
2.公募要領の主な変更点等について

( 1 ) .文部科学省公募分、日本学術振興会公募

分に共通する事項

or系・分野・分科・細目表」の一部変更について
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i o r系・分野・分科・細目表Jの一部変更について | 
(公募要領 P7 7 (文科)、 42 (学振)) 

0時限付き分科細目 「統合栄養科学1について、分野「複合領域j 分科『生活科学1

細目「食生活学Jrこ分割Bとして追加 しました口

食生
複合領域|生活科学 117031活学

I[食品と調理]

(1)調理と加工、 (2)食品と貯蔵、 (3)食晴好と評

A I価、 (4)食素材、 (5)調理と機能性成分、 (6)フー

ドサービス、(7)食文化、 (8)テクスチャ一、 (9)岨
鴎圃畷下

[統合栄養科学]

B 1(10)食と栄養、 (11)機能性食品、(12)分子代謝

学、 (13)栄養疫学、 (14)臨床栄養学

[食生活と健康]
(15)食教育、 (16)食習慣、 (17)食行動、 (18)食

C I 
情報、 (19)保健機能食品、 (20)食と環境、 (21)
食生活の評価、 (22)フードマネージメント

※上記に加え、キーワードの見直しを行っています。応募細目やキーワードを改

めて確認してください。
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2.公募要領の主な変更点等について

(2) .文部科学省公募分に関する事項

0新学術領域研究(研究領域提案型)の変更点

について

21 



新学術領域研究(研究領域提案型)の主な変更点について(.

<改正の経緯・趣旨>

平成26年5月の科学技術・学術審議会学術分科会「学術研究の推進方策に関する総合
的な審議についてJ (中間報告)では、「学術研究がイノベーションの源泉として、 「挑戦
性、総合性、融合性、国際性」といった現代的な要請に着目しつつ、学術研究の多様性を
進化させ、卓越した知の創出力を強化し、学術研究の本来的な役割を最大限果たせるよう
にする」ことが強く要請されており、異分野融合や共同研究の推進等により、新たな学術領
域を創出・発展させることがますます重要となっています。

新学術領域研究(研究領域提案型)においては、これまでの成果、審査経験とこうした
我が国の学術研究の動向を踏まえつつ、より新学術領域研究に相応しい提案をエンカレッ
ジする視点から、科学研究費補助金審査部会において、審査方法等の改善・充実に向けた検
討を行いました。

平成27年度の公募では、これまでの新学術領域研究(研究領域提案型)の趣旨巷踏ま
えつつ、公募の対象、審査希望区分、領域計画書の項目等を具体化・明確化するための改
正を行いました。

また、併せて、審査の充実・効率化も重視しつつ、優れた提案が採択されるよう、審査
体制の充実、きめ細かい審査手法を検討・導入をする予定です。

22 



[ 0新学術領域研究(研究領域提案型)の主な変更点については.

(公募要領P1 2 (文科) ) 

0公募の「対象」を具体化、明確化しました。

【平成 26年度公募】

次のいずれかに該当する革新的・創造的な学術研究の発展が期待される研究領域であって、協同して推進する複数の研究者で構成される研究グループ
の有機的な連携の下に領域の学術水準の向上を図るもの。

-多様な研究者による新たな視点や手法による共同研究等の推進により、当該研究領域の新たな展開を目指すもの。

・異なる学問分野の研究者が連携して行う共同研究等の推進により、当該研究領域の発展を目指すもの。

-既存の学問分野の枠に収まらない新興・融合領域の創成を目指すもの。

-当該領域の研究の発展が他の研究領域の研究の発展に大きな波及効果をもたらすもの。

・学術の国際的趨勢等の観点から見て重要であるが、我が国において立ち遅れており、当該領域の進展に格段の配慮を必要とするもの。

※過去lこ、「新学術領域研究(研究領域提案型)J又は他の研究費において採択された研究領域が、それまでの成果を踏まえ更なる発展を目指す研究領
域の提案も可能。

く 〉
【平成 27年度公募】

①もしくは②のいずれかに該当するもので、

1) - 3) のすべての要件も満たすもの

ただし、 4)については、該当する場合のみ

革新的・創造的な学術研究の発展が期待される研究領域であって、多様な研究グループによる有機的な連携の下
に新たな視点や手法による共同研究等の推進により、⑦既存の学問分野の枠に収まらない新興・融合領域の創成
を目指すもの、文は②当該領域の格段の発展・飛躍的な展開を目指すもので、次の要件巷満たすものn

1)基礎研究分野(基礎から応用への展開を目指す分野を含む。)であって、複数の分野にまたがる新たな研究領域の創成・発展が期待されるもの。

2) 国際的な優位性を有する(期待される)もの、又は我が国固有の分野もしくは国内外に例を見ない独創性・新規性を有する(期待される)もの、又は学
術の国際的趨勢等の観点から見て重要であるが、我が固において立ち遅れており、当該領域の進展に格段の配慮を必要とするもの。

