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2019/4/8
人社1
自然1

公益財団法人　日本ユニフォームセンター
「ユニフォーム基礎研究助成」
働きやすく・快適なユニフォーム作りの推進に資する研究を支援
する。（指定テーマ（9テーマ）あり。）

50万円～100万円/件 - 随時受付
http://www.nuc.or.jp/investigatio
n/index.html

2019/4/8
人社4
自然2

一般財団法人　日本健康開発財団

「第45回　研究助成」
以下の研究課題のうち、先進的、独創的研究で、未発表の事例
を支援する。
① 温泉療法・入浴等に関する研究
② 温泉療法等を導入した保養システム等に関する研究
③ その他、当財団事業に関連し、国民の健康づくりに関する研

助成総額
300～500万円程度

－
2019/4/12

メール提出かつ郵送提出
（必着）

http://www.jph-
ri.or.jp/research/index.html#02

③ その他、当財団事業に関連し、国民の健康づくりに関する研
究

2019/4/8
人社5
自然3

一般財団法人　みなと総合研究財団
「未来のみなとづくり助成(調査研究助成)」
環境教育等に係る港や海辺の活動、及び港湾の利用促進や港
湾・海域環境の保全・再生等に関する調査研究を支援する。

40万円
（上限）

2019/3/5
2019/4/12

（必着）
http://www.wave.or.jp/doc/2019
/2019_josei.html

2019/4/8
人社8
自然7

一般財団法人　一樹工業技術奨励会
「助成金」
工業技術に関する調査及び研究 (発明及び考案を含む)を支援
する。

100万円
（上限）

2019/2/1
2019/4/15

メール又は郵送提出
（必着）

https://miyazaki-
nikkiso.co.jp/ichiju/

2019/4/8
人社9
自然8

公益財団法人　セコム科学技術振興財団

「一般研究助成」
国民の健康で安全な生活の確保、災害防止等国民生活に密着
した研究を行う、59歳以下（2019年10月1日時点）の研究者を支
援する。
※初年度は準備研究として実施し、1年後の審査で継続可となっ

準備研究期間
500万円 （上限）

2019/3/25
2019/4/16

（必着）
https://www.secomzaidan.jp/ippa
n.html

た場合は本格研究（研究費1,500万円/年）に移行できる。

2019/4/8
人社10
自然9

公益財団法人　国土地理協会

「学術研究助成」
以下課題に沿う、地理・地図・地名等に関する学術的調査・研究
を支援する。
① 地理学及び関連する分野の学術的調査・研究
② 地図・地名に関する学術的調査・研究
③ 地理・地図・環境等に関する教育・普及を目的とした研究及び
活動

①・② 100万円（上限）
③ 50万円（上限）

2019/4/1
2019/4/19

(必着)
http://www.kokudo.or.jp/grant/in
dex.html

2019/4/8
人社11
自然10

公益財団法人　戸部眞紀財団

「研究助成」
化学、食品科学、芸術学/デザイン学、体育学/スポーツ科学及
び経営学の各分野における、2019年4月1日現在40歳以下の研
究者を支援する。

100万円/年 －
2019/4/19

（必着）
http://www.tobe-
maki.or.jp/grant/

「第55回　研究助成」
2019/4/20
メール提出

2019/4/8
人社12
自然12

公益財団法人　明治安田こころの健康財団
乳幼児期から学齢期・思春期の子どもの問題、家族・家庭の諸
問題及び高齢者の問題に関する精神保健・福祉の諸領域につ
いての基礎的、臨床的な研究を支援する。

50万円
（上限）

－
メール提出

かつ推薦書は押印したも
のを郵送提出

（必着）

http://www.my-kokoro.jp/assist/

2019/4/8
人社14
自然14

日本フードサービス学会
「第16回　研究助成」
フードサービス産業が直面する課題解決に繋がる研究を支援す
る。

50 万円
（上限）

2019/2/22
2019/4/22
メール提出

（必着）

http://www.jfgakkai.jp/news/2_lis
t_detail.html

2019/4/8
人社15
自然15

一般財団法人　バイオインダストリー協会

【バイオインダストリー大賞】
バイオサイエンス、バイオテクノロジー及びバイオインダストリー
の各分野における、自然科学及び人文・社会科学分野の研究や
技術開発で、バイオインダストリーの発展に大きな貢献をなし
た、又は今後の発展に貢献しうると期待される業績を上げた研
究者を表彰する。

副賞　300万円 2019/1/10
2019/4/22
メール提出

https://www.jba.or.jp/jba/osirase
/3110-422.php
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2019/4/8
人社17
自然18

公益財団法人　クリタ水・環境科学振興財団

「国内研究助成」
水に関する下記課題に沿う研究を行う、原則として45歳以下の
研究者を支援する。
① 自然科学・技術（水処理、水域生態系保全）
② 人文・社会科学（文化、教育、歴史、政策、制度等）
③ 特別テーマ　”水を究める研究”
④ 萌芽的研究

①・③ 100万円/件
② 70万円/件
④ 50万円/件

2019/4/1
2019/4/25 17:00

メール提出
（必着）

http://www.kwef.or.jp/josei/josei_
koku.html

「調査研究助成」
老人福祉及び介護サービスの質の向上に係る調査研究を支援
する。

2019/4/8
人社18
自然19

公益社団法人　全国老人福祉施設協議会

する。
・課題研究テーマ：
伴走型介護の概念整理と評価基準の提案等に関する検証・研
究
・自由研究テーマ：
課題研究テーマ以外の老人福祉及び介護事業に関する検証・
研究

500万円/件
又は100万円/件

2019/2/6
2019/4/26

メール又は郵送提出
（消印有効）

http://www.roushikyo.or.jp/conte
nts/research/promotion_services
/detail/14

2019/4/8
人社21
自然20

公益財団法人　ひと・健康・未来研究財団
「研究助成」
健全な食生活と予防医学又は自然との共生等に関する、食品、
環境、医学及び福祉の各分野の研究を支援する。

20万円～100万円
/件

2020/4/1
2020/4/30
（消印有効）

http://www.jnhf.or.jp/subsidy_1.ht
ml

「助成（調査・研究課題）」
以下テーマに沿う、 一般用医薬品によるセルフメディケーション
の振興に資する調査研究を支援する。
1. 一般用医薬品・要指導医薬品の適正使用・表示方法・その他

2019/4/8
人社22
自然21

公益財団法人　一般用医薬品セルフメディ
ケーション振興財団

1. 一般用医薬品・要指導医薬品の適正使用・表示方法・その他
の情報提供
2. 一般用医薬品・要指導医薬品の開発・試験
3. 一般用医薬品・要指導医薬品に関する国民のニーズ・意識の
動向その他社会経済的調査・研究
4. セルフメディケーション普及活動に携わる人材育成
5. セルフメディケーションを取り巻く教育・制度・環境
6. セルフメディケーション税制制度の振興

200万円
（上限）

2019/3/1 2019/4/30(必着)
http://www.otc-
spf.jp/application/index.html

2019/4/8 自然4 公益財団法人　長寿科学振興財団
「長寿科学研究者支援事業」
予防・診断・治療法の開発分野、看護・介護・栄養分野など長寿
科学に資する研究を行う、45歳以下の研究者を支援する。

600万円
（上限）

2019/3/18
2019/4/12

（必着）

https://www.tyojyu.or.jp/zaidan/a
bout-
jigyo/koueki1/kenkyusha.html

公益財団法人　国際花と緑の博覧会記念協
「コスモス国際賞」

2019/4/12
専用HP上にて応募、 https://www.expo-

2019/4/8 自然5
公益財団法人　国際花と緑の博覧会記念協
会

「コスモス国際賞」
全ての生命現象に関し、地球的視点における生命体相互の関
係性、統合性の本質の解明を図る研究業績を表彰する。

副賞　4,000万円 -
専用HP上にて応募、

メール、FAX
又は郵送提出

（必着）

https://www.expo-
cosmos.or.jp/main/cosmos/reco
mmend_index_2019.html

2019/4/8 自然6
国立研究開発法人　新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）

【機能性化学品の連続精密生産プロセス技術の開発】
機能性化学品（高付加価値、多品種少量生産）の分野におい
て、不均一系触媒の技術を用いて、省エネで効率的な連結フ
ロー法に置き換える研究開発を行う。

