要な能
力・モチベーションの向上が図られる人員配置に努めるとともに、キャリアアップに資する人事異
動に努めることとされたい。また、振興会組織は複雑な人員構成の上に成り立っており、その長所・
短所を認識し、適切かつ効率的な業務執行が遂行できる体制づくりをお願いしたい。
Ⅲ 平成 26 年度の指摘事項への対応と、今後更なる検討や実施を希望する事項
１． 平成 26 年度の指摘事項への対応
（科学研究費助成事業の電子申請・審査システム）
科学研究費助成事業の電子申請・審査システムは、10 万件に及ぶ研究課題の申請情報を扱うた
め、堅固な情報セキュリティの確保と一切のトラブルも許されないシステム運営が強く求められて
いる。平成 26 年度においては、システム運営上トラブルの発生が懸念される事項として以下の 3
点を指摘した。
①電子申請・審査システムおよびそれに関わる業務が複雑であること。
②電子審査システムの老朽化・陳腐化の現実化。
③平成 30 年度の大幅な科研費制度改革への対応力。
①については、業務上 2 業者の電子システムを活用しているが、本会職員のシステムへの理解を
深めるために、システム概要の文書化を行うとともに、両システムを有機的に機能させることが出
来るよう、定期的に開発業者と打合せを行っていることが確認できた。さらに、平成 26 年度にシ
ステム業務のマニュアル化を行い、現在もその充実を図るなど、円滑な業務遂行に努めている。科
研費業務を担う職員は、その全貌を理解し、業務実施や引き継ぎにおいて遺漏無いよう、最善の注
意を払うことをお願いしたい。
②については、サーバの老朽化に伴い平成 24 年度には機器の更新を行い、その後も審査委員か
らの意見を踏まえ、適宜改修を行っていることが確認された。
③について精査した結果、現時点では科研費制度改革に対応できるとの見通しを得た。しかし、
複数のシステムを利用しているため、今後複合化によるシステム運用の不具合を引き起こすリスク
が残っている。このリスク回避のため、システムの一本化等を検討することは合理的である。これ
には時間を要することから、早急に検討を始められたい。
２． 今後更なる検討や実施を希望する事項
（振興会活動の広報）
平成 28 年 1 月に閣議決定された第 5 期科学技術基本計画において、学術研究の推進に向けた改
革・強化が謳われている等の状況を踏まえると、学術の振興を目的とする我が国唯一の独立した資
金配分機関である振興会の業務は、今後益々重要になっていくと思われる。学術研究支援の重要さ
を社会にアピールし、振興会のプレゼンスを示すために、広報にさらに力を注ぐことが望まれる。
（たとえば、
「科研費から生まれた成果」の冊子化など）
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
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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。
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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
改正 平成２８年３月３１日 規程第４８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、監査・評価室において処理する。
（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
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て定める。
附 則
１ この規程は、平成 16 年 2 月 17 日から施行する。
２ この規程の最初に任命される委員の任期は第４条第１項の規定にかかわらず、平成 18 年 6
月 30 日までとする。
附 則
この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
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。
附 則
この規程は、平成 28 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名簿
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観山 正 見

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先進技術開発カンパニー
電池材料技術・研究部長

電気通信大学特任教授
日本女子大学名誉教授

お茶の水女子大学基幹研究院教授

広島大学特任教授
※敬称略
任期：平成 27 年 5 月 1 日～29 年 4 月 30 日
＊任期：平成 28 年 5 月 1 日～29 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 28 年 5 月 12 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（見込評価、期間実績評価）
【中期目標期間終了時に見込まれる業務の実績の評価、中期目標期間終了時の評価】
中期目標の達成状況（見込評価においては、年度終了時に見込まれる達成状況）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、Ｄの５段階評価とする（「Ｂ」を標準とする）。
Ｓ：法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られ
ていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の１２０％以
上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。
Ａ：法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定
量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の１２０％以上とする）。
Ｂ：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画
値（又は対年度計画値）の１００％以上１２０％未満）。
Ｃ：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計
画値（又は対年度計画値）の８０％以上１００％未満）。
Ｄ：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める（定
量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の８０％未満、又は主務大臣が業務運
営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。
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３）評価方法
振興会から提出される自己点検評価報告書等に基づき、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

３．中期目標期間評価（見込評価、期間実績評価）
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
各評価項目の評価については、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階評価とする（「Ｂ」を標準とする）。
Ｓ：法人の活動により、中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得られ
ていると認められる（定量的指標においては対中期計画値の１２０％以上で、かつ質的に顕著
な成果が得られていると認められる場合）。
Ａ：法人の活動により、中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる（定
量的指標においては対中期計画値の１２０％以上）。
Ｂ：中期目標における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期計画
値の１００％以上１２０％未満）。
Ｃ：中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期計
画値の８０％以上１００％未満）。
Ｄ：中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた、抜本的な改善を求める（定
量的指標においては対中期計画値の８０％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の必要
な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。
３）評価方法
振興会から提出される自己点検評価報告書等に基づき、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

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：

委員

（平成 27 年度振興会業務全般について、ご担当された箇所を中心にコメントを御記入ください。）
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独立行政法人日本学術振興会計画・評価委員会規程
平成２８年３月２２日
規 程 第 １ ４ 号
（設置）
第１条 独立行政法人日本学術振興会に、計画・評価委員会（以下「委員会」という。）を置
く。
（任務）
第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を行う。
一 中期計画及び年度計画の作成に関すること
二 自己点検に関すること
三 その他計画・評価に関する重要事項
（組織）
第３条 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 グローバル学術情報センター所長
五 審議役
六 各部の長及び参事
（委員長）
第４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。
（委員以外の者の出席）
第５条 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、説明または意見
を聴くことができる。
（作業部会）
第６条 委員会に、必要に応じて作業部会を置くことができる。
２ 作業部会に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
（庶務）
第７条 委員会の庶務は、総務企画部企画情報課の協力を得て、監査・評価室において処理す
る。
（雑則）
第８条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に
諮って定める。
附 則
１ この規程は、平成２８年４月１日から施行する。
２ 独立行政法人日本学術振興会自己点検評価委員会規程（平成１６年規程第５号）は廃止す
る。
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独立行政法人日本学術振興会平成２８年度自己点検評価実施要領
平成２８年３月１７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２７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
第三 予算、収支計画及び資金計画
第五 重要な財産の処分等に関する計画
第六 剰余金の使途
第七 その他主務省令で定める業務運営に関する事項
３．計画・評価委員会
自己点検評価は、振興会に置かれた計画・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２７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．自己点検評価書
自己点検評価は、別紙「平成２７年度自己点検評価書」により実施する。
６．自己点検評価書の作成
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「平成２７年度自己点検評価書」を作成
し、委員会に報告する。
１． 項目別評定調書（国民に対して提供するサービスその他業務の質の向上に関す
る事項）
２． 項目別評定調書（業務運営の効率化に関する事項、財務内容の改善に関する事
項及びその他業務運営に関する重要事項）
なお、別添資料として評価資料を用意し、その一覧を作成する。
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「自己点
検評価書」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２７年度事業の評価手法について

平成２８年３月
独立行政法人日本学術振興会
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平成 27 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 27 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は平成 25 年 12 月 24 日閣議決定の「独立行政法人改革等に関する基本的な方
針」に基づき、平成 26 年 6 月 13 日にその一部が改正された。そこでは、独立行政法人は業務の特性
を踏まえて分類がし直され、振興会は公共上の事務・事業を中期的（3～5 年）な目標・計画に基づき
行うことにより多様で良質なサービスの提供を通じて公共の利益を増進することを目的とする「中期
目標管理法人」として位置づけられた（第 2 条②、第 29 条）。運営について、主務大臣が 5 年の期
間において振興会が達成すべき業務運営に関する目標（中期目標）を定め、振興会はこれを達成する
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。なお、
目標設定と評価方法については、平成 26 年 9 月 2 日に総務大臣が新たに指針を決定し、平成 26 年度
事業の評価から当評価指針に基づいて実施することとなった。
改正独立行政法人通則法では、業務運営の状況について、独立行政法人通則法第 32 条及び 35 条の
規定に基づき、毎年度終了時、中期目標期間の最後の事業年度の直前の事業年度、及び中期目標期間
終了時に、主務大臣が有識者の知見を活用しつつ、評価を実施し、必要に応じて当該法人に業務改善
等その他必要な措置を命じるほか、従来各府省で評価を行ってきた「独立行政法人評価委員会」は廃
止され、文部科学省では主務大臣が評価の際に有識者の知見を活用するための場として、「政策評価
に関する有識者会議」を活用し、その下に分科会及び WT を設置して評価を実施していくこととなっ
た。
全府省共通の新たな評価の指針では、評語（S, A, B, C, D とし、B が標準）、評価基準、評価様式
が統一されたほか、目標の設定単位毎にアウトプット情報（事業実施状況等）とインプット情報（予
算の投入状況等）を対比した評価書を作成すること、また、評価に応じて予算配分や組織・業務の見
直しを命じるなど主務大臣のとるべき措置が明確化された。
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。
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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。
＜評価指針＞
1. 「独立行政法人の評価に関する指針」（別紙１）
総務大臣は平成 26 年 9 月 2 日に「独立行政法人の評価に関する指針」（以下「評価の指針」
と言う。）を決定した。独立行政法人制度が導入された平成 13 年度以来、府省独立行政法人評
価委員会、政策評価･独立行政法人評価委員会による階層的な評価結果等を踏まえた不断の見直
しが行われ，着実に法人の業務改善がなされてきた。一方、従来府省評価委が行う評価は各府省
評価委の定める独自の評価基準に基づき行っていたことから政府全体としての評価の統一性を欠
く、中期目標期間を総括した評価が次期中期目標策定に活かされていない、との指摘があった。
このような指摘に対し、平成 26 年 6 月 13 日に独立行政法人通則法の一部改正が行われ、法
人の政策実施機能の最大化を図る観点から、主務大臣の下での PDCA サイクルを十分に機能さ
せるため、主務大臣が目標の策定に加え評価も行い、評価結果を法人の組織・事業の見直しや改
廃、国の政策への反映に活用するという，より効果的かつ効率的な目標の仕組みにあらためられ
たとともに、総務大臣が目標の策定及び業務の実績評価に関する政府統一的な指針を定めること
とされた。
当指針は主務大臣が評価を実施するにあたり指針とすべき事項が取りまとめられたものであり、
振興会の自己点検・外部評価を実施する際もこれに沿って実施する必要がある。
＜評価結果＞
1．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 2）
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、
平成 26 年 7 月 22 日に「平成 25 年度事業に係る業務実績の外部評価結果」を、平成 27 年 7 月
28 日に「平成 26 年度事業に係る業務実績の外部評価結果」を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 27 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。
2．「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 3）
平成 26 年度まで文部科学省に設置されていた独立行政法人評価委員会は、平成 25 年 8 月 23
日に「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、平成 26 年 8 月
20 日に「平成 25 年度に係る業務の実績に関する評価の結果について」を振興会に通知した。
本通知は、改正前の独立行政法人通則法第 32 条及び 34 条に基づき通知されたもので、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。
平成 27 年度からは政策評価に関する有識者会議ワーキングチームの助言を受けつつ文部科学
大臣が評価を実施することとなり、独立行政法人通則法第 32 条第 4 項の規定に基づき、平成
27 年 8 月 26 日に「平成 26 年度における業務の実績に関する評価の結果について」が通知され
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た。
これらの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 27 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。

3．総務省独立行政法人評価制度委員会「平成 26 年度における独立行政法人の業務の実績及び平
成 26 年度に中期目標期間を終了した独立行政法人の中期目標の期間における業務の実績に関す
る評価の結果についての点検結果」を踏まえた評価（別紙 4）
総務省に置かれた独立行政法人評価制度委員会は、平成 27 年 11 月 17 日に「平成 26 年度に
おける独立行政法人の業務の実績及び平成 26 年度に中期目標期間を終了した独立行政法人の中
期目標の期間における業務の実績に関する評価の結果についての点検結果」を公表した。
「独立行政法人の評価に関する指針」に基づく初めての評価となることを踏まえ、評定の根
拠、理由等を点検した結果として、評価手法や評定の根拠、理由等のより一層の明確化が必要
な事例について言及されている。
＜指摘事項＞
1. 「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 5）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。
2.「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 6）
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、独法通則法の一部を改正した法律が
平成 27 年 4 月から施行された。
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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、「自己点検・
外部評価書」に沿って評価を行う。
本評価書は、「評価の指針」において定められた、主務大臣による評価のための様式を準
用したものである。
また、同指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、本評価書に記載する際には、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) 当事務及び事業に関する基本状況
中期目標を設定した項目ごとの評価単位、当事業実施に係る根拠等を記載する。
(2) 主要な経年データ
① 主要なアウトプット（アウトカム）情報
② 主要なインプット情報（財務情報及び人員に関する情報）
(3) 各事業年度の業務に係る目標、計画、業務実績、年度評価に係る自己評価
① 中期目標、中期計画、年度計画の転記
② 主な評価指標（主な定量的指標、その他の指標（定量的指標以外のもの）、評価の視
点（過去の指摘等））
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年度計画を元に記述する。
評価基準は、定量的・定性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（定量的）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。
③ 法人の業務実績
上記②を踏まえ、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。
④ 自己評価（評定及び課題と対応）
平成 26 年度に係る当該事業・業務に対する分析・評価を「②主な評価指標」に基づ
き総合的な評価を記載するとともに、上記①で記載した中期計画等で定められた指標
について目標・計画と実績を比較した評価を行う。その際、目標・計画（予算）と実
績（決算）の際について要因分析を実施するほか、業務実績と成果（アウトプット）
・効果（アウトカム）の関連性等を明らかにする。また、今後の業務実施に当たって
留意すべき点、今後の改善方策や方向性等も併せて記載する。
なお、評定は後述の「3. 評価の基準」に基づき、上記「分析・評価」の記述を参照し
て評定を記載すること。
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3．評価の基準
上記の自己評価における各評価項目の評点は、以下のとおり S、A、B、C、D の 5 段階とし、
標準は B とする。
なお、この基準は、総務大臣が決定した「独立行政法人の評価に関する指針」に基づいてい
る。
S：法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が
得られていると認められる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）
の 120％以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。
A：法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認めら
れる（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする）。
B：【標準】中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標におい
ては対中期計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。
C：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対
中期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。
D：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求め
る（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務
大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場
合）。
なお、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」のうち、
内部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価をせざるを得ない場合や、一定の条件を
満たすことを目標としている場合など、業務実績を定量的に測定しがたい場合には、以下の要
領で上記の評定に当てはめることも可能とする。この場合も B を標準とする。
S：－
A：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。
B：【標準】目標の水準を満たしている（「A」に該当する事項を除く。）。
C：目標の水準を満たしていない（「D」に該当する事項を除く。）。
D：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずる
ことを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要。
4．評価の留意事項
(1) 評定を付す際には、なぜその評定に至ったかの根拠を合理的かつ明確に記述する。
(2) 目標で設定された難易度の高い項目に限り、評定を一段階引き上げることについて考慮す
る。ただし、評定を引き上げる場合は、評定を引き上げるにふさわしいとした根拠につい
て、量的及び質的の両面について、具体的かつ明確に記述するものとする。
(3) 最上級の評定「S」を付す場合には、法人の実績が最上級の評定にふさわしいとした根拠
について、量的及び質的の両面について具体的かつ明確に記述するものとする。
具体的には、量的な面として、