3) 研究事業終了後に十分な成果及び学術的又は社会的な意義・波及効果等をもたらすことが期待されるもの。

4) 過去に「新学術領域研究(研究領域提案型)J又は他の研究費において採択された研究領域を更に発展させる提案については、当該研究費で期待さ

れた成果が十分に得られており、それまでの成果を踏まえ、更に格段の発展・飛躍的な展開を図る内容となっているもの。 23



トO新学術領域研究(研究領域諒釦の主な変更点については.
(公募要領 P1 4 (文科) ) 

O審査希望区分の選択方法を変更しましたロ(区分の明確化、理工系の小区分の廃止)

【平成 26年度公募】

・ 「人文・社会(人社)J、 「理工」、 「生物」、 「人社・理工」、 「人社・生物」、 「理
工 ・生物」、 「人社・理工・生物」から必ず 1つ選択。

・なお、 「理工」については、 「数物系科学J r化学J r工学Jのうちから関係が深いと思
われる区分を 1つ文は複数選択。

【平成 27年度公募】

・ 「系 ・分野 ・分科 E 細目表1に基づき、審査を希望する区分を以下のうちから必ず 1つ選択。

「人文・社会系J 主として、 「人文社会系」の複数の分科にまたがるもの

「理工系J 主として、 「理工系Jの複数の分科にまたがるもの

「生物系J 主として、 「生物系Jの複数の分科にまたがるもの

「複合領域」 :主として、 「総合系Jの複数の分科にまたがるもの、又は上記の「系」
の2つ以上にまたがるもの(1つの系を主とするものは除く 。)、文
は既存の学問分野の枠に収まらない融合領域の創成を目指すもの

※齢化f切手Zh君主鰐215露お通話紛Z齢議駒聖SZfれらに限定したり、当該分野を
24 



| O新学術領域研究(研究領域提案型)の主な変更点について山l
0これらの変更点を踏まえ、「領域計画書」の構成を変更しました。

【平成 26年度公募】

1. 領域の目的等

(1)目的

(2)応募領域に関連する圏内・圏外の研究動向等

(3)準備状況等

(4)その他

2. 領域推進の計画・方法

(1)領域推進の計画の概要

(2)各計画研究(総括班を除く)の研究組織及び研究

内容の概要

( 3)公募研究の役割

(4)研究支援活動の必要性

3.領域マネジメント

(1)総括班の役割、研究組織及び活動内容

(2)領域代表者の領域推進に当たってのビジョン及び

マネジメント実績

4. 研究経費の妥当性

5. 主要研究業績

【平成 27年度公募】
1.領域の目的等

(1)目的
1)研究の学術的背景
2)対象とする学問分野

3)本領域の重要性・発展性
4)研究期間終了後に期待される成果等
5)過去に新学術領域研究等に係択された研究領域を更に発展させる提

案については、期待された成果が十分得られているか、更に格段の
発展・飛躍的な展開を図る内容となっているか

(2)準備状況等 (3) その他

2. 領域推進の計画・方法

(1)領域推進の計画の概要

(2)領域マネジメント体制
1)領域代表者を中心とした領域推進に十分貢献できる研究者による

有機的な連携体制
2)領域代表者の領域推進に当たってのビジョン及びマネジメント実績
3)総括班、各研究組織の役割及び活動内容等

(3 )領域推進の計画・方法の妥当性
1)領減及び計画研究の具体的な達成目標
2) 1)を実現する具体的な計画・方法
3)国際的なネットワークの構築、国内外の優れた研究者の協働、海

外の研究機関との連損害、国内外への積極的な情報発信などの取組
4)各計画研究 (総括班を除()の研究組織及び研究内容の概要
5)公募研究の役割

3. 研究経費の妥当性

4. 主要研買業績 25 



0新学術領域研究(研究領域提案型)の主な変更点について (5)

(公募要領(別冊) (文科)) 

0その他、「領域計画書」の以下の点を変更しました。

0社会的発展可能性に関する記述について

社会的な発展可能性に関する記述については、独立した記述欄 (Web入力項目)
を設置(記述は該当する場合のみ) 0 

記述内容は今後、研究成果等を最大限把握・活用するための各府省における取組等に活用。(審査
の対象外)

0年間の応募研究経費の総額が、応募上限の目安である 3億円を超える場合

年間の応募研究経費の総額が、応募上限の目安である 3億円を超える場合は、
年度ごとに 3億円を超える理由の記述が必要。

Oこれらの改正点を踏まえ、今後、 「審査の観点、」等について改正を予定しており

ます。 1O月上旬を目途に「審査要綱」を改正する予定ですので、文科省ホーム

ページ (http://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/hojyo/1284403.htm) をご確認く