2億円程度/年 2019/3/13
2019/4/12　12：00
郵送又は持参提出

（必着）

https://www.nedo.go.jp/koubo/E
F2_100136.html

2019/4/8 自然11 独立行政法人　日本学術振興会（JSPS）

「第35回　国際生物学賞」
昆虫の生物学（Biology of Insects）分野の研究で世界的な業績
を挙げ、学術的進歩に大きな貢献をした研究者を表彰する。
(要英文推薦書、事前に研究支援センターへご連絡願います。）

賞金　1,000万円 －
2019/4/19

専用HPにて応募
https://www.jsps.go.jp/j-
biol/nomination.html

(要英文推薦書、事前に研究支援センターへご連絡願います。）
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2019/4/8 自然13 一般財団法人　バイオインダストリー協会

「バイオインダストリー奨励賞」
バイオサイエンス、バイオテクノロジーに関連する応用（産業創
出）を指向して、医薬・ヘルスケア、食品・第一次産業、化学・材
料・環境・エネルギー等の各分野で研究を行う、2019年4月1日に
おいて年齢45歳未満の研究者を表彰する。

副賞　30万円 2019/1/10
2019/4/22
メール提出

https://www.jba.or.jp/jba/osirase
/_302017_2.php

【情報通信技術の研究開発に係る提案】
「革新的AIネットワーク統合基盤技術の研究開発　I データ連携

2019/4/8 自然16 総務省

「革新的AIネットワーク統合基盤技術の研究開発　I データ連携
によるネットワーク機能動的制御技術の研究開発」
通信事業者・サービス事業者間（AI－システム間）のデータ連携
基盤の開発・実証を通じて、そのデータ連携基盤を活用したネッ
トワーク機能動的制御技術を確立する。

1.5億円
（一般管理費含む）

2019/3/20
2019/4/24　13：00

（必着）

http://www.soumu.go.jp/menu_ne
ws/s-

news/01tsushin03_02000271.html

2019/4/8 自然17 経済産業省　中小企業庁

【戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）】
中小企業・小規模事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携
して行う、製品化に繋がりうる研究開発、試作品開発等及び販
路開拓への取組を支援する。
※中小企業、大学、公設試等による共同体での申請とする。

4,500万円以下/年
（上限）

※企業は補助率2/3
2019/1/28

2019/4/24 17:00
e-Rad申請

http://www.chusho.meti.go.jp/kei
ei/sapoin/2019/190128mono.htm

2019/4/8 自然22 公益財団法人　メンタルヘルス岡本記念財団
「研究活動助成」
森田療法、神経症及びその精神療法に関する研究等を行う、申

30万円～100万円程度/
2019/3/1

2019/4/30 http://www.mental-
2019/4/8 自然22 公益財団法人　メンタルヘルス岡本記念財団 森田療法、神経症及びその精神療法に関する研究等を行う、申

請時満50歳未満の支援する。

30万円～100万円程度/
件

2019/3/1
2019/4/30

（必着）
http://www.mental-
health.org/kenkyu.html

2019/4/8 自然23 一般財団法人　材料科学技術振興財団

「第19回　山﨑貞一賞」
計測評価又はバイオサイエンス・バイオテクノロジー分野におい
て、論文発表、特許取得及び方法・技術の開発等を通じて、実用
化につながる創造的業績を挙げた者を表彰する。

賞金　300万円 2019/3/15
2019/4/30

23：59
専用HPにて応募

https://www.mst.or.jp/Portals/0/
prize/japanese/application/applic
ation.html

2019/4/8 自然24 一般財団法人　金森財団

「研究助成」
下記分野において、独創的で新規性があり、かつ将来の発展性
がある研究を行う、平成31年1月4日現在満40歳以下の研究者を
支援する。
対象：電気電子工学、光学関連、機械工学、化学関連、医療機
器関連、環境･エネルギー関連、材料工学、農学 (機能性食品

100万円（上限） 2019/1/4
2019/4/30

（必着）
http://www.kanamori-
foundation.or.jp/kenkyu.html

器関連、環境･エネルギー関連、材料工学、農学 (機能性食品
等)

2019/4/8 自然25 合同会社　みらか中央研究所

「第1回 みらいを加速するヘルスケア研究」
生命科学、ナノ・マイクロ科学、データ科学の各分野において、
医療イノベーションに繋がりうる萌芽的かつ挑戦的テーマで、同
研究所と行う共同研究を募集する。

200万円/件 2019/3/1
2019/4/30

16:00
専用HPにて応募

https://www.miraca.com/researc
h_grant/index.html

2019/4/24 人社28 公益財団法人　松下幸之助記念志財団

「研究助成（人文科学・社会科学領域）」
国際相互理解の促進・わが国と諸外国との間に介在する諸問題
の解決又は自然と人間との共生に関する諸施策の提案及び調
査研究を行う、申請書提出時で博士後期課程終了後5年以内の
研究者を支援する。

50万円
（上限）

2019/4/1
2019/5/9　23：59
専用HPにて応募

（必着）

http://matsushita-konosuke-
zaidan.or.jp/works/research/pro
motion_research_01.html
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2019/4/24 自然26
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【戦略的研究推進事業（ＣＲＥＳＴ）】
「フランスANRとの日仏共同提案」
以下の2研究領域について、日仏共同研究グループによる共同
研究の提案を募集する。
・人間と情報環境の共生インタラクション基盤技術の創出と展開
・Society5.0を支える革新的コンピューティング技術

JST支援額
3億円/件

（直接費総額、上限）

フランス
2019/2/14

日本
2019/4/9

フランス研究者による
現地提出期日

2019/5/3　10:00
（中央ヨーロッパ夏時間）

※日本研究者は6/4 12:00
e-Rad申請

http://www.jst.go.jp/kisoken/bos
huu/teian/top/info/info_01.html

2019/4/24 自然27
国立研究開発法人　新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）

【分野横断的公募事業】
「NEDO先導研究プログラム / 新技術先導研究プログラム」
将来の国家プロジェクト等の研究開発実施において必要な戦略
策定や可能性提示に向けて、新規性・独創性・革新性があり、将
来的な波及効果が期待できる研究開発テーマについて産学連
携体制で先導研究を実施する。
I．エネルギー・環境新技術先導研究プログラム（6分野19課題）
II．新産業創出新技術先導研究プログラム（2課題）

2,000万円/年
（上限）

※産学連携での応募は
1億円/年
（上限）

2019/3/1
2019/5/7 12：00

（必着）
https://www.nedo.go.jp/koubo/C
A2_100193.html

2019/4/24 自然28 公益財団法人　持田記念医学薬学振興財団

「研究助成」
生命科学を中心とする医学、薬学及びこれに関連する物理学、
化学、工学、生物学等の先見的独創的研究を行う、誕生日が
1974年4月1日以降の研究者を支援する。（指定6課題あり）

300万円/件 2019/3/1
2019/5/8
23時59分

専用HPにて応募

http://www.mochida.co.jp/zaidan
/kenkyu.html

1974年4月1日以降の研究者を支援する。（指定6課題あり）
専用HPにて応募

2019/4/24 自然29 公益財団法人　伊藤記念財団

「研究助成」
食肉に関する研究又は調査（品質・加工、食品的価値、食品安
全、遺伝育種、繁殖、動物衛生、家畜飼養・飼料など）を支援す
る。

50万円～
200万円/件

2019/3/1
2019/5/9

12：00
（必着）

https://www.itokinen-
zaidan.or.jp/grants/entry/guidelin
e01/

2019/4/24 自然30 　文部科学省

【宇宙航空科学技術推進委託費】
「宇宙利用技術創出プログラム」
衛星から得られたデータの宇宙科学技術を活用し、異分野シー
ズとの融合による新たな宇宙利用技術に関する研究開発を行
う。環境、農業・漁業、防災、スポーツ、地理空間等の様々な分
野における実用化につながる、新たな価値を提供する技術の創
出を目指す。