法人の自主的な取組による創意工夫



目標策提示に想定した以上の政策実現に対する寄与
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重要かつ難易度の高い目標の達成

等について具体的かつ明確に説明するものとする。
(4) 「C」及び「D」を付す場合には、改善に向け取り組むべき方針を記述する。
なお、問題点が明らかになった段階においては、具体的かつ明確な改善方策を記述する。
(5) 目標策定の妥当性に留意し、目標水準の変更が必要な事項が検出された場合にはその旨記
載する。
5．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政策評価に関する有識者会議
WT の意見を参考に、今後も更に検討を重ね、中期計画に基づく事業・業務の遂行に対する評
価の向上に努めることとしたい。
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独立行政法人日本学術振興会
平成２７年度事業の評価手法について
参 考 資 料
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（別紙１）
独立行政法人の評価に関する指針（抜粋）
平成 26 年 9 月 2 日
総 務 大 臣 決 定
Ⅰ 本指針について
１ 本指針の位置付け
(1) 本指針は、通則法第 28 条の２第１項規定の「第 32 条第１項、第 35 条の６第１項及び第２項並びに第 35 条
の 11 第１項及び第２項の評価」に関する指針である。
主務大臣は本指針に基づき所管する法人の評価を実施する必要がある。
(2) 主務大臣は本指針に基づいた評価を実施するため、評価の基準を個別具体的に作成し、それに基づいて評価
を実施するものとする。
２ 評価の指針を策定する目的及び評価の指針の策定の基本的考え方
本指針は以下の考え方の下に策定されたものであり、主務大臣はこれに基づき評価を実施しなければならない。
(1) 法律、閣議決定及びその他政府の種々の改革方針において、法人が取り組むべきとされた事項に関する実施
状況について評価を行うとともに、法人の業務等に係る国会審議、会計検査、予算執行調査等の指摘事項へ
の取組状況についても評価を行う。
(2) 主務大臣の下でのＰＤＣＡサイクルを十分に機能させるという制度改正の趣旨を踏まえ、法人の業務実績評
価（独立行政法人評価制度委員会や政独委が指摘した事項を含む。）に加え、関連する国の政策評価、行政
事業レビュー及び行政評価・監視の結果を活用して評価する。
(3) 評価は、評価単位（※）に合わせて行う項目別評定（以下「項目別評定」という。）と、項目別評定を基礎
とし法人全体を評価する総合評定によって行う。
※「独立行政法人の目標の策定に関する指針」Ⅱの３（３）、Ⅲの４（３）及びⅣの２（３）の評価単位を
示す。
(4) 評価は、目標及び計画で掲げる指標を基準とする絶対評価によって行うものとする。なお、研究開発に係る
事務及び事業については、研究開発業務の特性等を踏まえ、適切な評価軸に基づき評価を行う。
(5) 評価に当たっては、各法人の事務及び事業の特性に十分に配慮し、なぜその実績に至ったかについて外部要
因の影響やマネジメントの課題等を含む要因分析を行い、業務の改善につながるような実効性のある評価を
実施する。
また、その際、政府の政策実現への寄与など、法人の目的やその業務の質の向上の観点に留意するととも
に、社会経済情勢の変化や技術の進歩等を踏まえたものとする。
(6) 評価に当たっては、独立行政法人制度創設の趣旨を踏まえ各法人の事務及び事業の特性に十分に配慮し、業
務が効果的かつ効率的に実施されているかどうかの視点を常に持ち、その業務がどれほどの投入資源を費や
しているかについて業務の成果・効果と対比して評価する。
(7) 評価に当たっては、早急な財務内容の改善など、法人個々に対する社会的要請をも踏まえるものとする。
(8) 評価に当たっては、法人が通則法第 32 条第２項、第 35 条の６第３項及び第４項、第 35 条の 11 第３項及び
第４項に基づき作成する、自ら評価を行った結果を明らかにした報告書（以下「自己評価書」という。）を
活用して評価するものとする。
(9) 主務大臣による評価は、法人の業務運営の改善のほか、組織及び業務の全般にわたる検討、新中期目標の策
定に活用されることが求められていることから、極めて重要である。簡素・効率的で実効性の高い目標管理・
評価の仕組みの下、法人の評価が適正かつ厳正に行われ、評価結果に基づき業務の改善が促されることによ
り、評価の実効性が確保される。
(10) 従来、府省評価委が各自で設定していた評定区分、総合評定の方法、評価の結果の様式等を標準化し統一性
を向上させることにより、他法人や過年度実績との比較可能性を高めるとともに、目標・計画の実施状況、
進捗状況及び達成の状況を標準化された評価書で明らかにすることにより、国民にとって分かりやすい評価
を実現し、透明性の確保・国民への説明責任の徹底（見える化）が図られるものとする。
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(11) 通則法第 32 条第４項、第 35 条の６第７項及び第 35 条の 11 第６項の評価の結果（以下「評価書」という。）
は、目標の達成状況及び計画の実施状況とそれに対する評価を分かりやすく記載し、公表するものとする。
３ 本指針の適用範囲
本指針の適用範囲は次のとおりである。
(1) 中期目標管理法人
① 通則法第 32 条第１項第１号に定める、各事業年度の終了後に実施される、業務の実績の評価（年度評
価）
② 中期目標期間における業務の実績の評価（中期目標期間評価）
i. 通則法第 32 条第１項第２号に定める、中期目標期間の最後の事業年度の直前の事業年度の終了後に実
施される、中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績の評価（見込評価）
ii. 通則法第 32 条第１項第３号に定める、中期目標期間の最後の事業年度の終了後に実施される、中期目
標の期間における業務の実績に関する評価（期間実績評価）
（注）日本私立学校振興・共済事業団法第 26 条第１項により準用される通則法第 32 条第１項に基づく同事業団の
助成業務の実績の評価については、「Ⅱ 中期目標管理法人の評価に関する事項」の規定を適用する。

Ⅱ 中期目標管理法人の評価に関する事項
１ 総論
中期目標管理法人は、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ていることから、業務の質
の向上と業務運営の効率化の両立を促す評価が重要である。
そのため、評価においては、中期計画の実施状況について、中期目標の達成及び達成見込みについても留意しつ
つ評価を行う。
また、業務運営上の課題についても留意し、当該課題を検出した場合には、改善方策についても提示する。ま
た、過去の評価において示した改善方策の対応状況についても適正に評価する。
中期目標管理法人の実施する研究開発に係る事務及び事業の目標策定において、「独立行政法人の目標の策定
に関する指針」Ⅱの４（４）に基づき国立研究開発法人の研究開発の成果の最大化に関する事項の規定を準用し
た場合には、国立研究開発法人の評価に関する事項の規定を準用して項目別評定を行う（研究開発に関する審議
会に係る事項を除く）。その際、「国立研究開発法人」を「法人」に、「中長期目標」及び「中長期計画」を「中
期目標」及び「中期計画」に読み替えるものとする。ただし、その場合においても総合評定については中期目標
管理法人の規定に基づくものとする。
２ 評価体制
政策実施機関としての法人の業務の実績の評価に当たっては、政策に関する責任の一貫性及び評価の的確性を
確保するため、法人を所管する部局が中心となって評価を実施する。
また、評価の客観性を担保するため、政策評価担当部局など主務大臣による評価結果を取りまとめる部局等で
評価結果を点検する。
３ 各評価の目的・趣旨・基本方針
主務大臣が行う各評価は、以下の目的・趣旨・基本方針に基づき行うものとする。
(1) 年度評価
① 年度評価は、評価対象年度以降の業務運営の改善に資することを目的とする。
また、評価結果を役職員の処遇等に活用すること等についても留意する。
② 年度評価は、各事業年度における業務の実績について、法人による自己評価の結果を踏まえ、中期計画
の実施状況等に留意しつつ、法人の業務の実施状況を調査・分析し、その結果を考慮して各事業年度の業
務の実績の全体について総合的な評定を行うものとする。
③ 年度評価は、目標・計画の達成状況にかかわらず、法人全体の信用を失墜させる不祥事が発生した場合
は、当該評価項目だけでなく法人全体の評定に反映させるなど、当該年度における法人のマネジメントの
状況にも留意するものとする。
④ 予測し難い外部要因により業務が実施できなかった場合や、外部要因に対して法人が自主的な努力を行

208

っていた場合には、評定において考慮するものとする。
(2) 中期目標期間評価（見込み評価、期間実績評価）
① 見込評価
i. 見込評価は、評価の結果を中期目標期間終了時の法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他そ
の業務及び組織の全般にわたる検討及び新中期目標の策定に活用することを目的とする。
ii. 見込評価は、中期目標期間終了時の直前の年度までの業務の実績及び中期目標期間終了時に見込まれ
る業務の実績に係る自己評価の結果を踏まえ、法人の中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標の
期間における業務の実績を調査・分析し、中期目標の達成状況等の全体について総合的な評定を行う
ものとする。
iii. 評価の結果を踏まえ業務及び組織全般にわたる検討を行い、その結果に基づき、業務の廃止若しくは
移管又は組織の廃止その他の所要の措置を講じ、新中期目標が適切に策定されるよう留意する。
iv. 「３（１）年度評価」の③及び④については、見込評価においても準用する。その際、「年度」を「中
期目標期間」と読み替えるものとする。
② 期間実績評価
i. 期間実績評価は、中期目標の変更を含めた、業務運営の改善等に資することを目的とする。
また、評価結果を役職員の処遇等に活用すること等についても留意する。
ii. 中期目標期間終了時において、中期目標期間全体の業務の実績に係る自己評価の結果を踏まえ、法人
の中期目標期間に係る業務の実績を調査・分析し、中期目標期間における中期目標の達成状況の全体
について総合的な評定を行うものとする。
iii. 見込評価時に使用した中期目標期間終了時の実績見込みと実績とに乖離がある場合には、期間実績評
価時にその原因を分析するとともに、中期目標等の変更の必要性について検討する。
iv. 「３（１）年度評価」の③及び④については、見込評価においても準用する。その際、「年度」を「中
期目標期間」と読み替えるものとする。
４ 自己評価結果の活用等
(1) 通則法第 32 条第２項に基づき作成する自己評価書は、国民に対する説明責任の履行及び法人の自律的な業務
運営の改善への活用等を目的とする。
あわせて、主務大臣が行う評価のための情報提供に資するものとする。
(2) 主務大臣は、法人に対して、主務大臣の評価に必要なデータやその分析結果を明らかにした客観性のある自
己評価書の作成を求める。
(3) 主務大臣は、年度評価及び中期目標期間評価において、客観性を考慮しつつ自己評価書を十分に活用し、効
果的かつ効率的な評価を行う。法人から質の高い自己評価書が提出され、かつ、それについて十分な説明責
任が果たされている場合は、自己評価書を最大限活用し、当該自己評価書の正当性の観点から確認すること
等を通じて、適切かつ合理的に評価を行う。
(4) 主務大臣は、法人の業務実績及び目標・計画の達成状況について自己評価書等により把握・分析し、法人業
務の政策・施策への適合性、法人の長のマネジメントの妥当性など、政策責任者としての視点を持ちながら
評価を行う。
(5) 法人は、上記の主務大臣の評価の円滑化に資するよう、自己評価書の作成に当たって、以下の点に努める。
① 本指針の（Ⅱの３）「各評価の目的・趣旨・基本方針」、（Ⅱの５）「評価の単位の設定」及び（Ⅱの
６）「評価の方法等」（法人として実施可能なものに限る）を踏まえ、中期目標、中期計画及び年度計
画で定められた指標について目標・計画と実績を比較した評価を行う。
② 法人の有効なマネジメントに資するよう、業務運営の状況について、十分な資料に基づき客観的かつ具
体的に記述する。
③ 業務実績、目標・計画の達成状況及び法人内のマネジメントの状況等について、評価において十分に説
明し得るよう、可能な限り最小の単位で評価を行う。その際、自己評価書の作成が法人の過度な負担と
ならないよう配慮しつつ、当該自己評価を適正に行うための評価単位を統合したものが主務大臣が行う
評価単位と整合するよう留意する。
④ 自己評価において業務運営上の課題を検出した場合には、具体的な改善方策などについても記入する。
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⑤ 自己評価及び主務大臣による評価において検出された業務運営上の課題に関する改善方策が示されてい
るものについては、次年度以降の自己評価書においてその実施状況を記入する。
５ 評価単位の設定
項目別評定は、「独立行政法人の目標の策定に関する指針」に基づき、原則、中期目標を定めた項目を評価単
位として評価を行う。
なお、中期目標期間における実績評価（見込評価）の結果、当該期間に設定した目標の項目について改善が必
要とされた場合は、当該評価結果を次期中期目標期間における目標の項目の設定に適切に反映させる。
より的確な評価を実施するため、上記の考えに基づき設定した単位をより細分化した単位で項目別評定を行う
ことは妨げない。
６ 評価の方法等
主務大臣は、目標・計画と実績の比較により、目標・計画の達成及び進捗状況を的確に把握するとともに、業
務運営上の課題を的確に把握し対応を促す観点から、以下の方法等により評価を行い、評価の実効性を確保する
ものとする。
(1) 評価の手順及び手法
原則、以下の手法による。
① 法人に対し，評価において必要かつ十分な資料の提出を求める。
② 評価にあたって法人の長からのヒアリングを実施するほか，監事等からも意見を聴取するなど，役員等
から必要な情報を収集し、法人の実情を踏まえた的確な評価を実施する。
③ 目標・計画（予算）と実績（決算）の差異についての要因分析を実施する。
④ 業務実績と成果（アウトプット）・効果（アウトカム）の関連正統を明らかにした上で評価する。
⑤ 定量的な成果実績（アウトプット指標）と資源投入量（インプット指標）の対比により、成果実績１単
位を生み出すためにどれだけの資源投入が必要とされたか（アウトプット単位あたりのインプット）を
把握し、効率性の観点からも評価する。その際、できるだけ事業等のまとまり毎の財務情報等を活用す
る。
⑥ 過去の関連する政策評価、行政評価、監視及び行政事業レビューの結果を活用する。
⑦ 業務の特性に応じ、企業会計的手法による財務分析、経年比較による趨勢分析等の財務分析を行う。
⑧ 同一法人の過去の実績との比較・分析を行う。
⑨ 複数の施設・事務所で同種の業務を行っており、全体の評価を行うだけでは業務運営上の課題を把握し
がたい場合には，施設・事務所毎の業務実績を把握し、計画に対する比較・分析を行う。
上記の他、必要に応じて以下に掲げる事項その他評価の実効性を確保するための手法を適用する。
i. 外部有識者の知見の活用（ただし、利害関係者を排除するなど手続の妥当性に留意するものとする。）
ii. 法人に対する現地調査
iii. 同業種の民間企業との比較･分析
(2) 評価の視点
別途途総務省行政管理局長が示す「目標策定の際に考慮すべき視点」等を参考にし、業務の質の向上、業
務の効率化、財務内容の改善等の観点から、それぞれの業務の特性に応じた評価の視点を設定し、法人に対
して業務運営の改善等を促すような評価を行う。
また、「国の行政の業務改革に関する取組方針～行政のＩＣＴ化・オープン化、業務改革の徹底に向けて
～」（平成 26 年７月 25 日総務大臣決定）において、法人についても国の行政機関の取組に準じて業務改革
に取り組むよう要請したところであり、同方針の要請を踏まえた目標の取組状況についても業務改革の推進
の観点から適正に評価を行う。
７ 項目別評定及び総合評定の方法、評定区分
(1) 年度評価
① 項目別評定
i. 評定区分
(ア) 原則として、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行うものとする。
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(イ) 「Ｂ」を標準とする。
 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は以下のとおりとする。
S：法人の活動により、中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得
られていると認められる
（定量的指標においては対中期計画値
（又は対年度計画値）
の 120％
以上で、かつ質的に顕著な成果が得られていると認められる場合）。
A：法人の活動により、中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると認められ
る（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 120％以上とする。
B：中期計画における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期
計画値（又は対年度計画値）の 100％以上 120％未満）。
C：中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中
期計画値（又は対年度計画値）の 80％以上 100％未満）。
D：中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善を求める
（定量的指標においては対中期計画値（又は対年度計画値）の 80％未満、又は主務大臣が
業務運営の改善その他の必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。