ださい。
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2.公募要領の主な変更点等について

(3) .日本学術振興会公募分に関する事項

0基盤研究(A.B) (海外学術調査)の審査希望

分野について

O基盤研究(B.C) (特設分野研究)の応募に係る

留意事項

0研究計画最終年度前年度の応募について

0時限付き分科細目の応募に関する留意事項

について

27 



基盤研究~・ B) (海外学術調査)の審査希望分野について | 
(公募要領 P3 2 (学振) ) 

O基盤研究 (A・B) (海外学術調査)の審査希望分野のうち里主を変更しました。

【平成26年度公募】

⑨数物系科学A (地球惑星科学)

⑩数物系科学8 (数学、物理学等数物系科学Afこ該当しないもの)
理工 ⑪化学

⑫工学

募度年

門

V
同

⑨数物系科学

理工
⑩化学

⑪工学A (建築学)
⑫工学B (工学Aに該当しないもの)

28 



| 0基 盤研究特設 分 野 研 究 ) の 応 募に係る留意事項 l 
(公募要領P1 3、32、60--62 (学振)) 

o r特設分野研究j は、審査希望分野の分類表である『系・分野・分科・細目表」

とは別に平成 26年度公募から新たに設けた審査区分です。

0平成 27年度公募では以下の分野を公募します。

<採択予定課題数:分野ごとに 30件以内(厳選されたもの)>

〔平成 26年度設定分野〕※応募可能な研究期間 3"""4年間

「ネオ・ジエロントロジーJ r連携探索型数理科学J r食料循環研究j

〔平成 27年度設定分野〕※応募可能な研究期間 3"""5年間

「紛争研究J r選移状態制御J r構成的システム生物学」

o r系・分野・分科・細目表」から審査希望分野を選択することが可能な研究課

題は、 「特設分野研究」への応募は避けてください。

【応募に当たっての留意事項】
-各分野の設定は5年問、公募期間は分野設定年度から 3年度固までとし、公募期間初年度で応募可能
な研究期聞は3年"""5年間、公募期間2年度目は3年"""4年間、公募期間3年度目は3年間となる 0

・審査に当たっては必要に応じて、研究代表者から追加資料の提出を求めることがある。
-採択者を対象に、研究代表者交流会を開催。 129



i o基盤研究 (8・特設分野研究)の応募に係る留意事項 | 
(公募要領P1 3、32、60-62 (学振) ) 

|審査方式について|

0基盤研究 (8) と基盤研究 (C) を区分せずに審査します。

0書面審査と合議審査を同一の審査委員が実施しますD

0応募件数が多数の場合、 あらかじめ概要版等による書面審査を行ったうえで、
合議審査対象課題を選定することがあります。

|審査結果の開示に久¥て|

0合議審査対象課題で採択されなかった課題については、開示を希望している場
合に限り、書面審査の結果と併せて「審査結果の所見Iを電子申請システムによ
り開示する予定です。
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o研究計画最終年度前年度の応募について | 
(公募要領P19......20 (学振) ) 

0最終年度前年度応募が可能となるのは、 研究期聞が4年以上で、 平成 27年度
が研究期間の最終年度に該当する研究課題(継続研究課題)です。

0最終年度前年度に新たに応募することができる研究種目は、 「特別推進研究I、
「基盤研究(基盤研究 (B. C) (特設分野研究)を除く。)」です。ただし、

「若手研究 (A・B) Jの研究課題を基に、新たに応募することができる研究

種目は「基稽研究Jのみとなります。

0最終年度前年度応募により採択された場合、その基となった継続研究課題の平

成 27年度の科研費は原則として交付されません。交付された場合であっても

全額返還することとなりますので、新規応募研究課題の経費には予め当該継続
研究課題の実施に必要な経費を含めて計上してくださいD

0研究代表者は、当該継続研究課題の研究成果報告書を提出しなければなりませ
企2-(提出期限は平成 28年6月30日)

31 



| O時限付き分科細目の応募に関する留意事項について | 
(公募要領P32、P38-39 (学振) ) 

『時限付き分科細目』は基盤研究 (C) にのみ適用される分科細目であり、 「公募期間』の

み応募を受け付けています。

0例えば、 「公募期間」が平成 25年度から平成 27年度の「細目番号9057・公共
政策」であれば、平成 27年度公募まで新規課題の公募を行うということになります。

Oつまり、 「公募期間」はあくまで公募を行う期間であり、 必ずしもこの期間内に研究を
終わらせなければならないということではありません。

例)細目番号9057
公共政策

公募期間:

平成 25年度-27年度

27年度 28年度 29年度:30年度 31年度!

←2年以下の応募はできない

l←3年間の研究計画

←4年間の研究計画ト OK

←5年間の研究計画

※なお、公募期間については、見直しが行われる場合があります。
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