2,000万円/年
（上限、間接経費含む）

2019/3/8
2019/5/9 17:00

e-Rad申請
http://www.mext.go.jp/b_menu/b
oshu/detail/1401208.htm

2019/4/24 自然31 株式会社　堀場製作所

「堀場雅夫賞」 
電力および電池を最大限に活用する効率的な制御のための先
端分析・計測技術分野において、発明・発見又は課題解決が期
待される研究に関わる研究者を表彰する。

副賞 200万円
（100万円/年×2年）

2019/2/18
2019/5/10

（必着）
http://www.mh-award.org/

2019/4/24 自然32 公益信託　ＥＮＥＯＳ水素基金

「助成」
将来の水素エネルギー社会の実現に貢献できる研究であって、
水素の製造・輸送・貯蔵ならびにCO2固定化に関連する技術分
野で、独創的かつ先導的な基礎研究を支援する。
40歳未満の研究者の応募を期待する。

1,000万円
（上限）

2019/4/1
2019/5/10

（必着）

http://www.smtb.jp/personal/ent
rustment/management/public/ex
ample/list.html
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2019/4/24 自然33 厚生労働省

【厚生労働科学研究費補助金(2次)】
国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関し、独
創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研
究（12事業27課題）を募集する。
※事業及び課題等の詳細は公募要綱にてご確認ください

研究課題による 2019/3/29
2019/5/10　17：30

e-Rad申請
（要機関承認）

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisa
kunitsuite/bunya/0000187912_00
002.html

【研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム A-

2019/4/24 自然34
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム A-
STEP】
「産学共同フェーズ　シーズ育成タイプ」
大学等の研究成果に基づく技術シーズの可能性検証及び実用
性検証を行い、中核技術の構築を目指す産学共同の研究開発
を支援する。
企業と大学等からなる産学共同研究チームでの実施を要件とす
る。
※フィージビリティスタディ（FS、研究費上限2,000万円/年）として
採択する場合もある。

2000万円～5億円/年
（間接経費含む）

※連携先企業の自己支
出あり（マッチングファン

ド形式）

2019/3/11
2019/5/13　12:00

e-Rad申請
https://www.jst.go.jp/a-
step/koubo/2019-seeds.html

2019/4/24 自然35
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）】
「e-ASIA　共同研究プログラム」
3カ国以上の多国間共同研究により、アジア諸国が共通して抱え
る課題解決を目指し、以下の2課題の研究提案を募集する。
・ 材料（ナノテクノロジー）分野：「革新的材料」

900万円/年
（直接経費のみ）

2019/1/18
2019/5/14 19:00

メール提出及びe-Rad申
請

https://www.jst.go.jp/inter/progr
am/announce/announce_easia_jrp
_8th.html

（JST）
・ 材料（ナノテクノロジー）分野：「革新的材料」
・ 農業（食料）分野：「アジアの動物遺伝資源の保存、改良と活
用」

（直接経費のみ）
請 _8th.html

2019/4/24 自然36
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム A-
STEP】
「機能検証フェーズ　試験研究タイプ（第1回）」
大学等のシーズが企業ニーズ（技術的課題）の解決に資するか
確認するための試験研究を支援する。

300万円/年
（間接経費含む、上限）

2019/3/14
2019/5/14

12：00
e-Rad申請

http://www.jst.go.jp/mp/koubo.ht
ml

2019/4/24 自然37 公益財団法人　永守財団

「研究助成」
モータ、アクチュエータ、発電機及びそれらの制御方法、その応
用技術等に関連する研究を行う、概ね39歳以下の研究者を支援
する。

100万円
（直接経費のみ、上限）

2019/2/12
2019/5/15

メール提出かつ郵送提出
（消印有効）

http://www.nagamori-
f.org/subsidy/applicatioguidelines.
html

2019/4/24 自然38
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【研究成果展開事業】
「産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム（OPERA）　
共創プラットフォーム育成型」
大学等と民間企業によるコンソーシアム型の連携により、大学等
と民間企業が連携し、非競争領域の産学共同研究や研究人材
育成等を推進し、本格的な産学共同研究の実現を図る。
大学等及び民間企業3社以上の連名による申請を要件とする。 
※3年目以後（本格実施フェーズ、1.7億円/年）の研究実施は、2
年目（FSフェーズ）の移行評価による。

FSフェーズ
3,000万円/年

(上限、間接経費含む)
※JST支出額のうち、研
究開発費は企業拠出総

額と同額迄

2019/3/25
2019/5/16 12:00

e-Rad申請
http://www.jst.go.jp/opera/koubo

.html

2019/4/26
人社35
自然39

山梨県

「山梨県若手研究者奨励事業」
自然科学分野及び人文・社会科学分野の一人で行う研究で、山
梨県内の高等学校、大学、大学院のいずれかを卒業し平成31年
4月1日現在40歳未満かつ大学院修了者の研究者を支援する。

自然科学分野
100万円（上限）

人文・社会科学分野
50万円（上限）

2019/4/1 2019/5/20
https://www.pref.yamanashi.jp/sh
igaku-
kgk/omura_project/h31.html
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2019/4/26 自然40
公益財団法人　第一三共生命科学研究振興
財団

「研究助成」
生命科学、特に疾病の予防と治療に関する基礎的研究及び臨
床への応用的研究を行う、50歳未満（2019年4月1日現在）の研
究者を支援する。

200万円/件
（100万円/年×2年）

2019/4/1

2019/5/21
専用HPにて応募、かつ 

2019/5/31
郵送提出（消印有効）

http://www.ds-
fdn.or.jp/support/index.html

【研究成果展開事業】
「産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム（OPERA）　

採択年度 9,000万円/年

2019/4/26 自然41
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

「産学共創プラットフォーム共同研究推進プログラム（OPERA）　
オープンイノベーション機構連携型」
大学等と民間企業が連携し、非競争領域の産学共同研究や研
究人材育成等を推進し、オープンイノベーションの本格的駆動を
図る。
　※大学等及び民間企業3社以上の連名による申請。

採択年度 9,000万円/年
2年目度以降 1億円/年

（間接経費含む）
※JST支出額のうち、研
究開発費は企業拠出総

額と同額迄

2019/3/25
2019/5/23 12:00

e-Rad申請
http://www.jst.go.jp/opera/koubo
.html

2019/4/26 自然42 一般財団法人　日本デジタル道路地図協会

「研究助成」
以下の課題に沿う、デジタル道路地図（DRM）に関する調査、研
究の推進を支援する。
Ⅰ：DRM特定分野
Ⅱ：DRM データベースを活用した起業プロジェクト支援
Ⅲ：DRM データベースに関連する一般分野

Ⅰ　200万円
Ⅱ　200万円
Ⅲ　100万円

（いずれも上限）

2019/4/10
2019/5/24
メール提出

（必着）

http://www.drm.jp/research/syst
em.html

【革新的先端研究開発支援事業　AMED-CREST、PRIME】

2019/4/26 自然46
　国立研究開発法人　日本医療研究開発機
構（AMED）

【革新的先端研究開発支援事業　AMED-CREST、PRIME】
革新的な医薬品や医療機器、医療技術等の創出を目的に、大
学等の研究者から提案を募り、画期的シーズの創出・育成に向
けた先端的研究開発を推進する。AMED-CRESTはユニット（研
究者集団）で、PRIMEは研究代表者個人で研究を推進する。
・公募領域
① 健康・医療の向上に向けた早期ライフステージにおける生命
現象の解明
② 生体組織の適応・修復機構の時空間的解析による生命現象
の理解と医療技術シーズの創出
③ 全ライフコースを対象とした個体の機能低下機構の解明

・AMED-CREST
3億円（上限）

・PRIME
4,000万円（上限）

 （総額、直接経費のみ）

2019/4/9
2019/5/28 12：00

（厳守）
https://www.amed.go.jp/koubo/0
4/02/0402B_00007.html

【戦略的創造研究推進事業　さきがけ】
・2019年度発足領域
「力学機能のナノエンジニアリング」

2019/4/26 自然43
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

「力学機能のナノエンジニアリング」
「革新的光科学技術を駆使した最先端科学の創出」
「革新的な量子情報処理技術基盤の創出」
「数学と情報科学で解き明かす多様な対象の数理構造と活用」
「IoTが拓く未来」
「多細胞システムにおける細胞間相互作用とそのダイナミクス」
　※過年度発足の領域等、詳細は募集要項にてご確認ください