なお、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」のうち、内
部統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価をせざるを得ない場合や、一定の条件を満
たすことを目標としている場合など、業務実績を定量的に測定し難い場合には、以下の要領で
上記の評定に当てはめることも可能とする。
S：－
A：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たしている。
B：目標の水準を満たしている（「Ａ」に該当する事項を除く。）。
C：目標の水準を満たしていない（「Ｄ」に該当する事項を除く。）
D：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずる
ことを命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要
ii. 項目別評定の留意事項
(ア) 評定を付す際には、なぜその評定に至ったのかの根拠を合理的かつ明確に記述する。
(イ) 目標で設定された難易度の高い項目に限り、評定を一段階引き上げることについて考慮する。ただ
し、評定を引き上げる場合は、評定を引き上げるにふさわしいとした根拠について、量的及び質的
の両面について、具体的かつ明確に記述するものとする。
(ウ) 最上級の評定「Ｓ」を付す場合には、法人の実績が最上級の評定にふさわしいとした根拠について、
量的及び質的の両面について具体的かつ明確に記述するものとする。
具体的には、質的な面として、
 法人の自主的な取組による創意工夫
 目標策定時に想定した以上の政策実現に対する寄与
 重要かつ難易度の高い目標の達成
等について具体的かつ明瞭に説明するものとする。
(エ) 「C」及び「D」を付す場合には、改善に向け取り組むべき方針を記述する。
なお、問題点が明らかになった段階においては、具体的かつ明確な改善方策を記述する。
(オ) 目標策定の妥当性に留意し、目標水準の変更が必要な事項が検出された場合にはその旨記載する。
(カ) 主務大臣の作成する評価の基準において各業務に対し評定を行うため具体的な目安を示す場合に
は、「B」が標準となるよう設定するものとする。
② 総合評定
総合評定は、記述による全体評定を行うとともに、項目別評定及び記述による全体評定に基づき、評
語による評定を付して行う。
総合評定を行うに当たっては、項目別評定を基礎とし、政策上の要請等、全体評定に影響を与える事
象等を加味して評価を行う。
なぜその評定に至ったのかについての過程が明らかになるよう、項目別評定に基づき総合評定を付す
までの過程を、各府省の作成する評価の基準等の中であらかじめ明らかにするものとする。
その際、各項目について設定された重要度を考慮するものとする。
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i.