原則として3,000万円～
4,000万円/件
（直接経費）

2019/4/9
2019/5/28 12:00

e-Rad申請
（厳守）

http://www.jst.go.jp/kisoken/bos
huu/teian.html

2019/4/26 自然44
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【戦略的創造研究推進事業　ACT-X】
下記分野の重要な課題の克服に向けて、2019 年4 月1 日時点
で博士の学位取得後8 年未満の優れた研究者の発掘、育成を
図る。
「数理・情報のフロンティア」
「生命と化学」

原則として数百万円
程度/件

（直接経費）
2019/4/9

2019/5/28 12:00
e-Rad申請

（厳守）

http://www.jst.go.jp/kisoken/bos
huu/teian.html
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2019/4/26 自然45
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【戦略的創造研究推進事業　CREST】
・2019年度発足領域
「革新的力学機能材料の創出に向けたナノスケール動的挙動と
力学特性機構の解明」
「独創的原理に基づく革新的光科学技術の創成」
「数学・数理科学と情報科学の連携・融合による情報活用基盤
の創出と社会課題解決に向けた展開」
「多細胞間での時空間的相互作用の理解を目指した定量的解
析基盤の創出」
　※過年度発足の領域等、詳細は公募要綱にてご確認ください

原則として1.5億円～
5億円/件

（直接経費）
2019/4/9

2019/6/4 12:00
e-Rad申請

（厳守）

http://www.jst.go.jp/kisoken/bos
huu/teian.html

　※過年度発足の領域等、詳細は公募要綱にてご確認ください

2019/5/10
人社37
自然50

NPO法人　モバイル・コミュニケーション・ファ
ンド

「第18回　ドコモ・モバイル・サイエンス賞」
下記3部門における、満50歳未満（1970年以降生まれ）の研究者
の移動通信に関する研究成果・論文を表彰する。
・先端技術部門：移動通信に関連した先端技術を対象
・基礎科学部門：移動通信に関連した基礎科学を対象
・社会科学部門：情報通信に関連した社会科学において、モバイ
ル・メディアの活用に繋がるものを対象

各部門優秀賞
600万円/件

2019/3/1
2019/5/31

（必着）
http://www.mcfund.or.jp/mobiles
cience/entry.html

2019/5/10 自然47
国立研究開発法人　農業・食品産業技術総合
研究機構

【スマートバイオ産業・農業基盤技術】
「スマートフードチェーンアーキテクチャの構築および農産物の輸
出に向けたデータ連携等による共同物流実証」
”ＳＩＰバイオ・農業”において実施されているスマートフードチェー
ンのアーキテクチャ構築及び実証事業を推進する。
※予算措置は2019年度のみとし、2020年度以降は民間投資等

1.94億円/年
（上限）

※2019年度のみ
予算措置する

2019/4/23
2019/5/22　12：00

e-Rad申請

http://www.naro.affrc.go.jp/labor
atory/brain/sip/sip2/koubo/new_
application.html

※予算措置は2019年度のみとし、2020年度以降は民間投資等
（事業費総額の30%以上）により研究を実施すること。

2019/5/10 自然48 公益財団法人　鉄鋼環境基金

「第40回　環境助成研究」
鉄鋼製造に関連する環境保全技術課題に関する研究を支援す
る。
① 一般研究助成
② 若手研究助成：2019年4月1日現在満年齢39歳（2年計画で申
請する場合は38歳）以下の者を対象

① 150万円/年
② 100万円/年
（ともに上限）

2019/4/1
2019/5/27
メール提出

（必着）

http://www.sept.or.jp/02jyoseijigy
ou/02sinnseisyo/sinseisyo.html

2019/5/10 自然49 公益財団法人　スズキ財団

「課題提案型研究助成」
地球環境の保全やエネルギー資源の節約に資する自動車等の
移動体の革新的な軽量化に繋がる研究課題を、提案形式により
広く募る。

1,000万円
（上限）

2019/4/15
2019/5/27
メール提出

http://www.suzukifound.jp/02pro
gram/program03.html

「第35回　マツダ研究助成」
解決が求められている科学技術に関する基礎研究および応用

2019/5/31
https://mzaidan.mazda.co.jp/bos

2019/5/10 自然51 公益財団法人　マツダ財団
解決が求められている科学技術に関する基礎研究および応用
研究を支援する。特に、機械、電子・情報、化学系材料及び物理
系材料に関する各分野の先進的・独創的な研究を期待する。

100万円/件 2019/4/15
2019/5/31

専用HPにて応募
（必着）

https://mzaidan.mazda.co.jp/bos
yu/science_serach/index.html

2019/5/10 自然52 公益財団法人　カシオ科学振興財団

「第37回　研究助成」
下記テーマに沿う、自然科学（特に電気・機械工学系、医学・生
理学系）及び人文科学の研究を支援する。
① 特別テーマ：地球環境を課題とする問題解決に向けた研究
地球温暖化・資源の枯渇・環境汚染等に関する研究とする。
② 基本テーマ：電気工学・機械工学、電子工学と医学/生理学
の学際的研究、人材育成・人間行動・ICT教育に関する研究とす
る。

① 500万円
② 100万円

（ともに上限）
2019/4/15

2019/5/31
（必着）

http://casiozaidan.org/entry/

2019/5/10 自然53 一般財団法人　防災研究協会
「若手研究者研究助成金」
災害の防止・軽減に関する独創的な研究を行う、35歳以下の研
究者を支援する。

40万円/件
（想定平均額）

- 2019/5/31
http://www.bosaikyo.jp/applicatio
n/app-info_for_subsidy-y.html

究者を支援する。
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2019/5/10 自然54 公益財団法人　山崎香辛料振興財団
「研究助成」
香辛料の基礎的研究並びに香辛料の原材料や応用などの関連
分野に関する研究を支援する。

100万円/件
（基準額）

2019/3/26 2019/5/31
http://yamazakispice-
promotionfdn.jp/bosyu_yoryo.sht
ml

2019/5/10 自然55 公益財団法人　興和生命科学振興財団

「研究助成」
下記課題に沿う、人類の疾病の予防と治療に関する自然科学の
研究を行う、2019年5月31日時点で満40未満の研究者を支援す
る。

100万円
2019/4/1

2019/5/31 http://www.kowa.co.jp/kzd/study
2019/5/10 自然55 公益財団法人　興和生命科学振興財団 る。

・生命科学における生理活性物質の基礎及びその臨床応用に
関する研究
・生命科学における光技術の応用

（上限）
2019/4/1

（消印有効） _grant.html

2019/5/10 自然56 一般財団法人　イオン工学振興財団
「研究助成」
イオンの関与する科学及び工学の研究を行う、2020年4月1日の
時点で38歳未満の研究者を支援する。

80万円/件 2019/4/2
2019/5/31
（消印有効）

http://www.ion.or.jp/grant.html

2019/5/10 自然57 小林製薬株式会社
「製品開発パートナーの募集」
高齢者のQOL改善に役立つ新しい機能性食品素材（サプリメン
ト）の実現に向け、製品開発パートナーを募集する。

提案課題による -
2019/5/31
メール提出

http://supplements-kobayashi-
yet2.com/

「環境研究助成」

2019/5/22
人社47
自然62

公益財団法人　住友財団

「環境研究助成」
環境問題の解決・改善に資する研究を支援する。
①一般研究：環境に関する研究
環境問題の解決・改善に向け、多面的アプローチ（人文科学・社
会科学・自然科学）からの研究を支援する。東日本大震災等震
災関連の研究や放射能汚染などの原発事故に関わる研究も歓
迎する。
②課題研究：
”深刻化する環境問題の理解および解決のための学際研究また
は国際共同研究”

①　500万円
②　1,000万円
（ともに上限）

-

2019/6/10
メール提出（必着）

かつ
2019/6/30

郵送提出（必着）

http://www.sumitomo.or.jp/html/
kankyo/kankyou.htm

2019/5/22 人社48 公益財団法人　ロッテ財団

「第7回　奨励研究助成(A) ・(B)」
自然科学から人文・社会科学にわたる食と健康に関する下記分
野の研究を行う、本年4月1日時点で原則40歳以下の研究者を
支援する。
①食料の生産・加工・流通・保存・備蓄・廃棄に関わる技術、