記述による全体評定
記述による全体評定は、項目別評定を踏まえ、総合的な視点から以下の事項を記述する。
(ア) 項目別評定の総括

項目別評定のうち重要な項目の実績及び評価の概要

評価に影響を与えた外部要因のうち特記すべきもの

事業計画及び業務運営等に関して改善すべき事項及び方策
特に、業務改善命令が必要な事項についてはその旨を具体的かつ明確に記述する。

目標策定の妥当性について特に考慮すべき事項等
(イ) 全体評定に影響を与える事象

法人全体の信用を失墜させる事象など、法人全体の評定に影響を与える事象

「独立行政法人の目標の策定に関する指針」Ⅱの１（２）の「法人全体を総括する章」におい
て記載される法人のミッション、役割の達成について特に考慮すべき事項

中期計画に記載されている事項以外の特筆すべき業績（災害

対応など）
(ウ) その他特記事項
ii. 評語による評定
(ア) 評語による評定は、項目別評定及び記述による全体評定を総合的に勘案して行う。
(イ) 評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行うものとする。
(ウ) 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は、以下のとおりとする。
S：法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な
成果が得られていると認められる。
A：法人の活動により、全体として中期計画における所期の目標を上回る成果が得られていると
認められる
B：全体としておおむね中期計画における所期の目標を達成していると認められる。
C：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、改善を要する。
D：全体として中期計画における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改
善を求める。
iii. 総合評定の留意事項
(ア) あらかじめ重要度の高い業務とされた項目については、総合評定において十分に考慮するものとす
る。
(イ) 法人全体の信用を失墜させる事象が生じた場合には、その程度に応じ項目別評定を基礎とした場合
の評定から更に引下げを行うものとする。特に、法人組織全体のマネジメントの改善を求める場合
には、他の項目別評定にかかわらず是正措置が実施されるまでの期間は「Ａ」以上の評定を行うこ
とは不可とする。
(ウ) なお、「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」に属する項目で重
要度を高く設定した業務について組織全体のマネジメントの不備を原因として「Ｃ」以下の評定を
行った場合には、他の項目別評定にかかわらず「Ａ」以上の評定を行うことは不可とする。
(2) 中期目標期間評価（見込評価、期間実績評価）
① 項目別評定
i. 評定区分
(ア) 原則として、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行うものとする。
(イ) 「Ｂ」を標準とする。
(ウ) 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は、以下のとおりとする。
S：法人の活動により、中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な成果が得ら
れていると認められる（定量的指標においては対中期目標値の 120％以上で、かつ質的に顕著
な成果が得られていると認められる場合）。
A：法人の活動により、中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると認められる
（定量的指標においては対中期目標値の 120％以上）。
B：中期目標における所期の目標を達成していると認められる（定量的指標においては対中期目
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標値の 100％以上 120％未満）。
C：中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する（定量的指標においては対中期
目標値の 80％以上 100％未満）。
D：中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた、抜本的な改善を求める
（定量的指標においては対中期目標値の 80％未満、又は主務大臣が業務運営の改善その他の
必要な措置を講ずることを命ずる必要があると認めた場合）。
(エ) なお、「財務内容の改善に関する事項」及び「その他業務運営に関する重要事項」のうち、内部
統制に関する評価等、定性的な指標に基づき評価をせざるを得ない場合や、一定の条件を満たす
ことを目標としている場合など、業務実績を定量的に測定し難い場合には、以下の要領で上記の
評定に当てはめることも可能とする。
S：－
A：難易度を高く設定した目標について、目標の水準を満たして
いる。
B：目標の水準を満たしている（「Ａ」に該当する事項を除く。）。
C：目標の水準を満たしていない（「Ｄ」に該当する事項を除く。）。
D：目標の水準を満たしておらず、主務大臣が業務運営の改善その他の必要な措置を講ずること
を命ずる必要があると認めた場合を含む、抜本的な業務の見直しが必要
ii. 項目別評定の留意事項
(ア) 評定を付す際には、なぜその評定に至ったのか根拠を明確に記載する。
(イ) 目標で設定された難易度の高い項目に限り、評定を一段階引き上げることについて考慮する。た
だし、評定を引き上げる場合は、評定を引き上げるにふさわしいとした根拠について、量的及び
質的の両面について具体的かつ明確に記述するものとする。
(ウ) 最上級の評定「Ｓ」を付す場合には、法人の実績が最上級の評定にふさわしいとした根拠につい
て、量的及び質的の両面について具体的かつ明確に記述するものとする。
具体的には、質的な面として、
 法人の自主的な取組による創意工夫
 目標策定時に想定した以上の政策実現に対する寄与
 重要かつ難易度の高い目標の達成
等について具体的かつ明確に説明するものとする。
(エ) 「Ｃ」及び「Ｄ」を付す場合には、改善に向け取り組むべき方針を記述する。
なお、問題点が明らかになった段階においては、具体的かつ明確な改善方策を記述する。
(オ) 主務大臣の作成する評価の基準において各業務に対し評定を行うため具体的な目安を示す場合に
は、「Ｂ」が標準となるよう設定するものとする。
(カ) 期間実績評価時においては、見込評価時に見込んだ中期目標期間終了時の業務実績の見込みと中
期目標期間実績評価時の実際の業務実績とに大幅な乖離がある場合には、その理由を明確かつ具
体的に記載する。
(キ) 評定にあわせ、次期中期目標期間の業務実施に当たっての留意すべき点等についての意見を記述
する。
② 総合評定
総合評定は、記述による全体評定を行うともに、項目別評定及び記述による全体評定に基づき、法人
全体の業務実績に対し評語を付して行う。
総合評定を行うに当たっては、項目別評定を基礎とし、政策上の要請等、全体評定に影響を与える事
象等を加味して評価を行う。
総合評定の過程が明らかになるよう、項目別評定に基づき総合評定を付すまでの過程を、各府省の作
成する評価の基準等の中であらかじめ明らかにするものとする。
i. 記述による全体評定
記述による全体評定は、項目別評定の総括とともに、総合的な視点から以下の事項を記述する。
(ア) 項目別評定の総括
 項目別評定のうち重要な項目の実績及び評価の概要
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 評価に影響を与えた外部要因のうち特記すべきもの
 事業計画及び業務運営等に関して改善すべき事項及び方策。
特に、業務改善命令が必要な事項についてはその旨明記する。
 目標策定の妥当性について特に考慮すべき事項等
(イ) 全体評定に影響を与える事象
 法人全体の信用を失墜させる事象など、法人全体の評定に影響を与える事象
 「独立行政法人の目標の策定に関する指針」Ⅱの１（２）の「法人全体を総括する章」におい
て記載される法人のミッション、役割の達成の状況
 中期計画に記載されている事項以外の特筆すべき業績（災害対応など）
(ウ) その他特記事項
ii. 評語による評定
(ア) 評語による評定は、項目別評定及び記述による全体評定を総合的に勘案して行う。
(イ) 評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行うものとする。
(ウ) 評語による評定を行う際には、各項目の重要度を考慮する。
(エ) 各評価項目の業務実績と評定区分の関係は、以下のとおりとする。
S：法人の活動により、全体として中期目標における所期の目標を量的及び質的に上回る顕著な
成果が得られていると認められる。
A：法人の活動により、全体として中期目標における所期の目標を上回る成果が得られていると
認められる。
B：全体としておおむね中期目標における所期の目標を達成していると認められている。
C：全体として中期目標における所期の目標を下回っており、改善を要する。
D：全体として中期目標における所期の目標を下回っており、業務の廃止を含めた抜本的な改善
を求める。
iii. 総合評定の留意事項
(ア) 見込評価においては、評定の他、以下の事項を記載する。
 業務及び組織の全般にわたる検討並びに次期中期目標策定に関して取るべき方策
 次期中期目標期間に係る予算要求について検討すべき事項
(イ) 期間実績評価においては、評定のほか、以下の事項を記載する。
 見込評価時に予期しなかった事項で次期中期目標の変更等の対応が必要な事項
(ウ) あらかじめ重要度の高い業務とされた項目については、総合評定において十分に考慮するものと
する。
(エ) 法人全体の信用を失墜させる事象が生じた場合には、その程度に応じ項目別評定を基礎とした場
合の評定から更に引下げを行うものとする。特に、法人組織全体のマネジメントの改善を求める
場合には、他の項目別評定にかかわらず是正措置が実施されるまでの期間は「Ａ」以上の評定を
行うことは不可とする。
(オ) なお、中期目標の「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」に属
する項目で重要度を高く設定した業務について組織全体のマネジメントの不備を原因として「Ｃ」
以下の評定を行った場合には、他の項目別評定にかかわらず「Ａ」以上の評定を行うことは不可
とする。
(カ) 見込評価においては、評価単位の設定、評価指標、総合評定の方法等について改善が必要かどう
かについて検討を行うものとする。
８ 評価書の作成
(1) 評価書の様式
評価書は，別途総務省行政管理局長が定める様式に基づき作成するものとする。
(2) 記載すべき事項
評価書は以下の事項を記載するものとする。
① 評価書の概要
i. 評価対象に関する事項
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(ア) 法人名
(イ) 対象年度（年度評価）
(ウ) 対象期間（中期目標期間評価）
ii. 評価の実施者に関する事項
(ア) 共管法人の場合には評価の分担の概要
(イ) 評価を担当した部局、作成者（課長名）
(ウ) 評価を点検した部局、作成者（課長名）
iii. 評価の実施に関する事項
(ア) 理事長ヒアリングなど、評価に祭祀実施した手続
(イ) 外部有識者の知見を活用した場合にはその概要（構成員、意見聴取等の活動実績等）
iv. その他評価に関する重要事項
② 総合評定
i. 評語による評定
ii. 記述による全体評定
iii. 法人が実施した事項のうち、中期目標・中期計画･年度計画に記載のない事項で、全体評定において考
慮すべき事項
iv. 見込み評価において、業務及び組織の全般的な見直し並びに次期中期目標策定に関して取るべき方策
事項
v. 次期中期目標期間に係る予算要求について検討すべき事項
vi. 中期計画の変更が必要な場合には当該事項
vii. 中期目標期間評価において、次期中期目標の変更が必要な場合には当該事項
viii. 外部有識者の知見を活用した場合には外部有識者の意見
③ 項目別評定の総括表
i. 項目別評定で付された評語の経年による一覧表示
ii. 各項目に付された重要度・難易度がわかるように記載
iii. 評価対象年度において該当する事象がなかった場合には「－」とし、総合評定に反映しない。
④ 項目別評定
i. 当該事務及び事業に関する基本情報
(ア) 当該事務・事業の実施の根拠（関連する政策･施策、個別法の条文番号など）
(イ) 政策評価における事前分析表等との関連（事前分析表番号、行政事業レビューのレビューシート
の番号を記載し、対応する達成手段を明らかにする。）
(ウ) 当該項目の重要度、難易度（目標策定の際に定めたものを記載）
ii. 主要な経年データ
(ア) アウトプット及び（又は）アウトカム情報
(イ) インプット情報（予算額、決算額、経常費用、行政サービス実施コスト、人員数など）
iii. 目標、計画、評価に関する事項
(ア) 対応する中期目標･中期計画･年度計画
(イ) 業務の実績、自己評価
(ウ) 用いた評価指標、評価の視点
(エ) 評定及びその根拠
(オ) 業務運営上の課題及び改善方策
(カ) 目標水準の変更が必要な場合にはその概要
(キ) 外部有識者の知見を活用した場合は外部有識者の意見
iv. その他参考情報（必要に応じ実施する予算差異分析、財務分析など）
(3) 記載における留意点
① 評価書は国民に対し法人の業務の実績とその評価を説明する重要な書類であることを踏まえ、曖昧又は
冗長な表現は排除し、簡潔かつ明瞭な分かりやすいものとする。
② 経年比較等のデータ比較・分析情報を表形式で記載するなど、一覧性や分かりやすさに留意する。
③ 見込評価と中期目標期間実績評価の項目別評定は、それぞれ並列して表記し、見込みと実績の差異を分
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かりやすく示すよう努める。
④ 記入すべき情報の分量が多く統一性・一覧性が損なわれるおそれがある場合は、別紙に記入するなど適
宜工夫するものとする。
Ⅴ その他留意すべき事項
１ 評価結果の活用に関する事項
(1) 法人は、評価結果を、評語及び記述による評定を踏まえ、現行の中（長）期計画、年度計画又は事業計画の
見直し、次期以降の中（長）期計画、年度計画又は事業計画の策定、法人内部の組織体制の見直し、人事計
画、法人内部の予算配分、業務手法の見直し、役職員の処遇等に活用するものとする。
(2) 主務大臣は、評価結果を、評語及び記述による評定に応じて、現行の中（長）期目標、中（長）期計画、年
度目標又は事業計画の見直し、事業の改廃を含む事務及び事業の見直し、新中期目標の策定、国の政策評価、
政策等に反映させるほか、運営費交付金の算定を含む予算要求等に適切に反映させる。特に、「Ｓ」評定を
付した場合は、予算要求において法人の業務経費に重点的に配分する等、法人のインセンティブを高めるよ
う努めるものとする。
(3) 主務大臣は、項目別評定で「Ｄ」評定を付した場合、業務の廃止を含めた抜本的な見直しを命ずるものとす
る。
また、総合評定で「Ｄ」評定を付した場合においては、組織又は業務の廃止を含めた抜本的な改善その他
の必要な措置を命ずるものとする。
(4) 主務大臣は、主務大臣は、通則法第 35 条第１項及び第 35 条の７第１項に定める、中（長）期目標期間終了
時の法人の業務の継続又は組織の存続の必要性その他その業務及び組織の全般にわたる検討をするときは、
見込評価の結果を十分に活用し、業務の廃止若しくは移管又は組織の廃止その他の所要の措置を的確に講じ
るものとする。
例えば、評価において組織ぐるみの談合の発生など内部統制の不全、ガバナンスの欠如が明らかになり、
引き続き当該法人に事務及び事業を行わせたとしても効率的な業務運営や中（長）期目標の達成が期待でき
ない場合、当該法人の存続の必要性が立証できない場合などには、当該法人は組織の抜本的な改廃がなされ
る必要がある。
また、中期目標若しくは年度目標において策定した「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」又は中長期目標において策定した「研究開発成果の最大化その他の業務の質の向上」に関する目標が
達成できなかった場合、その原因分析の結果、当初見込んだ需要がなかった場合や他の主体により業務を実
施することが適切であったことなどが判明した場合には、当該業務は廃止される必要がある。
(5) 評価の過程で特に対応が必要な業務運営上の課題が検出された場合には、翌年度以降、当該課題への法人の
対応状況について適正に評価する。
２ 評価結果等の公表に関する事項
(1) 評価結果は下記３のスケジュールに従い遅滞なく公表するものとする。
(2) 評価結果の他、評価に活用したデータ等についても、経年で並べるなど外部での活用のしやすさや、検証可
能性の確保に留意した上で、積極的な公表に努める。
(3) 通則法第 28 条の４に定める、法人による評価結果の業務運営の改善等への反映の取組の公表の状況について、
以下の点に留意してチェックする。
① 過去の事業年度、中（長）期目標期間に係る評価結果を踏まえ、中（長）期計画、年度計画、事業計画
への反映、事務及び事業の改廃、予算要求への反映、組織及び人事その他業務改善への反映等、事業年
度内に実施した措置状況を具体的に記載する。
② 評価結果との対応関係を、いつの事業年度の業務実績評価に係るものかも含め明らかにする。
③ 将来に措置することが予定されている事項についても記載する。
(4) 評価書等は、広く国民に周知できる方法で公表するものとする。
(5) 独立行政法人評価制度委員会による評価の実効性を確保するため、法律により委員会に対し通知が求められ
ている見込評価及び効率化評価に係る評価書のほか、年度評価及び期間実績評価の評価書についても参考と
して委員会に通知する。
(6) 法人は、評価結果の業務運営の改善等への反映の取組について、翌事業年度に行う主務大臣の評価の中で記

216

載内容をチェックできるよう、自己評価書の提出時期に合わせて取りまとめて公表するとともに、主務大臣
に提出する。
３ 評価のスケジュールに関する事項
評価結果を予算や業務運営の改善等に適切に反映できるよう、概算要求時を目処に各評価を完了させるよう努
めるものとする。
具体的には、以下のようなスケジュールが想定される。
(1) 自己評価
6 月末までに提出、速やかに公表
(2) 主務大臣による評価等
① 年度評価（全法人共通）
8 月上旬を目処に評価を完了し、法人に通知、公表する。
なお、見込評価を行う際には、7 月末を目処に評価を完了し、法人に通知、公表する。
② 見込評価及び業務全般の見直し（中期目標管理法人、国立研究開発法人）
見込評価については 8 月上旬を目処に完了、業務全般の見直し結果の作成は 8 月中旬に完了し、法人及
び委員会に通知、公表する。
③ 期間実績評価（中期目標管理法人、国立研究開発法人）
8 月中旬を目処に評価を完了し、法人に通知、公表する。
④ 効率化評価（行政執行法人）
8 月中旬を目処に評価を完了し、法人及び委員会に通知、公表する。
(3) 評価結果等の中期目標等への反映
① 新中（長）期目標案の作成（中期目標管理法人、国立研究開発法人）
1 月上旬を目処に作成、委員会に通知
② 新中（長）期目標、年度目標（行政執行法人）の作成
2 月下旬を目処に決定、法人に指示
③ 新中（長）期計画（案）、事業計画（案）の作成、認可
3 月末までに主務大臣の認可を得る。
４ 共管法人の取扱いに関する事項
複数の主務大臣が所管する法人の評価については、各主務大臣が所管する業務に関する評価はそれぞれの主務
大臣が分担し、評価全体に関する事項及び共通して所管する事項の評価については主務大臣間で協議するなど、
各主務大臣が連携して評価を行うものとする。
その際、評価手続の重複を排除するなど、効率的な評価に努めるものとする。
原則として、法人の年度評価、見込評価、期間実績評価などの各評価について一つの評価書を作成するものと
する。
５ 本指針の見直しについて
総務大臣は、評価の実効性や法人に関する種々の政府方針等を踏まえ、主務大臣の下でのＰＤＣＡサイクルの
実効性をより高める観点や法人の実効性のあるマネジメントをより向上させる観点から、適時に本指針の見直し
を行い、必要な変更を加えるものとする。
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（別紙２－１）
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２－２）
平成 25 年度事業 自己点検評価・外部評価報告書（抜粋）
平 成 26 年 7 月 22 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】
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