奨励研究助成(A)
300万円/最長3年

奨励研究助成(B)
2019/4/1

2019/6/14　24：00
専用HPにて応募

かつ
  2019/6/17　12：00

http://www.lotte-
isf.or.jp/applicants2.html①食料の生産・加工・流通・保存・備蓄・廃棄に関わる技術、

②食品のマーケティング、 ③食文化、 ④嗜好性(おいしさ・味覚) 
⑤栄養・機能性、 ⑥食品安全・衛生、 ⑦香気、
⑧情報科学の食・健康への活用 、 ⑨その他分野横断的領域

奨励研究助成(B)
100万円/年
（ともに上限）

  2019/6/17　12：00
申請書郵送

（必着）

isf.or.jp/applicants2.html

2019/5/22 人社49 公益財団法人　日本生命財団（ニッセイ財団）

「高齢社会助成　実践的課題研究助成」
高齢化社会の課題解決に資する下記テーマに沿う研究を支援
する。
実践家（社会福祉士、介護福祉士、看護師、理学療法士、保健
師、臨床心理士等現場の職員）の参画を要件とする。
・いつまでも地域で高齢者が安心した生活が送れるまちづくり
（地域包括ケアシステム）の推進
・人生100年時代の高齢者の生きがい・自己実現・就業支援
・認知症の人が地域で安心した生活ができるまちづくり

400万円/2年
（ともに上限）

2019/3/4
2019/6/15
（消印有効）

http://www.nihonseimei-
zaidan.or.jp/kourei/02.html
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「高齢社会助成　若手実践的課題研究助成」
高齢化社会の課題解決に資する下記テーマに沿う研究を行う、
2019年4月1日現在45才未満の研究者を支援する。
実践家（社会福祉士、介護福祉士、看護師、理学療法士、保健

100万円 2019/6/15 http://www.nihonseimei-
2019/5/22 人社50 公益財団法人　日本生命財団（ニッセイ財団）

実践家（社会福祉士、介護福祉士、看護師、理学療法士、保健
師、臨床心理士等現場の職員）の参画を要件とする。
・いつまでも地域で高齢者が安心した生活が送れるまちづくり
（地域包括ケアシステム）の推進
・人生100年時代の高齢者の生きがい・自己実現・就業支援
・認知症の人が地域で安心した生活ができるまちづくり

100万円
（上限）

2019/3/4
2019/6/15
（消印有効）

http://www.nihonseimei-
zaidan.or.jp/kourei/02.html

2019/5/22 自然58 公益財団法人　内藤記念科学振興財団
「第51回　内藤記念科学奨励金・研究助成」
人類の健康の増進に寄与する自然科学の基礎的研究を支援す
る。

　300万円/件 -

2019/5/27
専用HPにて応募
かつ郵送提出

（必着）

https://www.naito-
f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?dat
a=about

2019/5/22 自然59 公益財団法人　内藤記念科学振興財団
「第9回　内藤記念科学奨励金・若手ステップアップ研究助成」
人類の健康の増進に寄与する自然科学の基礎研究に取り組
む、申請締切時点で博士号取得12年以内の研究者を支援する。

1,000万円/件
（3年間総額）

-

2019/5/27
専用HPにて応募
かつ郵送提出

（必着）

https://www.naito-
f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?dat
a=about

2019/5/22 自然60 公益財団法人　内藤記念科学振興財団

「第14回　内藤記念女性研究者研究助成金」
人類の健康の増進に寄与する自然科学の基礎的研究を行う女
性研究者に対して、出産・育児によって研究が中断した際の研
究現場への復帰と研究業績を挙げることを支援する。
対象：出産日から復帰日までが 60 ヵ月以内の女性研究者

600万円/件
（200万円/年×3年間）

-

2019/5/27
専用HPにて応募
かつ郵送提出

（必着）

https://www.naito-
f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?dat
a=about

2019/5/22 自然61 文部科学省

【英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業】
「共通基盤型原子力研究プログラム」
廃炉を含む原子力学に係る共通基盤研究であり、共通基盤的な
研究や情報処理等の原子力分野以外の技術に関するものも含
めた共通基盤の構築に資する研究を支援する。
① 若手研究
研究開始年度の4月1日において、39歳以下の研究者を対象

①　500万円
②　1,000万円

（ともに上限、間接経費
含む）

2019/4/24
2019/6/7 17:00

e-Rad申請
https://fukushima.jaea.go.jp/hairo
/task/2019_eichi.html

研究開始年度の4月1日において、39歳以下の研究者を対象
② 一般研究

2019/5/22 自然63 公益財団法人　住友財団

「基礎科学研究助成」
理学（数学、物理学、化学、生物学）の各分野及びこれらの複数
にまたがる分野で、重要でありながら研究資金が不十分とされ
ている基礎科学研究、とりわけ新しい発想が期待されている若
手研究者による萌芽的な研究を支援する。（若手に関する年齢
制限は設けない。）

500万円
（上限）

-

2019/6/10
メール提出（必着）

かつ
2019/6/30

郵送提出（必着）

http://www.sumitomo.or.jp/html/
kiso/kisokagaku.htm
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2019/5/22 自然64 国立研究開発法人　情報通信研究機構

【高度通信・放送研究開発委託研究】
情報通信技術に関する以下4課題の研究開発を委託する。
① 次世代MCM超小型光トランシーバの研究開発（課題番号
212）
② 脳波（事象関連電位）-fMRI同時計測に関する研究開発（課
題番号213）
③ データ連携・利活用による地域課題解決のための実証型研
究開発（課題番号214）
④ 光ネットワーク物理層における障害復旧能力の抜本的向上

① 6,000万円/年
② 2,000万円/年
③ 1,000万円/年
④ 3,500万円/年

（いずれも間接経費含
む、上限）

2019/5/13

2019/6/10 12：00
メール提出又は

e-Rad申請
（必着）

http://www.nict.go.jp/collabo/co
mmission/20190110kobo.html

④ 光ネットワーク物理層における障害復旧能力の抜本的向上
に向けた装置種別集約と装置設定継承自動化に関する研究開
発（課題番号215）
※課題の詳細は公募要項をご確認ください。

む、上限）

2019/5/22 自然65
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【大学発新産業創出プログラム（START）　プロジェクト支援型】
大学等にて、市場や出口を見据えて事業化を目指した研究開発
プロジェクトを支援する。かつ、3年を目処にベンチャー企業の創
出を目指す。

研究終了日が2021年3
月以前　5,000万円/年
研究終了日が2021年4
月以降　3,000万円/年

（直接経費上限）

2019/3/7

2019/6/14 12：00
メール提出

（第1次申請は通年受付、
但し上記締切以後は次年

度の申請案件とする）

https://www.jst.go.jp/start/jigyo/
index.html

2019/5/22 自然66
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）】
「EIG CONCERT-Japan 第6回共同研究 持続可能な社会のため
のスマートな水管理」 
革新的な水管理の創出に関する日本－EIG (European Interest 
Group)  Concert間の国際共同研究を行う。

1,800万円/3年
（間接経費含む）

2019/4/15
2019/6/14 19：00
専用HPにて応募
かつe-Rad申請

http://www.jst.go.jp/inter/progra
m/announce/announce_smart_wa
ter2019.html

Group)  Concert間の国際共同研究を行う。

2019/5/22 自然67
公益財団法人　住友電工グループ社会貢献
基金

「学術・研究助成」
現代の重要課題の解決に向けたテーマ、特に新素材開発、情報
技術（AI、IoT、ビッグデータ活用）、ライフサイエンスをはじめとし
た産業のイノベーションが期待できる研究や、持続可能社会、循
環型社会、省資源社会、超高度情報化社会の実現、長寿高齢
化・介護社会の到来、経済のグローバル化等の社会ニーズに対
応する研究を支援する。

200万円
（上限）

2019/3/25
2019/6/14

（必着）
http://www.sei-group-
csr.or.jp/business/research/

2019/5/22 自然68 一般社団法人　日本ガス協会

「ガスエネルギーの持続的発展に資する研究助成金」
持続可能な社会構築に向け、都市ガス事業の発展を先導する
可能性のある革新的技術の発掘、およびその前段となる基礎的
研究や天然ガス普及拡大に関する研究を行う、若手研究者を支
援する。

100万円/件 -
2019/6/14
（消印有効）

https://www.gas.or.jp/oshirase/S
ubsidysystem2019.pdf

2019/5/22 自然69 公益財団法人　泉科学技術振興財団
「研究助成」
高度機能性材料及びこれに関連する科学技術の基礎研究分野
における、真に独自の発想に基づいた新しい研究を支援する。

100万円
（上限）

-
2019/6/15
メール提出

（必着）

https://www.izumi-
zaidan.jp/boshuu_youkou/kennky
u_boshu.html

2019/5/22 自然70 公益財団法人　中山人間科学振興財団
「研究助成」
本年度テーマ ”歩行と転倒のサイエンス” に沿う、人間の科学に
関する独創的な研究を支援する。

50～100万円/件 2019/4/15
2019/6/15

専用HPにて応募
（必着）

https://nakayamashoten.jp/word
press/zaidan/award_information/
apply/

2019/5/22 自然71 公益財団法人　中山人間科学振興財団
「中山賞 大賞」
本年度テーマ ”歩行と転倒のサイエンス” に沿う、人間の科学に
関する業績を有する研究者を褒賞する。

褒賞金　300万円 2019/4/15
2019/6/15

専用HPにて応募
（必着）

https://nakayamashoten.jp/word
press/zaidan/award_information/
apply/
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2019/5/22 自然72 公益財団法人　中山人間科学振興財団

「中山賞 奨励賞」
本年度テーマ ”歩行と転倒のサイエンス” に沿う、人間の科学に
関する研究を行う原則として応募締切時45歳未満の研究者を褒
賞する。

褒賞金　100万円 2019/4/15
2019/6/15

専用HPにて応募
（必着）

https://nakayamashoten.jp/word
press/zaidan/award_information/
apply/

「新産業を生む科学技術」
2019/7/12 15:00

2019/6/4
人社55
自然82

一般財団法人　キヤノン財団

「新産業を生む科学技術」
これまでにない新しい産業の創出を目指した科学技術への挑
戦、従来の発想によらず、未知の分野や未開発の技術を切り拓
く、挑戦的な研究を支援する。

2,000万円
（上限）

 2019/6/3

2019/7/12 15:00
専用HPにて応募かつ

2019/7/17 12:00
メール提出及び郵送提出

（必着）

https://www.canon-
foundation.jp/aid_industrial_base/i
nformation.html

2019/6/4
人社56
自然83

公益財団法人　ロッテ財団

「第7回　研究者育成助成・ロッテ重光学術賞」
食と健康に関する下記分野の研究を行う、本年4月1日時点で40
歳以下の博士号取得者に対し、テニュア職の獲得を目標する生
活費及び研究費を支援する。
①食料の生産・加工・流通・保存・備蓄・廃棄に関わる技術、
②食品のマーケティング、 ③食文化、 ④嗜好性(おいしさ・味覚) 
⑤栄養・機能性、 ⑥食品安全・衛生、 ⑦香気、
⑧情報科学の食・健康への活用 、 ⑨その他分野横断的領域

1,500万円/年
（最長5年間）

2019/4/1

2019/6/28　24：00
専用HPにて応募

かつ
  2019/7/1　12：00

申請書郵送
（必着）

http://www.lotte-
isf.or.jp/applicants1.html

2019/6/4
人社57
自然84

一般財団法人　武田計測先端知財団
「ヤング武田賞」
生活者を豊かにする製品・サービスの創出に取り組む、2019年4
月1日時点で40歳未満の者の取組みを表彰する。

最優秀賞　100万円
優秀賞　20万円

2019/4/1
2019/6/28

同財団の指示メールに
従って応募

http://www.takeda-
foundation.jp/ytaward/yta2019_in
fo.html

2019/6/4
人社58
自然95

公益財団法人　日本健康アカデミー
「健康知識・教育に係る公募助成」
病気の予防、早期の適切な診断、そして快癒等の実現に寄与す
る調査研究・啓発・教育の促進を支援する。

30万円～60万円/件

応募予約
2019/4/1

応募
2019/7/1

応募予約　2019/6/30
メール提出

応募　2019/7/31
簡易書留にて提出

（消印有効）

http://www.jp-
kenko.org/josei.html

2019/6/4
人社59
自然96

一般財団法人　医療経済研究・社会保険福祉
協会　医療経済研究機構

「第23回　研究助成　若手研究者育成研究助成」
医療経済及び医療・介護政策分野における医療経済研究を行
う、40歳以下（2019年4月1日現在）の研究者を支援する。

50～100万円/件 -
2019/6/30
メール提出

（必着）

https://www.ihep.jp/business/gra
nt/

う、40歳以下（2019年4月1日現在）の研究者を支援する。 （必着）

2019/6/4
人社60
自然97

公益財団法人　日本証券奨学財団
「研究調査助成」
証券、金融、財務・会計、企業・経営、法律、経済、社会の各研
究を行う、55歳以下（2019年4月1日現在）の研究者を支援する。

100万円程度/件 2019/4/1
2019/6/30
メール提出

（必着）

https://jssf.or.jp/researchgrant.ht
ml

2019/6/4
人社61
自然98

公益財団法人　野村マネジメントスクール

「学術研究支援（研究助成）」
経営者教育、経営学、ファイナンス、ＩＴマネジメント等に関する調
査・研究プロジェクトを支援する。企業経営との関連においてより
実際的・実務的な研究を優先する。

100万円
（上限）

2019/4/15

2019/6/30　
17：00

専用HPにて応募
（必着）

https://system.nsam.or.jp/login/i
ndex.html
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2019/6/4
人社62
自然99

公益財団法人　ファイザーヘルスリサーチ振
興財団

「第28回　ヘルスリサーチ研究に関する研究助成」
国内におけるヘルスリサーチ領域の問題解決型の共同研究を
支援する。
① 国際共同研究：海外研究者を1名以上含めること
② 国内共同研究（年齢制限無し）助成：共同研究者を1名以上
定めること
③ 国内共同研究（満39歳以下）助成：共同研究者を1名以上定
め、応募者は生年月日が1979年4月2日以降、かつ全ての共同
研究者は満45歳以下（生年月日が1973年4月2日以降）とする

① 300万円
② 130万円
③ 100万円

（いずれも上限）

2019/4/1

2019/6/30
配達記録が残る郵便
又は宅配便にて提出

（消印有効）

https://www.health-
research.or.jp/content/index.html

2019/6/4
人社63
自然100

公益財団法人　太陽生命厚生財団

「研究助成」
社会福祉法人又は民間機関等が実施する高齢者保健・医療、
生活習慣病に関する研究、又は高齢者福祉に関する研究・調査
に必要な費用に対し助成する。

　30万円～50万円/件 -
2019/6/30 

（必着）

http://www.taiyolife-
zaidan.or.jp/promotion_recruitmen
t/index.html

2019/6/4
人社64
自然101

公益財団法人　医療科学研究所

「研究助成」
医療及び医薬品に関する経済学的調査・研究、医薬品等の研究
開発・生産・流通等に関する調査・研究、医療とその関連諸領域
の学際的調査・研究を支援する。
主たる研究者は、2019年4月1日現在で40歳以下であることが望
ましい。

100万円以内/件
又は

50万円以内/件
2019/5/10

2019/6/30
メール提出かつ郵送提出

（消印有効）

http://www.iken.org/assist/about
.html

2019/6/4
人社65
自然102

　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

「第1回　輝く女性研究者賞（ジュン アシダ賞）」
持続的な社会と未来に貢献する研究等を行う、原則40歳未満の
女性研究者を表彰する。

副賞　100万円 2019/4/1
2019/6/30

専用HPにて応募
https://www.jst.go.jp/diversity/ab
out/award/index.html自然102 （JST）

女性研究者を表彰する。
専用HPにて応募 out/award/index.html

2019/6/4 自然73
　国立研究開発法人　日本医療研究開発機
構（AMED）

【脳科学研究戦略推進プログラム】
「認知症の予防・診断・治療法等の開発につながるシーズ探索
研究」
認知症の各病型における病因・病態メカニズムに基づく予防・診
断・治療法シーズの発掘・発案やそれらの実現の可能性を実験
的に示す研究を募集する。
神経科学領域のみならず広範な研究分野や若手をはじめとする
新進の研究者の提案・参画を歓迎する。