（http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_25.pdf 参照）
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（別紙２－３）
平成 26 年度事業 自己点検評価・外部評価報告書（抜粋）
平 成 27 年 7 月 28 日
独立行政法人日本学術振興会
外 部 評 価 委 員 会
【序文】
独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）は、平成 25 年 4 月 1 日より開始した第三期中期目
標期間において、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推進、の 4 本の柱
を基盤に、各事業を推進している。
かねてより、振興会において、多岐にわたる業務が比較的少数の職員により極めて効率よく執行されているこ
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。理事長をはじめ役職員各位に深く敬意を表する次第である。
科学技術イノベーション立国を目指す我が国にとって、新しい「知の創造」は、国策として最も重要視される
べき課題の一つである。振興会は、真理の探究を通じた「知の創造」を本質とする学術研究の推進を担う唯一の
資金配分機関である。したがって、振興会の事業の成果は、世界における様々な場面における我が国のステータ
スを決めるといっても過言ではない。
本報告書は、平成 26 年度における振興会の事業の評価結果をまとめたものであるが、振興会の業務の範囲を
超える課題や、早期に改善することが困難な課題、政府レベルで検討・実施すべき課題に対する意見も含まれて
いる。
それらも合わせ、本報告書が振興会における更なる業務改善に活用されるとともに、振興会の事業がより効率
的かつ効果的に研究者や大学・研究機関に活用され、我が国の学術研究が弛まず進展していくことを期待し、次
のとおり総括する。
１．法人の制度運営
研究者の自由な発想に基づき、自主的に展開される知的創造活動を尊重しつつ、評議員会、学術顧問、学術シ
ステム研究センターを活用し、事業の特性に配慮した制度運営が図られていると評価できる。また、男女共同参
画社会の促進に向けて、各種事業の審査委員の選考にあたっては、専門分野の特性を考慮した上で、女性研究者
比率の適正化に配慮した選考が行われていることも評価できる。今後も継続して効果的な取組を進めていただき
たい。
学術システム研究センターは、我が国の学術研究の各分野における先端的研究者を擁する頭脳集団として、学
術の動向を的確に踏まえつつ、振興会の事業全般に関わる業務の改善と新しい展開のための提案・助言を積極的
に行っていることが高く評価できる。加えて、グローバル学術情報センターと連携して、エビデンスに基づいて
振興会の諸事業の改善を図る体制を整備している点も評価できる。また、研究員の構成について、年齢や所属機
関の形態、
地域的なバランスに配慮するとともに、
男女バランスの改善のため女性研究員の拡充が図られている。
このことは、評価・審議の透明性及び公平性を担保する上で望ましいものと考える。今後も女性の研究員就任に
対する視点を継続して持つことを期待したい。
各事業の実績に関する評価についても、適切な自己点検・評価が行われ、それに基づいた外部評価が毎年行わ
れてきた。その外部評価による指摘事項についても、毎年適切な対応策が検討されており、こうした評価が、振
興会の事業内容の改善に生かされてきている。様々な学術振興のプログラムが展開している中、今後その効果を
分析することは、より良いプログラムの設計と立案には欠かせない作業であり大変重要と考える。
２．世界レベルの多様な知の創造
学術研究の推進のための活動は、振興会にとって極めて重要な活動であり、各プログラムは極めて適切に行わ
れている。中でも、真理の探究、新しい知の創造などボトムアップ研究を支援する科学研究費助成事業（以下「科
研費」という。）は、まさに日本の学術研究の基盤であり、その制度設計と運営管理は研究者から絶大な信頼を
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受けている。その中核となる制度の一つは、適切な審査制度や評価制度にあり、その質をますます向上させてい
くことが重要である。この点については、学術システム研究センターを中心に日常的な議論が行われており、世
界の学術研究の動向調査の結果を日本の学術研究の支援に反映させることで、毎年、より良い制度へと改善され
てきていることが高く評価できる。昨今、政府の各種報告書等で大きく取り上げられている科研費改革について
も、学術システム研究センターを中心に、国内外の学術研究の動向を踏まえた議論が行われており、特設分野研
究の設定や複合領域の新たな展開などの努力がされていることは、評価に値するものであり、今後もより一層の
努力を期待したい。一方で、今後の学術研究の発展のためには、学際領域の研究推進が大きな鍵を握っていると
考える。したがって、学際的な研究を展開するインセンティブを付与するようなプログラムの設定や、適切な審
査制度を確立することが重要である。
また、研究者にとってより使いやすい科研費を目指して実施された科研費の基金化については、研究者からの
評価は高い。こうした研究者からの評価や要望を基礎に、科研費全体が基金化されるべきである。
基礎から応用、あるいは実用までの一貫した支援体制の構築に向けた、他機関の各種事業との連携という問題
については、科学技術振興という政策課題からの要望もあると思われるが、国立研究開発法人科学技術振興機構
（以下、「科学技術振興機構」という。）などとの情報や意見の交換に一層努め、それぞれの機関の役割分担を
明確にしていくことが必要であると思われる。現状では、一部の情報共有に留まっているように見受けられ、今
後、どのような議論が必要かということも含め、検討が必要であろう。そのためには、振興会が、高度な企画立
案機能を備えた学術振興機関へ更なる脱皮を果たすことを期待したい。
近年、人文学・社会科学系を中心に、これまでのボトムアップ方式に加え、ゆるやかなトップダウン的な事業
が行われるようになっていると思われる。これは、むしろ歓迎すべきことと考える。なぜなら、自然科学系では
科学技術振興機構によりそのような事業が積極的に展開されているのに対して、人文学・社会科学系にはもとも
とそのような推進策が乏しく、そのために、人文学・社会科学系の国際競争力が弱いのではないかと思われるか
らである。むろん、このような推進策は政府レベルで決定されるべきものではあるが、振興会としてもそれらを
積極的に位置づける姿勢をさらに期待したい。
我が国の TOP10％補正論文※に占める科研費が関与する論文の数は増加傾向にある一方、事業や機関の枠を
超えて、我が国の学術研究総体としての進展という一段高い視座に立てば、TOP10％補正論文に占める科研費が
関与しない論文の数が減少傾向にあるというデータは大いに懸念される。なぜならば、その要因の１つとして、
大学や研究機関の基盤的経費の減少という問題があるという推測がなされるからである。その推測を踏まえれば
振興会の事業によって直接対応できるわけではないが、そのような現象が起こっている要因と対策について、振
興会としても何らかの検討が必要であろう。
※ TOP10％補正論文：被引用回数が各年各分野で上位 10％に入る論文を抽出後、実数で論文数の 1/10 となる
ように補正を加えた論文数
３．強固な国際協働ネットワークの構築
振興会の国際交流事業では、まさに強固な国際共同ネットワークの構築に向けて、重層的にプログラムが展開
されており、多くの成果が認められている。ノーベル財団と共催で、スウェーデン国外では初めて我が国で開催
した「ノーベル・プライズ・ダイアログ・東京 2015」の成功は、特筆すべき成果である。なぜなら、この事業は、
振興会と諸外国の関係機関との連携をより強めたと同時に、学術分野における我が国の国際的なプレゼンスを大
いに高めたからである。
諸外国との多様な国際共同研究についても多くの成果が認められる。その要因の１つは、振興会と諸外国の対
応機関との間で締結された学術交流協定の下で行われるプログラムでは、相手国からも公的支援を受けられるな
ど種々の便宜が図られているからであると考えられる。特に、開発途上国との共同研究においては、学術交流協
定が大きな意義を持っている。近年、アジアやアフリカ諸国との学術振興機関長会議で振興会は、リーダーシッ
プを発揮して、これらの地域の特有な課題に関するセミナーなどを企画し学術研究の進展を図っている。同機関
長会議で取り上げられた課題の解決に向けて近い将来、新たな国際共同研究プログラムが立案されることを期待
したい。現在の学術研究においては、素粒子物理学や天文学などにおける大規模施設を用いた国際的な大型研究
プロジェクトをはじめ、他の研究分野においても国際連携で構築したデータベースを基盤として研究を推進する
方法が広がっているなど、国際共同研究は必須の研究実態である。この点において、我が国の国益に留意しなが
ら、振興会が諸外国の学術振興機関と連携して、更なる学術交流の進展に努力することを期待する。
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他方、諸外国からの優秀な研究者の招へいも我が国の学術研究を推進するうえで重要な戦略の一つである。特
に外国人研究者招へい事業の外国人特別研究員（定着促進）は、日本の大学や研究機関のグローバル化と世界に
認められる研究拠点への脱皮のドライビングフォース（推進力）と期待できる。本事業の強化・拡大を期待した
い。
海外研究連絡センターは、
国際研究支援ネットワークを強化するために、
日本の最新の学術情報の発信など種々
の業務を行っている。今後、我が国の大学・研究機関のグローバル化の促進に資するために、日本の学術研究成
果に魅せられて日本の大学や研究機関での研究を希望する有能な外国人研究者を発掘や、諸外国の大学・研究機
関で活躍している日本人研究者等のネットワークを形成する努力も期待したい。
振興会の国際交流事業は、国際的なレベルの若手研究者を養成する点においても、極めて有意義である。ただ、
どうしても非常に限られた件数しか採択されないため、効果が限定的で、採択された分野全体で持続的な発展に
つながるかどうか若干心許ない。学術の国際競争力をいかに高めていくかは難しい課題だが、戦略的な考察が重
要であるように思われる。
４．次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上
振興会の人材育成プログラムのもとで育った研究者は多く、様々なプログラムでの大学院教育における人材養
成や特別研究員事業などの若手人材養成などで、大きな成果を上げている。特別研究員事業は、PD 採用終了 5
年経過後及び DC 採用終了 10 年経過後で 9 割の者が常勤の研究職に就くなど、期待以上の成果が上がっている
と評価できる一方、PD などの採用者数が減少していることは懸念される。また、人材育成に関する環境をめぐ
っては、現在、博士課程進学者の大幅な減少、大型競争的研究費によるポストドクターなどの任期付研究職のポ
ストが増える一方でテニュアのポストは減少傾向にある、という問題が更に顕在化している。
そのような環境の中で、振興会の人材育成事業は、新たな抜本的方向性を検討する時期に差し掛かっているの
ではないかと考える。文部科学省や科学技術・学術政策研究所が実施している全国レベルの大学院修了者の進路
調査の結果を参考にして、特別研究員事業の目的・意義の再検討を行い、PD、RPD の採用人数の拡大を図るこ
とを検討すべきである。他方、現状における博士課程への日本人学生の進学者の減少は、次代の我が国を担う人
材の育成にとって危機的な状況であり、課題を抽出したうえ、DC についても早急な取り組みが望まれる。
現在実施している海外特別研究員等の海外派遣事業は、人材育成の観点もさることながら、学術の国際交流拠
点構築のためにも極めて重要であるので、国公私大との連携なども含めて長期にわたる事業展開が望まれる。
振興会は、組織支援による若手研究者等の育成事業も幅広く行っている。各プログラムはそれぞれに明確な目
的が付与されているが、共通する部分も多く、すべてで支援期間が限定されている。今後、振興会が有する優れ
た評価手法を活用して、これらのプログラムの長所と短所を洗い出し、若手研究者の育成の鍵となる事項を明ら
かにし、真に効果的かつ継続性のある組織支援型人材育成プログラムの制度設計がなされることを期待したい。
また、制度設計自体を文部科学省が行っており、振興会の意見や考え方を反映される範囲は限定されている。例
えば、5 年間で終了するプログラムなど細切れの支援になっているという問題があるが、支援期間が 10 年以上の
WPI 事業の審査・評価業務の経験などを踏まえて、あるべきプログラムの形を検討し、提言を行うということが
考えられる。そのほか、制度の対象となる現場の教員などの意見を、学術システム研究センターなどを通じてま
とめ、振興会の意見や考え方が反映される仕組みがあれば、大学などの現場の意見をより良く反映することが可
能となるのではないか。そのためには、振興会の企画力を一層高める必要がある。
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
成果普及・広報については、個々の優れた研究成果の広報にかなり熱心に取り組んでいるという努力は認めら
れるが、振興会の事業の成果に対する広報に関してはあまり重視されていないように見受けられる。そこには、
「優れた研究成果を示せば、それは同時に、振興会の成果として理解してもらえる」という「思い込み」がある
のかもしれない。しかし、振興会の事業の評価という観点から、事業の成果を振興会自身が示していく努力が必
要になろう。例えば、科研費に関しては、TOP10％補正論文に占める科研費が関与する論文数が増加している点
など、もっと発信しても良いのではないかと考える。また、様々なプログラムの成果についても、個別課題の成
果や効果だけでなく、それぞれのプログラムの全体像をとりまとめて公表することは重要ではないかと考える。
もとより、「どのような指標をもって事業の成果を示すか」は必ずしも明確ではない。「TOP10％補正論文に
占める科研費が関与する論文数」などは一つの指標ではあるが、「事業の成果」の示し方について更なる検討を
期待したい。
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【まとめ】
振興会が掲げている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推進、の 4 本
の柱の下で、精力的に展開しているいずれの事業においても、計画した実施事項を着実に履行していることは、
まずもって高く評価したい。それは、大学や研究機関の研究者が無用な労力を割くことなく研究活動に専念でき
る環境を維持するとともに、長きに亘り連綿と続いている我が国の学術を弛まず推進することが、我が国の学術
の振興を担う唯一の資金配分機関（ファンディングエージェンシー）である振興会にとって何よりも重要だと思
われるからである。
そのうえで、今後さらに事業の有益性の「見える化」を進めるためには、その実施結果（アウトプット）から
どのような学術研究上の価値（アウトカム）を得られ、さらに社会への波及効果（インパクト）が得られたかを
示していくことも重要ではないかと考える。例えば、東日本大震災学術調査であれば、班ごとに決められた調査
事項を完了し、成果を出すことはアウトプットであり、防災や復興の諸施策にいかに応用されたかがアウトカム
である。また、国際交流事業であれば、実施した諸施策により国内の研究領域と人材のポートフォリオがどのよ
うに変化し、それにより国内の研究でどのようなアウトカムが期待できるようになったか、等ということを説明
できるようにすることである。アウトカムの内容は、個々の専門分野によって多様であることから、学術システ
ム研究センター研究員の知見を有効に活用した評価の仕組み作りが必要であろう。
また、振興会の多くの事業は、インパクトが現れるには長い時間がかかるものが多い。特に科研費などは、そ
の効果は極めて多岐にわたる。したがって、そのような効果は短期的に見えるようになるものではないし、数量
的に示すことも極めて困難であるが、フォローアップを継続していくことにより、振興会の成果がより見えるよ
うになると考える。振興会全体を通して、研究マネジメントのＰＤＣＡサイクルのうち、ＰＤＣまでは大変よく
機能している。アウトカムによる評価も加えることで、最後のアクト（Ａ）の部分の「見える化」への挑戦に期
待したい。
大学の国際化や若手研究者の国際派遣などに関して、
多くの事業により支援をしていることは高く評価できる。
しかし、すべてを振興会の予算でカバーすることは不可能である。国際化を阻んでいる要因は何かをよく解析し
て、本当に有効なポイントに対する施策を講じ、規範事例を作ることが先決であり、場合に応じたターゲットゾ
ーンの設定と支援の戦略が必要である。
振興会が実施している多様な事業の中には、制度設計とマネジメント機能が振興会に一元化されてない事業も
ある。世界の学術研究の潮流に乗り遅れないためには、改革改善のスピードが不可欠であり、一元化は事業の効
率化を促進するばかりでなく、改革改善のスピードを上げることにもつながる。一元化により、振興会が有する
現場からの意見聴取機能と学術研究の動向調査機能が相乗的に発揮され、研究活動の現場により適合した優れた
制度設計が期待でき、このことが学術研究の成果に及ぼす効果は計り知れない。
振興会の多様な業務を限られた人員で行っていることは高く評価できる。その中で、大学からの交流人事を有
効に活用し、また、文部科学省との人事交流も盛んに行われ、広く外部の意見や経験が活動の中で生かされてい
るが、交流人事の職員の数の割合について、現状が適切なのか、さらに適切な割合があり得るのかなどを含め、
検討するとともに、コアとなるべき振興会プロパーの職員の育成について、どのような方策が可能かを検討し、
強化していくことが必要であろう。
最後に、我が国の学術の振興を図る唯一の資金配分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。

（http://www.jsps.go.jp/j-outline/data/tenken_26.pdf 参照）
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（別紙３－１）
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 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３－２）
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
評価の結果について（抜粋）
平 成 2 6 年 8 月 2 0 日
文部科学省独立行政法人評価委員会
（全体評価）
① 評価結果の総括

日本学術振興会については、第 3 期の中期目標期間の初年度を迎え、業務が順調に進捗している。研究者の
自由な発想・研究意欲を源泉とした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、
その特性に配慮した制度運営が図られるとともに、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
ーとしての役割を十分に果たしている。