1,000万円/年
（直接経費のみ）

2019/5/17
2019/6/12 12:00

e-Rad申請
（厳守）

https://www.amed.go.jp/koubo/0
1/04/0104B_00020.html

2019/6/4 自然74 公益財団法人　アステラス病態代謝研究会

「研究助成金」
疾患の解明と画期的治療法の開発に資する研究であり、独創
性、先駆性が高い萌芽的研究提案、あるいは臨床的意義の高
い成果が期待できる研究提案を支援する。 200万円/件 2019/4/1

201/6/17  17:00
専用HPにて応募

https://astellas-
swift.secure.force.com/byoutai/b

個人型研究を提案する研究者、女性研究者、教室を立ち上げた
ばかりの研究者、留学から戻られたばかりの研究者を特に支援
したい。

（厳守） youtai_gist

2019/6/4 自然75 公益財団法人　サントリー生命科学財団

「SUNBOR GRANT」
高分解能分子イメージングをツールとした生命現象の分子メカニ
ズム解明に関連する研究を行う、2019年4月1日現在で満45歳以
下の研究者を支援する。

600万円
（200万円/年×3年）

（上限）
－

2019/6/17 17:00
メール提出

 （厳守）

http://www.sunbor.or.jp/encoura
ge/index.html#enc2

2019/6/4 自然76 公益財団法人　新世代研究所
「ATI研究助成」
ナノサイエンス分野で、将来の新領域を切り拓く萌芽的研究を行
う、2019年9月30日時点で満35歳以下の研究者を支援する。

100万円/件 2019/5/13
2019/6/20

専用HPにて応募
（厳守）

http://www.ati.or.jp/2019josei.ht
ml
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2019/6/4 自然77 花王株式会社（花王健康科学研究会）

「第17回　花王健康科学研究会 助成金」
エネルギー代謝、循環機能、運動生理、睡眠等に関する研究、
及び栄養、運動等に関する実践活動研究、若しくは特定研究
テーマ（①脳・神経機能と生活行動、②感染防御）に関する研究
を行う、50歳未満（2019年6月20日時点）の研究者を支援する。

　50万円～200万円/件 －
2019/6/20

メール又は郵送提出
（必着）

https://www.kao.com/jp/healthsc
ience/enqaid/enqaid_theme17/

「技術研究助成」
下記テーマに沿う、鉄鋼又は地球環境に関する研究を支援す
る。

2019/6/4 自然78 公益財団法人　JFE21世紀財団

る。
・鉄鋼技術研究
鉄鋼材料、製造プロセス、鉄鋼副産物を対象とする基礎/応用研
究。計測・制御・分析・計算科学・数値解析等で鉄鋼を対象とす
る関連技術や生産技術の研究を含む。
・地球環境・地球温暖化防止技術研究
地球環境保全と地球温暖化防止を目的とした技術開発を対象と
するエンジニアリング（工学）に関係する基礎、応用技術の研
究。

200万円/件 2019/4/22
2019/6/21

専用HPにて応募

http://www.jfe-21st-
cf.or.jp/furtherance/entrance.htm
l

2019/6/4 自然79 公益財団法人　光科学技術研究振興財団

「晝馬輝夫　光科学賞」
日本の光科学の基礎研究や光科学技術の発展に貢献する研究
において、独自に独創的な研究業績をあげた、応募締切時点で
45歳未満の研究者を表彰する。

副賞　500万円 2019/4/1
2019/6/28

（必着）

https://www.refost-
hq.jp/activities/hiruma_teruo_awa
rd/

「自然に学ぶものづくり　研究助成」

2019/6/4 自然80 株式会社積水インテグレーテッドリサーチ

「自然に学ぶものづくり　研究助成」
自然の機能をものづくりに活用する研究を支援する。
① ものづくりテーマ：社会課題の解決に向け短中期的に実用化
に進む研究
② 基盤研究テーマ：将来ものづくりに活用が期待される独創的・
先駆的研究、挑戦的萌芽研究

① 500万円
② 300万円

（上限）
2019/5/7

2019/6/28
専用HPにて応募

かつ
2017/7/1

郵送提出（必着）

https://www.sekisui.co.jp/news/2
019/1335701_34598.html

2019/6/4 自然81 大日本住友製薬株式会社

「創薬共同研究（PRISM）　研究ニーズ提示型」
同社の研究ニーズに基づく共同研究を実施する。
・医薬品以外で認知症を予防または治療する技術、コンテンツ、
デバイス（本課題以外に8課題あり。）

1,000万円
（上限）

2019/5/10
2019/6/28 17:00
専用HPにて応募

https://www.ds-
pharma.co.jp/prism/needs.html

2019/6/4 自然85 公益財団法人　長寿科学振興財団
「長寿科学賞」
長寿科学研究に携わる若手研究者の育成を目的として、優れた 副賞　100万円 2019/6/1

2019/6/30
書留又は宅配便にて提出

https://www.tyojyu.or.jp/zaidan/a
bout-jigyo/koueki1/wakate-2019/6/4 自然85 公益財団法人　長寿科学振興財団 長寿科学研究に携わる若手研究者の育成を目的として、優れた

研究成果を挙げた原則40歳未満の研究者を表彰する。
副賞　100万円 2019/6/1 書留又は宅配便にて提出

（消印有効）
bout-jigyo/koueki1/wakate-
suisen.html

2019/6/4 自然86 公益財団法人　立石科学技術振興財団

「第6回　立石賞」
エレクトロニクス及び情報工学の分野で、人間と機械の調和を促
進し、技術革新と人間重視の視点において顕著な業績をあげた
研究者を表彰する。

賞金　500万円 2019/4/1
2019/6/30 24:00

メール提出及び郵送提出
（消印有効）

https://www.tateisi-
f.org/?page_id=200

2019/6/4 自然87 公益財団法人　三井住友海上福祉財団

「三井住友海上福祉財団賞」
交通安全等及び高齢者福祉の2部門における著作・論文を表彰
する。
・交通安全等部門：交通事故又は各種災害の防止（交通環境、
自動車工学、被害軽減、安全教育、被害者に対する医療等）
・高齢者福祉部門：高齢者の福祉（医療、介護、予防、心理、環
境等）

財団賞　50万円
財団奨励賞　30万円

－
2019/6/30

（必着）

http://www.ms-
ins.com/welfare/commpany_awar
d.htm

境等）
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2019/6/4 自然88 公益財団法人　三井住友海上福祉財団

「研究助成」
交通安全等及び高齢者福祉の2部門における研究を支援する。
・交通安全等部門：交通事故又は各種災害の防止（交通環境、
自動車工学、被害軽減、安全教育、被害者に対する医療等）
・高齢者福祉部門：高齢者の福祉（医療、介護、予防、心理、環
境等）

200万円
（上限）

－
2019/6/30

（必着）

http://www.ms-
ins.com/welfare/research_grant.h
tm

2019/6/4 自然89 公益財団法人　大隅基礎科学創成財団

「第3期　（一般・酵母）研究助成」
研究材料として酵母に限定した基礎科学（酵母）、及び酵母に限
定しない基礎科学（一般）に関する研究を支援する。
① 一般：細胞・組織・個体の新しい生理現象の発見とその分子
機構の解明、をテーマとする基礎研究
② 酵母：酵母の新しい生理現象の発見やその分子機構の解明
等をテーマとする基礎研究