学術システム研究センターについては、新たに設置した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など、事業改善の提言･助言や業務運営の改善に活か
し高く評価できる。また、特別研究員に科学研究費助成事業の一部の研究種目への応募を可能にすることや、
海外特別研究員の申請資格の年齢制限廃止の提言を行うなど、若手研究者の自立を促進する制度改革、多様
化するキャリアパスへの対応等に貢献している。

科学研究費助成事業については、特別推進研究に新たに導入された国庫債務負担行為の取扱いについて、速
やかに関係規程や様式等を検討・整備し、例年どおりの日程で複数年度の交付決定を行った。さらに、研究
種目の一部を対象として、「調整金」の枠を活用し、研究費の次年度使用や前倒し使用にかかる仕組みを検
討・整備し、申請に基づき迅速に交付決定を行い、年度を越えて研究計画等の進捗状況に応じた弾力的な制
度運用を支障なく確実に実行に移すなど、研究者の利便性の向上に寄与している。

強固な国際協働ネットワークの構築については、諸外国の学術振興機関との協定等に基づく、国際共
同研究の拡大が認められるほか、協定等に基づかない交流を希望する国・地域ニーズに応えるための
制度を導入する等、学術振興機関ネットワークの強化・発展が認められる。特に、二国間交流事業に
おいて、新たに 3 か国との覚書を締結し、世界の学術振興機関とのネットワークを拡大した。さらに、
新たにオープンパートナーシップ共同研究・セミナーを実施し、多様な国との交流ニーズに幅広く対
応した。
② 平成25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の審査の公正性については、研究者の間でも高い評価であるが、制度改善に繋げる方策
を検討するためにも、より一層の研究者の意見をくみ取る方策の更なる検討が求められる【項目別－P1～4、
P16～22参照】
・ 課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業は人文学、社会科学の振興を図る上で極めて重要な取組
であり、長期的な視点に基づき、それぞれのプログラムを相補的に発展させることが期待される。【項目別
－P33～36参照】
・ 男女共同参画社会を推進する観点からも、女性研究者の参画を促進するため、各審査事業の委員等の選考に
おいて、女性研究者の比率を高めるなど、効果的な取り組みを進める必要がある。【項目別－P1～4参照】
(2) 業務運営に関する事項
・ 効率的・合理化を図るために、組織体制の見直しを行い、一般管理費の対前年度比3.1%の削減を達成してい
る。人件費については、地域差を是正した給与水準は国家公務員未満となっており適正である。引き続き、
一般管理費の削減と給与の適正な水準の維持に取り組むことが望まれる。【項目別－P113～115参照】
(3) その他
・ 学術活動支援においては、より長期的な影響が生まれる基盤的活動の重要性を見失わないことが重要である。
学術の特性を踏まえつつ、新たな情勢に対応するとともに、基盤となる学術研究を維持することが必要であ
る。【項目別－P1～4参照】
（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３－３）
独立行政法人日本学術振興会の平成２６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２７年８月２６日
文 部 科 学 大 臣
２．法人全体に対する評価
法人全体の評価
○ 日本学術振興会においては、第３期中期目標に従い、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
生み出す学術研究について、人文学、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べく、
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、事業を推進しており、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、その役割を十分に果たしている。
○ 学術システム研究センターにおいては、グローバル学術情報センターと連携し、センター研究員による調査・
研究や、データ収集・分析などの結果（エビデンス）に基づいて事業の改善を図るための体制を強化するとと
もに、特に科学研究費助成事業（科研費）の改革に向けた議論を深化すべく、外部有識者からのヒアリングや
学問諸分野を横断的・統合的に扱う国際シンポジウムなどの開催をとおして幅広い意見・情報の集約を図ると
ともに、科研費に係るタスクフォースを立ち上げて集中的な検討を行う体制を整備し、更には、センター研究
員の女性割合を増加させたことも含め、学術研究の多様性を確保した諸事業の運営に高く貢献している。こう
した体制により、下記のような科研費の改革に関わる有効な提案・助言等を実施しており、我が国学術研究の
諸分野における第一線の研究者集団によって、学術研究の動向を踏まえた本会事業全般の的確な運営に貢献で
きているものと認められ、高く評価できる。
○ 科学研究費助成事業（科研費）については、学術システム研究センターの機能を活用した最新の研究動向調査
を行い、一部の研究種目において、特設分野研究として融合的分野や萌芽的分野などの新たな学問分野を設定
したほか、書面審査及び合議審査を同一の審査員が実施する仕組みを導入した。これらは、平成３０年度公募
からの分科細目の大括り化を見据え、既存の学問分野にとらわれない新しい学術研究の芽を見いだすものとし
て期待され、高く評価できる。また、我が国の学術研究の存在感を向上させることを目的として、国際共同研
究及び海外ネットワーク形成を促進する「国際共同研究加速基金」の設置に向けた準備・検討を行ったことに
ついては、学術研究の現代的要請の一つである国際性に応えるための助成の在り方として期待され、高く評価
できる。また、こうした学術研究を取り巻く大きな流れへの対応とともに、基金化した科研費の着実な配分や
調整金制度の更なる弾力化を図り、「科研費における研究費の使いやすさ」（科学技術・学術政策研究所調査）
として、その指数が 4.9 から 5.3 に向上したことが示すとおり、研究現場の声をくみ取ったきめの細かい対応
も講じられているものと認められ、高く評価できる。
○ 強固な国際協働ネットワークの構築に向けては、ノーベル財団との共催により、「ノーベル・プライズ・ダイ
アログ」をスウェーデン国外において世界で初めて開催し、国内外のノーベル賞受賞者を含む世界トップレベ
ルの研究者を招待して、研究者をはじめ多くの参加者との対話の機会を提供した。また、世界の学術振興機関
の長による「グローバルリサーチカウンシル（ＧＲＣ）」の第４回年次会合（平成２７年度実施）主催機関と
して、全世界の地域会合や国際運営委員会へ出席し、年次会合の主要テーマの設定を主導した。これらのこと
は、我が国研究者への国際的にハイレベルな研鑽機会の提供や、学術分野における我が国の国際的なプレゼン
ス向上に高く貢献している。
全体の評定を行う上で特に考慮すべき事項
法人全体の信用を失墜させる事象等、全体の評定に大きな影響を与える特段の事項はなし。
３．項目別評価における主要な課題、改善事項など
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項目別評定で指摘した課題、改善事項
○ 研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止について、科学技術・学術研究が社会に及ぼす影響は
極めて大きなものになっているところ、研究者及び研究機関自らが科学技術・学術研究の健全な発展に貢献す
べく、「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が編集した「科学の健全な発展のために
－誠実な科学者の心得－」に係る研修プログラムの e-learning 化等をとおして、研究倫理教育の高度化、定着
化を進めることが期待される。また、この際、「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 25 日閣議決定）に基づき、国立研究開発法人科学技術振興機構（ＪＳＴ）との連携を強化することが期待
される。【項目別-1 及び項目別-13】
○ 科学研究費助成事業（科研費）について、その使いやすさは研究者等から高く評価されており、「調整金」制
度の改善等、研究計画の進捗状況等に応じた弾力的な運用に関する不断の見直しが図られている。研究現場か
らの声を踏まえ、研究成果を最大化する観点から基金化についての更なる検討を進めることが期待される。
【項
目別-30】
○ 課題設定による先導的人文・社会科学研究推進事業について、引き続き毎年度のフォローアップや研究最終年
度の評価を適切に行うとともに、課題設定に当たっては、例えば、学術システム研究センターの機能を更に活
用したり、外部の意見を参考にしたりするなど、より適切な課題の設定に努め、一層実効性のある事業とする
ことが重要である。また、今後は、積極的にその事業成果を社会に発信していくことも併せて求められる。【項
目別-45】
○ 研究者の養成について、女性研究者の比率を将来的に高められるよう、引き続き積極的に女性研究者からの申
請を促進していくことが必要である。【項目別-86】
○ 組織の編成及び運営、並びに業務・システムの合理化・効率化について、改正後の独立行政法人通則法や「独
立行政法人の業務の適正を確保するための体制等の整備」
（平成２６年１１月２８日総務省行政管理局長通知）
、
「独立行政法人の監事の機能強化に伴う措置について」（平成２６年１１月２８日総務省行政管理局長通知）
などの趣旨を踏まえ、内部統制システムの整備及び監事機能の強化に係る取組が更に実行に移されることが期
待される。【項目別-135】
（http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2015/09/17/1361260_09.pdf 参照）
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（別紙４）
平成 26 年度における独立行政法人の業務の実績及び平成 26 年度に中期目標期間を終了した独立行政法人の
中期目標の期間における業務の実績に関する評価の結果についての点検結果（抜粋）
平 成 27 年 11 月 17 日
独立行政法人評価制度委員会
平成 26 年６月に「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」（平成 26 年法律第 66 号）が成立し、これを
受け総務大臣は「独立行政法人の目標の策定に関する指針」（以下「目標策定指針」という。）及び「独立行政
法人の評価に関する指針」（以下「評価指針」という。）を平成 26 年９月に決定した。
評価指針では、独立行政法人（日本私立学校振興・共済事業団（助成業務）を含む。以下同じ。）の業務の実
績に対する主務大臣の評定は、Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄの５段階の評語を付すことにより行い、「Ｂ」を標準とする
こととされている。
独立行政法人評価制度委員会（以下「委員会」という。）は、平成 26 年度の業務の実績に関する評価（以下
「年度評価」という。）及び平成 26 年度に中期目標期間を終了した独立行政法人の中期目標の期間における業
務の実績に関する評価（以下「中期目標期間評価」という。）が、評価指針に基づく初めての評価となることを
踏まえ、①各主務大臣が付した評定の全体的な「評定の状況」を確認するとともに、②特に、「Ａ」評定以上と
なっている項目について、独立行政法人の自己評価に基づき主務大臣が付した評定の根拠、理由等を点検した。
その結果、評価手法や評定の根拠、理由等のより一層の明確化が必要な事例が見られた。もとより、委員会と
しては、業務実績を的確に反映した評価が実施され、主務大臣において十分な根拠を示した上で「所期の目標を
上回る成果」と判断する場合等に「Ａ」評定以上の評価を付すことを否定するものではないが、このような事例
が来年度以降も改善されなければ、その内容等に応じて、委員会として独立行政法人通則法（平成 11 年法律第
103 号）第 12 条の２第１項第６号に示す「著しく適正を欠くと認める評価の実施」であるとの判断に至ること
も想定されること、また、年度評価及び中期目標期間評価の評定は、独立行政法人の退職役員の業績勘案率の算
定にも用いられることから、委員会は、新たな独立行政法人制度の初年度にあたる今年度の評価結果について、
評価制度やその運用の改善、適正化を推進する責務を果たす観点から、評価手法や評定の根拠、理由等のより一
層の明確化の必要があるとした事例を公表し、来年度以降の適切な評価に資すべきとの判断に至った。

２．評価手法や評定の根拠、理由等のより一層の明確化の必要がある事例
点検の結果、以下の（１）から（４）に示すとおり、評価手法や評定の根拠、理由等のより一層の明確化が必
要と考えられる事例が見られた。主務大臣においては、目標等の見直しを含めた次回評価プロセスに当たって、
目標策定指針、評価指針及び本点検結果に十分留意願いたい。

（３）主務大臣が評定を引上げる場合の根拠、理由等の明確化
評価指針においては、主務大臣は、法人の自己評価書を最大限活用し、当該自己評価書の正当性の観点から
確認すること等を通じて、適切かつ合理的に評価を行うこととされており、主務大臣における評価は法人の自
己評価が前提となっている。
また、評価指針においては、主務大臣による評定は、「目標で設定された難易度の高い項目に限り、評定を
一段階引き上げることについて考慮する」とされ、その場合には、評定を引き上げるにふさわしいとした根拠
について、量的及び質的の両面から具体的かつ明確に記述することとされている。
しかしながら、主務大臣による評定の中には、以下の表２－３に示すとおり、①法人の自己評価において「Ｂ」
評定としていたものを、業務実績が前年度実績を大幅に上回ったことのみをもって、主務大臣の評価において
「Ａ」評定に引き上げている事例、②目標において「難易度」の設定がない中で、主務大臣の評価において「難
易度が高い」として評定を一段階引き上げ「Ａ」評定以上の評定としているが、引き上げるにふさわしいとし
た根拠、
理由について量的及び質的の両面から具体的かつ明確に記述されているとは言い難い事例がみられた。
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表２－３（一部抜粋）
府省名

法人名

項目名

種別

自己
評価

大臣
評価

文部科学省
日本学術振興会
世界レベルの多様な知の創造
年度
S
S
（注）「自己評価」と「大臣評価」の評定が同じとなっているものは、例えば、主務大臣の評価において法人の自己
評価になかった難易度尺度を当てはめて「S」評定を維持しているが、その根拠、理由等について具体的かつ明
確に記述されているとは言い難い事例等である。

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000386633.pdf 参照）
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（別紙５）
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
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６）
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
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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。
② 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
③ 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。
④ 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。
⑤ 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。
⑥ 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。
⑦ 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。
⑧ 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
⑨ 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
⑩ 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
⑪ 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。
⑫ 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。
⑬ 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。
⑭ 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。

（http://www.kantei.go.jp/jp/singi/gskaigi/pdf/sankou-k3.pdf 参照）
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平成２７年１１月２６日改正

独立行政法人日本学術振興会が
達成すべき業務運営に関する目標
（中期目標）

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、
「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」
（平成 27 年５月 25 日総務
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大臣決定）に基づく取組を着実に実施し、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。
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
-1-

251

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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（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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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。
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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
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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（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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（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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272

（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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（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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（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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（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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（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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（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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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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（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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（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２７年７月１０日改正
平成２８年２月１２日改正

平成２７年度
独立行政法人日本学術振興会
年度計画

平成２７年３月３１日
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第三 予算、収支計画及び資金計画

第六 剰余金の使途

８

・・・・・・・

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

４

・・・・・・・・・・・・・・・

２１

別紙 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

２３

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２７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当たり、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。
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。また、
「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）を踏まえ、
独立行政法人科学技術振興機構（以下「JST」という。）との連携を強化する。
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）評議員会等
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。
また、学術研究に対する特に高い見識を有する学識経験者を学術顧問に委嘱し、振
興会の運営に関し、専門的な見地からの幅広い助言を求める。

（３）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、人文学、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。
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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
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。
（４）自己点検及び外部評価の実施
①

自己点検
平成２６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２７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２６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。

（５）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
て全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・審査業務・交付業務について電子申請システムを活用するととも
に、制度改善等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、研究活動スタート
支援及び特別研究員奨励費の応募書類の受付を電子システムにより行う。ま
た、応募画面を英語化することにより、外国人研究者の利便性向上を図る。
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・

審査業務
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及び奨励研
究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
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
ト支援及び特別研究員奨励費の交付申請書の作成、実績報告書・実施状況報
告書・研究成果報告書等の交付決定後の提出書類の作成を電子システムによ
り行う。また、研究者等の負担を軽減するため、繰越及び調整金の申請書類
の作成についても電子システムにより行う。

（ⅱ）

特別研究員事業、海外特別研究員事業
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を
導入する。
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
ムを活用するとともに、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、随時開発を行うことにより、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・審査業務を行っている事業は、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。

（６）研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の防止
文部科学省が定めるガイドライン等を踏まえ、研究費の不正使用については、抽出
した研究機関に対する実地検査を行い、機関における不正防止に対する取組の状況等
を把握し、必要に応じて指導を行うなど、研究機関における研究費の管理や監査や公
正な研究活動の推進に向けた体制整備を徹底させる。
また、事業説明会等を開催し、研究費の不正使用及び研究活動における不正行為の
防止策等について、研究費の使用ルールや実地検査で把握した事例の周知等を通じて
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。
さらに、研究費の不正使用等の防止に関して研究者の理解が最低限必要な事項につ
いて、振興会が交付する研究資金の交付手続等の際に、その内容について確認したこ
とを研究者に明らかにさせることとする。
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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。
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２７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、特別研究促進費、研究成果公開
促進費、特別研究員奨励費、特定奨励費の交付業務及び平成２８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、特別研究促進費、特定
奨励費を除く。）を行う。
科学研究費委員会において、科研費事業の平成２８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）及び若手研究（Ｓ）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

288

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ととも
に、JST に情報を提供する。
・

追跡評価の実施
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
開するとともに、JST に情報を提供する。

・

研究成果公開促進費（国際情報発信強化）の中間評価の実施
研究成果公開促進費（国際情報発信強化）の継続事業課題に係る中間評価
を行う。

・

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）
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し、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（外国人研究者
の利便性向上を図るための英語版の公募要領等の作成を含む）。
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及び文部科学省からの通知に基づき、平成２７
年度課題に係る交付業務を迅速に行う。また、平成２６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２７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。国庫債務負担行為が導入された特別推進研究について、平成２７年
度に継続する課題については実績報告書の提出を受けて額の確認を行う。
・

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２７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、科研費事業の中に設けられた調整金の枠を活用した研究費の前倒し使

用や次年度使用について研究計画等の進捗状況に応じた弾力的な運用を行う。
・

平成２７年度課題に係る交付申請書及び平成２６年度に補助事業が終了し
た課題に係る実績報告書については、英文での提出も受け付ける。

（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
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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
平成２６年度に終了した研究課題の研究実績の概要及び平成２６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。
また、特別推進研究、新学術領域研究、基盤研究（Ｓ）の新規採択課題等を
紹介する「我が国における学術研究課題の最前線」を作成し、JST をはじめ大

学等関係機関に配布するとともに、ホームページで公開する。
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）

特設分野研究の検証・改善
新たな学術の芽を掘り起こすために平成２６年度に創設した「特設分野研究」
について、学術システム研究センター等の機能を活用し、審査体制・方法等を
検証し改善を図る。

（ⅲ）

「系・分野・分科・細目表」等の見直し及び時限付き分科細目等改正案の検
討
審査体制や審査方法も含めた「系・分野・分科・細目表」の見直し及び平成
２９年度課題の公募において設定する時限付き分科細目並びに特設分野の設定
等について、文部科学省から示される「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証を加えその結果に基づいて必要な
見直しを行うための検討を行う。
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⑤

学術研究助成基金（国際共同研究加速基金）の仕組みの検討・構築・助成等
国際共同研究や海外ネットワークの形成を促進するため、学術研究助成基金（国
際共同研究加速基金）に係る仕組みの検討・構築・助成に向けた取組を行う。

⑥

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学・社会科学研究推進事業
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学・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２７年度は、平成２５年度に採択された「実社会対応プログラム」、「グロー
バル展開プログラム」及び平成２６年度に採択された「領域開拓プログラム」の研
究テーマのフォローアップを行う。また、平成２５年度に採択された「実社会対応
プログラム」の研究評価を行い、評価結果に基づき研究期間の延長の可否を決定す
るとともに、同プログラムの新規課題について検討・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。
②

東日本大震災学術調査
平成２６年度までに実施した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・検証及び学術的に貴重な資料の収集を行った本事業に
おける調査研究の成果を書籍化することにより社会に発信する。併せて、研究成果
の国際的な情報発信を目的として英文による成果報告書の書籍化に必要な準備を行
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、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 及び拠点ごとの 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２７年度は、平成１９年度に採択された５拠点、平成２２年度に採択された１
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拠点及び平成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
・最先端研究基盤事業
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。
【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、先端研究助成等において達成すべき成果は以下のとおりとする。
・
３

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を行う。

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、平成２５年５月に策定した「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）」に基づき、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。

（１）国際的な共同研究等の促進
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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。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・地域を対象としたオープンパートナーシップ共同研究・セミナーを着実に実
施する。その際、各国の研究水準・研究ニーズや外交的観点等、学術に関する国際
交流の必要性に配慮しつつ、円滑に実施する。
また、大学院教育の国際化及び博士課程における若手研究者の育成のため、ドイ
ツ研究振興協会（DFG）と協力し、日独の大学が大学院における教育研究を共同で
行う日独共同大学院プログラムを実施する。

②

国際的な共同研究の推進
学術研究活動のグローバルな展開に対応するために、海外の学術振興機関との連
携のもと、我が国の大学等の優れた研究者が海外の研究者と協力して行う共同研究
を推進するとともに、若手研究者の育成を目的とした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
先端的又は地域共通課題の解決に資する研究分野において、世界的水準又は地域
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）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、第４回グロー
バルリサーチカウンシル（GRC）年次会合を東京で開催し、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、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議
（G8-HORCs）、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）、及び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。
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、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間のネットワーク化の取組を実施するとともに、大学間、研
究者間のネットワーク化を図る。
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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１４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
持つ海外在住者を含む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
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、センター所在国・地域に加え、現行のセンターで
はカバーすることが困難な国・地域における体系的な情報収集及び国内への情報発
信の充実を図る。
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

ノーベル賞受賞者と若手研究者との対話の場の提供

（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
課程学生等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）

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

若手研究者への国際的な研鑽機会の提供

（ⅰ）

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。

（ⅱ）

国際ワークショップ及びセミナーの実施
若手研究者のための国際ワークショップ及びセミナーを開催し、専門性の向
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上とネットワーク形成の機会を提供する。
③

諸外国の優秀な研究者の招へい

（ⅰ）

外国人研究者招へい事業
様々なキャリアステージにある優れた外国人研究者を招へいするための事業
を実施する。
外国人特別研究員事業と外国人招へい研究者事業については、外国人研究者
招へい事業として統合・メニュー化を行い、効率化を図る。
「外国人特別研究員」では、多様な国からの研究者の招へいを着実に図る。
とりわけ、戦略的に重要な国からの若手研究者の招へいについては、対象国を
拡大するとともに、招へい期間を柔軟に設定し、海外対応機関との連携並びに
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、外国人研究者を我が国の大学等で常勤職として採用
することを促す取組を実施する。
「外国人招へい研究者」では、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。

（ⅱ）

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・アフリカ諸国等の若
手研究者を支援する事業を実施する。

（ⅲ）

招へい研究者への交流支援
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
し、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
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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を行うとともに、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
員会における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研究奨励金を支給し、自由な発想の下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。
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。
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期間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いを実施する。

（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。
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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、研究奨励金支給の効果等
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。

（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を導入する。
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だし、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
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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分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）
・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
平成２５年度までの採択事業については、頭脳循環により国際研究ネットワ
ークの核となる優れた研究者の育成を図るため、研究機関の国際研究戦略に沿
って、若手研究者を海外へ派遣し、派遣先の研究機関と行う世界水準の国際共
同研究に携わり、様々な課題に挑戦する機会を提供する大学等研究機関を支援
する。また、終了した事業について事後評価を行う。
平成２６年度以降の採択事業については、高いポテンシャルを有する我が国
の研究グループが、頭脳循環により国際研究ネットワークを戦略的に形成し、
その中核となることを図るため、専門家による公正な審査体制を整備し、海外
のトップクラスの研究機関と世界水準の国際共同研究を行うことを通じて、相
手側への若手研究者の長期派遣と相手側からの研究者招へいの双方向の人的交
流を展開する取組を行う大学等研究機関を支援する。
前年度に交付した補助金について、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、他機関の国際研究ネットワークの形成に資するよう、事業を通じて得
られる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。

（３）大学の教育研究機能の向上やグローバル化支援
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２７年度は、以下の事業に係る審査・評価を行う。
①
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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、評価業務を行う。
平成２７年度は、平成２４年度に採択された２４件のプログラムの中間評価を行
うとともに、平成２３年度から平成２５年度に採択された６２件のプログラムのフ
ォローアップを行う。
②

大学教育再生加速プログラム
これまでの大学教育改革の成果をベースとして、教育再生実行会議等で示された

新たな方向性（アクティブ・ラーニング、学修成果の可視化、入試改革・高大接続、
長期学外学修プログラム

等）に合致した先進的な取組を実施する大学等を支援す

ることを目的とした国の助成事業である「大学教育再生加速プログラム」について、
委員会を開催し、審査・評価業務を行う。
平成２７年度は、新たに公募するプログラムの審査を行う。
③

大学間連携共同教育推進事業
国公私立の設置形態を超え、地域や分野に応じて大学間が相互に連携し、社会の
要請に応える共同の教育・質保証システムの構築を行う取組の中から、優れた取組
を選定し、重点的な財政支援を行うことにより、教育の質の保証と向上、強みを活
かした機能別分化を推進することを目的とした国の助成事業である「大学間連携共
同教育推進事業」について、委員会を開催し、評価業務を行う。
平成２７年度は、平成２４年度に採択された事業の中間評価を行う。

④

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業
地方公共団体や企業等と協働して、学生にとって魅力ある就職先の創出をすると
ともに、その地域が求める人材を養成するために必要な教育カリキュラムの改革を
断行する大学の取組を支援することを目的とした国の助成事業である「地（知）の
拠点大学による地方創生推進事業（COC＋）」について、委員会を開催し、審査・
評価業務を行う。
平成２７年度は、新たに公募する事業の審査を行う。

⑤

大学の世界展開力強化事業
大学教育のグローバル展開力の強化を図るため、我が国にとって戦略的に重要な
国・地域との間で、質保証を伴った学生交流等を推進する国際教育連携やネットワ
ークの形成の取組の支援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２７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２５年度
に採択された７件のプログラムの中間評価を行うとともに、平成２３年度に採択さ
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れた２５件、平成２４年度に採択された１４件及び平成２６年度に採択された９件
のプログラムのフォローアップを行う。
⑥

スーパーグローバル大学等事業
世界トップレベルの大学との交流・連携を実現、加速するための人事・教務シス
テムの改革など国際化を徹底して進める大学や、学生のグローバル対応力育成のた
めの体制強化を進める大学を支援し、我が国の高等教育の国際競争力の向上及びグ
ローバル人材の育成を目的とした国の助成事業である「スーパーグローバル大学等
事業」について、委員会を開催し、評価業務を行う。
平成２７年度は、平成２４年度に採択された「経済社会の発展を牽引するグロー
バル人材育成支援」の４２件及び平成２６年度に採択された「スーパーグローバル
大学創成支援」の３７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、結果を取りまとめ、今後の振興会事業に反映させることとす
る。
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係
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。
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調査に留意し、科
研費「特設分野研究」の分野設定等に活かす。
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また、これらの成果については、報告書に取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
グローバル学術情報センターにおいては、科学研究費助成事業、研究者養成事業、
学術国際交流事業等の各種データの一元管理（収集・蓄積・管理）を行う。また、
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
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）

ホームページの活用
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）

ブローシャー等の発行
振興会の事業内容について分かりやすく編集したブローシャーを作成し、学
術機関、行政機関、海外の諸機関に配布するほか、必要に応じて事業ごとにリ
ーフレット等を発行・配布する。また、英語版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、在日
大使館等に配布する。

（ⅲ）

メールマガジンの発信
インターネットを活用したメールマガジンにより、公募案内や行事予定等の
情報提供を行う。

（ⅳ）

ソーシャルメディアの活用
公募や行事の情報を迅速に発信するため、必要に応じてソーシャル・ネット
ワーキング･サービスを活用する。

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
究について、その中に含まれる科学の興味深さや面白さを分かりやすく発信す
ることを通じて、学術が持つ意義や学術と日常生活との関わりに対する理解を
深める機会を社会に提供する「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、報告書に取りま
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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２７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２７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
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

・

調査研究の成果の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
・

産学協力研究委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係る情報発信

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。
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（１）国際生物学賞に係る事務
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３１回顕彰に係
る事務を行うとともに、第３２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係る募金事務
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。

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、独立行政法人通則法の一部を改正する法律（平
成２６年法律第６６号）の趣旨に基づき、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２６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、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２６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。
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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上で、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
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のっとり効率的かつ適正な会
計処理を行う。

（ⅱ）

情報管理システムの活用推進
業務に必要な振興会内の諸手続きについては、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、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。
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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に基づき運用する。
（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１－１～１－３のとおり
２

収支計画
別紙２－１～２－３のとおり

３

資金計画
別紙３－１～３－３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ときは、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。
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２

人事に関する計画

（１）職員の研修計画
職員の専門性及び意識の向上を図るため、下記の研修を実施する。また、資質の向
上を図るため、外部で実施される研修に職員を参加させる。
①

語学研修

②

海外の機関での研修

③

情報セキュリティ研修

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。
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分

世界レベルの
多様な知の創造

収入
運営費交付金
326
国庫補助金収入
227,187
科学研究費補助金
133,031
研究拠点形成費等補助金
0
大学改革推進等補助金
0
国際化拠点整備事業費補助金
0
戦略的国際研究交流推進事業費補助金
0
学術研究助成基金補助金
94,156
事業収入
105
寄附金事業収入
0
産学協力事業収入
0
学術図書出版事業収入
0
受託事業収入
160
計
227,778
支出
一般管理費
509
うち 人件費
79
物件費
430
事業費
329
うち 人件費
106
物件費
223
科学研究費補助事業費
133,031
研究拠点形成費等補助事業費
0
大学改革推進等補助事業費
0
国際化拠点整備事業費補助事業費
0
戦略的国際研究交流推進事業費補助事業費
0
学術研究助成事業費
96,039
寄附金事業費
0
産学協力事業費
0
学術図書出版事業費
0
受託事業費
160
計
230,068
※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

区

予算（総括表）

18,024
2,107
0
105
45
61
1,896
0
6
0
0
0
0
20,138
0
0
0
18,030
143
17,887
0
105
45
61
1,896
0
0
0
0
0
20,138

7,331
0
0
0
0
0
0
0
43
0
0
0
14
7,388
0
0
0
7,374
219
7,154
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
7,388

0
0
0
839
54
785
102
0
0
0
0
0
0
252
0
0
1,193

839
102
102
0
0
0
0
0
1
0
252
0
0
1,193

次世代の人材育成と エビデンスに基づいた
強固な国際協働
大学の教育研究機能の 学術振興体制の構築と
ネットワークの構築
向上
社会との連携の推進

平成２７年度

法人共通

484
300
184
238
4
234
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
764

719
0
0
0
0
0
0
0
3
36
0
0
0
758

合

993
379
614
26,811
527
26,284
133,133
105
45
61
1,896
96,039
42
252
0
174
259,552

27,239
229,396
133,133
105
45
61
1,896
94,156
158
36
252
0
174
257,255

計

（単位：百万円）

（別紙１－１）
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分

世界レベルの
多様な知の創造

収入
運営費交付金
326
国庫補助金収入
133,031
科学研究費補助金
133,031
研究拠点形成費等補助金
0
大学改革推進等補助金
0
国際化拠点整備事業費補助金
0
戦略的国際研究交流推進事業費補助金
0
事業収入
3
寄附金事業収入
0
産学協力事業収入
0
学術図書出版事業収入
0
受託事業収入
160
計
133,520
支出
一般管理費
0
うち 人件費
0
物件費
0
事業費
329
うち 人件費
106
物件費
223
科学研究費補助事業費
133,031
研究拠点形成費等補助事業費
0
大学改革推進等補助事業費
0
国際化拠点整備事業費補助事業費
0
戦略的国際研究交流推進事業費補助事業費
0
寄附金事業費
0
産学協力事業費
0
学術図書出版事業費
0
受託事業費
160
計
133,520
※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

区

予算（一般勘定）

18,024
2,107
0
105
45
61
1,896
6
0
0
0
0
20,138
0
0
0
18,030
143
17,887
0
105
45
61
1,896
0
0
0
0
20,138

7,331
0
0
0
0
0
0
43
0
0
0
14
7,388
0
0
0
7,374
219
7,154
0
0
0
0
0
0
0
0
14
7,388

0
0
0
839
54
785
102
0
0
0
0
0
252
0
0
1,193

839
102
102
0
0
0
0
1
0
252
0
0
1,193

次世代の人材育成と エビデンスに基づいた
強固な国際協働
大学の教育研究機能の 学術振興体制の構築と
ネットワークの構築
向上
社会との連携の推進

平成２７年度

法人共通

484
300
184
238
4
234
0
0
0
0
0
42
0
0
0
764

719
0
0
0
0
0
0
3
36
0
0
0
758

合

484
300
184
26,811
527
26,284
133,133
105
45
61
1,896
42
252
0
174
163,004

27,239
135,240
133,133
105
45
61
1,896
56
36
252
0
174
162,997

計

（単位：百万円）

（別紙１－２）

309

分

世界レベルの
多様な知の創造

収入
国庫補助金収入
学術研究助成基金補助金
94,156
0
事業収入
102
0
計
94,258
0
支出
一般管理費
509
0
うち 人件費
79
0
物件費
430
0
学術研究助成事業費
96,039
0
計
96,548
0
※１ 各欄積算と合計欄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。

区

予算（学術研究助成業務勘定）

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

次世代の人材育成と エビデンスに基づいた
強固な国際協働
大学の教育研究機能の 学術振興体制の構築と
ネットワークの構築
向上
社会との連携の推進

平成２７年度

法人共通

0
0
0
0
0

0
0
0

合

509
79
430
96,039
96,548

94,156
102
94,258

計

（単位：百万円）

（別紙１－３）

310

純利益
0
総利益
0
※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

230,069
326
133,031
0
0
0
0
96,446
105
0
0
0
160
1

収益の部
運営費交付金収益
科学研究費補助金収益
研究拠点形成費等補助金収益
大学改革推進等補助金収益
国際化拠点整備事業費補助金収益
戦略的国際研究交流推進事業費補助金収益
学術研究助成基金補助金収益
業務収益
寄附金事業収益
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

世界レベルの
多様な知の創造
230,069
329
133,031
0
0
0
0
96,039
0
0
0
160
509
1

分

費用の部
経常費用
業務経費
科学研究費補助事業費
研究拠点形成費等補助事業費
大学改革推進等補助事業費
国際化拠点整備事業費補助事業費
戦略的国際研究交流推進事業費補助事業費
学術研究助成事業費
寄附金事業費
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

区

収支計画（総括表）

0
0

7,394
7,331
0
0
0
0
0
0
43
0
0
0
14
6

7,394
7,374
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
6

0
0

20,141
18,024
0
105
45
61
1,896
0
6
0
0
0
0
3

20,141
18,030
0
105
45
61
1,896
0
0
0
0
0
0
3

0
0

1,193
839
102
0
0
0
0
0
1
0
252
0
0
0

1,193
839
102
0
0
0
0
0
0
252
0
0
0
0

次世代の人材育成と エビデンスに基づいた
強固な国際協働
大学の教育研究機能の 学術振興体制の構築と
ネットワークの構築
向上
社会との連携の推進

平成２７年度

法人共通

0
0

779
719
0
0
0
0
0
0
3
42
0
0
0
15

779
238
0
0
0
0
0
0
42
0
0
0
484
15

合

0
0

259,577
27,239
133,133
105
45
61
1,896
96,446
158
42
252
0
174
25

259,577
26,811
133,133
105
45
61
1,896
96,039
42
252
0
174
993
25

計

（単位：百万円）

（別紙２－１）

311

純利益
0
総利益
0
※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

133,521
326
133,031
0
0
0
0
3
0
0
0
160
1

収益の部
運営費交付金収益
科学研究費補助金収益
研究拠点形成費等補助金収益
大学改革推進等補助金収益
国際化拠点整備事業費補助金収益
戦略的国際研究交流推進事業費補助金収益
業務収益
寄附金事業収益
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

世界レベルの
多様な知の創造
133,521
329
133,031
0
0
0
0
0
0
0
160
0
1

分

費用の部
経常費用
業務経費
科学研究費補助事業費
研究拠点形成費等補助事業費
大学改革推進等補助事業費
国際化拠点整備事業費補助事業費
戦略的国際研究交流推進事業費補助事業費
寄附金事業費
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

区

収支計画（一般勘定）

0
0

7,394
7,331
0
0
0
0
0
43
0
0
0
14
6

7,394
7,374
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
6

0
0

20,141
18,024
0
105
45
61
1,896
6
0
0
0
0
3

20,141
18,030
0
105
45
61
1,896
0
0
0
0
0
3

0
0

1,193
839
102
0
0
0
0
1
0
252
0
0
0

1,193
839
102
0
0
0
0
0
252
0
0
0
0

次世代の人材育成と エビデンスに基づいた
強固な国際協働
大学の教育研究機能の 学術振興体制の構築と
ネットワークの構築
向上
社会との連携の推進

平成２７年度

法人共通

0
0

779
719
0
0
0
0
0
3
42
0
0
0
15

779
238
0
0
0
0
0
42
0
0
0
484
15

合

0
0

163,029
27,239
133,133
105
45
61
1,896
56
42
252
0
174
25

163,029
26,811
133,133
105
45
61
1,896
42
252
0
174
484
25

計

（単位：百万円）

（別紙２－２）

312

純利益
0
総利益
0
※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

96,548
96,446
102

収益の部
学術研究助成基金補助金収益
業務収益

世界レベルの
多様な知の創造
96,548
96,039
509

分

費用の部
経常経費
学術研究助成事業費
一般管理費

区

収支計画（学術研究助成業務勘定）

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

次世代の人材育成と エビデンスに基づいた
強固な国際協働
大学の教育研究機能の 学術振興体制の構築と
ネットワークの構築
向上
社会との連携の推進

平成２７年度

法人共通

0
0

0
0
0

0
0
0

合

0
0

96,548
96,446
102

96,548
96,039
509

計

（単位：百万円）

（別紙２－３）

313

分

231,318
78,846

世界レベルの
多様な知の創造

228,516
326
133,031
0
0
0
戦略的国際研究交流推進事業費補助金による収入
0
学術研究助成基金補助金による収入
94,156
寄附金事業による収入
0
産学協力事業による収入
0
学術図書出版事業による収入
0
受託事業による収入
160
その他の収入
843
前期繰越金
81,648
※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

資金収入
業務活動による収入
運営費交付金による収入
科学研究費補助金による収入
研究拠点形成費等補助金による収入
大学改革推進等補助金による収入
国際化拠点整備事業費補助金による収入

資金支出
業務活動による支出
次期繰越金

区

資金計画（総括表）

7,388
7,331
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
43
22

7,388
22

20,203
18,024
0
105
45
61
1,896
0
0
0
0
0
72
55

20,212
46

1,193
839
102
0
0
0
0
0
0
252
0
0
1
68

1,193
68

次世代の人材育成と エビデンスに基づいた
強固な国際協働
大学の教育研究機能の 学術振興体制の構築と
ネットワークの構築
向上
社会との連携の推進

平成２７年度

法人共通

791
719
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
36
665

797
658

合

258,091
27,239
133,133
105
45
61
1,896
94,156
36
252
0
174
994
82,458

260,909
79,641

計

（単位：百万円）

（別紙３－１）

314

分

134,765
1,377

世界レベルの
多様な知の創造

134,253
326
133,031
0
0
0
戦略的国際研究交流推進事業費補助金による収入
0
寄附金事業による収入
0
産学協力事業による収入
0
学術図書出版事業による収入
0
受託事業による収入
160
その他の収入
736
前期繰越金
1,889
※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

資金収入
業務活動による収入
運営費交付金による収入
科学研究費補助金による収入
研究拠点形成費等補助金による収入
大学改革推進等補助金による収入
国際化拠点整備事業費補助金による収入

資金支出
業務活動による支出
次期繰越金

区

資金計画（一般勘定）

7,388
7,331
0
0
0
0
0
0
0
0
14
43
22

7,388
22

20,203
18,024
0
105
45
61
1,896
0
0
0
0
72
55

20,212
46

1,193
839
102
0
0
0
0
0
252
0
0
1
68

1,193
68

次世代の人材育成と エビデンスに基づいた
強固な国際協働
大学の教育研究機能の 学術振興体制の構築と
ネットワークの構築
向上
社会との連携の推進

平成２７年度

法人共通

791
719
0
0
0
0
0
36
0
0
0
36
665

797
658

合

163,829
27,239
133,133
105
45
61
1,896
36
252
0
174
888
2,699

164,356
2,171

計

（単位：百万円）

（別紙３－２）

315

分

96,552
77,469

世界レベルの
多様な知の創造

資金収入
業務活動による収入
94,263
学術研究助成基金補助金による収入
94,156
その他の収入
107
前期繰越金
79,759
※ 各欄積算と合計欄の数字は四捨五入の関係で一致しないことがある。

資金支出
業務活動による支出
次期繰越金

区

資金計画（学術研究助成業務勘定）

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
0
0

0
0

次世代の人材育成と エビデンスに基づいた
強固な国際協働
大学の教育研究機能の 学術振興体制の構築と
ネットワークの構築
向上
社会との連携の推進

平成２７年度

法人共通

0
0
0
0

0
0

合

94,263
94,156
107
79,759

96,552
77,469

計

（単位：百万円）

（別紙３－３）

平成２７年度事業自己点検評価・外部評価の実施経緯

平成 28 年 3 月 17 日
独立行政法人日本学術振興会平成 28 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 27 年度事業の評価手法について」の決定
平成 28 年 4 月 28 日
独立行政法人日本学術振興会計画・評価委員会を開催
議題：平成 27 年度事業に係る自己点検評価について
平成 28 年 5 月 12 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 27 年度事業の外部評価項目の分担について
３）平成 27 年度事業実績等について
平成 28 年 5 月 12 日～5 月 30 日
外部評価委員による平成 27 年度事業の外部評価（案）の検討
平成 28 年 6 月 6 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 27 年度事業の外部評価コメント及び評点について
平成 28 年 6 月 6 日～6 月 13 日
外部評価委員による「外部評価結果の総括」の検討
平成 28 年 6 月 20 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 27 年度事業の外部評価結果について
２）外部評価結果の総括（案）について
平成 28 年 7 月 28 日
独立行政法人日本学術振興会理事長に対し、外部評価報告書を提出
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