① 1,200万円
② 500万円

（ともに上限）
2019/5/10

2019/6/30
専用HPにて応募

（厳守）
https://www.ofsf.or.jp/activity/

2019/6/4 自然90 公益財団法人　伊藤科学振興会
「第52回　研究助成金」
地学の研究を支援する。
※応募書類は研究支援センターにご請求ください。

100万円
（上限）

2019/4/1 2019/6/30 http://www.itoka.or.jp/page1

「研究助成」
医療現場において、新しい価値を提供する、以下の領域の研究

2019/6/4 自然91 公益財団法人　テルモ生命科学振興財団

医療現場において、新しい価値を提供する、以下の領域の研究
を支援する。
① 医療機器研究、　② 再生医療研究
③ バイオマテリアル研究、　④ 生理活性物質・生体成分研究
⑤ 予防医療・健康寿命延伸研究、　
⑥ 看護の研究、　⑦医療安全・レギュラトリーサイエンスの研究

①～⑤ 200 万円/件
　　⑥・⑦ 100 万円/件

2019/4/1
2019/6/30 24：00
専用HPにて応募

https://www.terumozaidan.or.jp/s
upport/application/research03.ht
ml

2019/6/4 自然92 公益信託　タニタ健康体重基金
「助成」
肥満の解消、適正体重の維持に関する科学的研究及び活動を
支援する。

400万円（助成総額）
※前年度実績50万円/

件
-

2019/6/30
メール提出

http://www.tanita.co.jp/company
/tanita-grant/

2019/6/4 自然93 一般財団法人　日本建設情報総合センター

「研究助成」
建設分野における情報・システムを活用した調査研究を支援す
る。（指定8課題の詳細は公募要項をご確認ください。）

300万円/年又は
600万円/2年 （上限）

若手研究者枠
2019/4/16

2019/6/30
メール提出

（必着）

http://www.jacic.or.jp/josei/h31/i
ndex.htmlる。（指定8課題の詳細は公募要項をご確認ください。）

※若手研究者枠は2020年4月1日時点で満35歳以下の者を対象
若手研究者枠

100万円/年 （上限）
（必着）

ndex.html

2019/6/4 自然94 公益財団法人　東電記念財団

「研究助成（一般研究）」
電気・エネルギー分野の産業技術に関する新たな課題を発掘
し、研究開発・産業化の促進に繋がるユニークな研究を支援す
る。

100万円
（上限）

2019/4/1
2019/6/30 24：00
専用HPにて応募

http://www.tmf-
zaidan.or.jp/application.html

2019/6/20
人社70
自然106

公益財団法人　KDDI財団
「調査研究助成」
ICT（情報通信技術）の普及・発展、グローバル化、ICT利活用に
よる社会的課題解決に資する調査、研究を支援する。

300万円（上限） 2019/7/1
2019/7/5

メール提出
（必着）

http://www.kddi-
foundation.or.jp/support/



HP掲載日
分野別

通し番号
募集機関名 事業名 金額 受付開始日 公募締切 応募先URL

2019/6/20
人社71
自然110

公益財団法人　コスメトロジー研究振興財団
「コスメトロジー研究助成」
素材・物性、生体作用・安全性及び精神・文化に関する分野の、
化粧品学及びそれに関連する基礎的分野の研究を支援する。

200万円又は
100万円、50万円/件

（金額は選考委員会の
裁定による）

2019/5/7

2019/7/8
専用HPにて応募
かつ郵送提出

（必着）

http://www.cosmetology.or.jp/res
earch_support/researchSupport3.
html

「社会的・文化的諸活動助成」
ICT（情報通信技術）を通じての地域社会の国際化促進、開発途

2019/6/20
人社73
自然112

公益財団法人　KDDI財団

ICT（情報通信技術）を通じての地域社会の国際化促進、開発途
上国における教育・文化・生活支援等に関する活動、ICTの普
及・発展あるいは国際間の相互理解促進に寄与する活動を支援
する。
対象：2020年4月～2021年6月末日迄に実施される活動

100万円
（上限）

2019/7/8
2019/7/11
メール提出

（必着）

http://www.kddi-
foundation.or.jp/support/

2019/6/20
人社74
自然113

公益財団法人　森村豊明会

「助成」
下記テーマに沿う、公益性かつ実効性の高い事業を行う団体
（大学も含む）を支援する。
① 学術及び科学技術の振興、② 文化及び芸術の振興
③ 就労支援、公衆衛生の向上、④ 児童又は青少年の健全な育
成
⑤ 教育・スポーツ等を通じて国民の心身の健全な発達に寄与又
は豊かな人間性の涵養

約160万円/件
（平均助成額、
2018年度実績）

前期2019/5/1
後期2019/10/1

前期　2019/7/11
後期　2019/12/12

（必着）

http://morimura-
houmeikai.jp/support/

2019/6/20
人社75
自然114

一般財団法人　キヤノン財団

「善き未来をひらく科学技術」
直面する社会的課題に対して、独創的な視点や特異な発想に基
づいて新たな価値創出や課題解決の核心に迫る研究を支援す
る。

3,000万円
（上限）

 2019/6/3

2019/7/12 15:00
専用HPにて応募、かつ

2019/7/17
メール提出及び郵送提出

（必着）

https://www.canon-
foundation.jp/aid_ideal/informatio
n.html

2019/6/20
人社76
自然117

公益財団法人　DNP文化振興財団

「グラフィック文化に関する学術研究助成 」
下記テーマに沿う、人文社会科学、自然科学を問わず幅広い学
問領域のグラフィックデザイン、グラフィックアートに関する研究
を支援する。
A部門：グラフィックデザイン、グラフィックアート全般
B部門：グラフィック文化に関するアーカイブ

50万円/年
（上限）

2019/5/1

2019/7/17
メール提出及び簡易書留

にて提出
（必着）

http://www.dnp.co.jp/foundation/
grants/

【戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）】

2019/6/20
人社77
自然118

国立研究開発法人　科学技術振興機構　社
会技術研究開発センター（RISTEX）

【戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）】
「人と情報のエコシステム」
下記テーマに関連する、人間の行動の自律性等における西洋近
代主義と日本の伝統に基づく考え方の違いに関する比較研究を
日英共同プロジェクトで実施する。日英両国の研究チームの参
画を要件とする。
・Impacts on humans and society‐ Future happiness, wellbeing 
and the individual
・Economic implications, skills, work and education
・Transparency, responsibility, governance and ethics

1,000万円/年
（間接経費含む）

2019/5/8
2019/7/17 12：00

e-Rad申請
https://www.jst.go.jp/ristex/prop
osal/current/proposal_2019.html

2019/6/20
人社78
自然120

公益財団法人　稲盛財団

「研究助成」
自然科学系及び人文・社会科学系で独創的な研究を行う、、助
教相当以上の常勤研究者を支援する。自然科学系では40歳以
下の研究者の応募を期待する。

100万円/件 2019/5/21
2019/7/20  17：00
専用HP上にて応募

https://www.inamori-
f.or.jp/inamori_grants/about/
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2019/6/20 自然103 公益財団法人　日立金属・材料科学財団

「第33回　材料科学研究助成金」
下記分野に該当する、素形材を含む構造材料、電子材料、磁性
材料等の分野の基礎又は応用における先端的研究、又は独創
的なもので将来実用面で大きな成果が期待できる研究を行う、
45才迄の研究者を支援する。
① 一般助成：金属材料/材料物性/無機・セラミックス材料/有
機・高分子材料
② 特別助成：鉄鋼・鋳鉄（超合金等の特殊用途鋼や鋳鋼等を含
む）

① 80万円/件

② 150万円/件
（50万円/年×3年）

2019/4/20 2019/6/20
http://www.hm-
foundation.jp/activity/for_applica
nts.html

2019/6/20 自然104
　国立研究開発法人　日本医療研究開発機
構（AMED）

【戦略的国際脳科学研究推進プログラム】
我が国の脳研究の強みを生かしつつ、海外研究機関との連携を
強化し、ヒトの脳機能の神経回路レベルでの解明を目指す、下
記2課題を募集する。精神・神経疾患の早期発見・早期介入の実
現や、新たな脳型アルゴリズムの開発に繋げる。
① 精神疾患や神経疾患等の治療的介入による症状改善と進行
抑制等の神経回路基盤の解明
② 精神疾患や神経関連疾患等の治療的介入法の神経科学的
エビデンスの創出

① 1,000万円/年
② 2,500万円/年

（ともに直接費のみ、
上限）

2019/5/23
2019/6/24 12：00

e-Rad申請
https://www.amed.go.jp/koubo/0
1/04/0104B_00022.html

「研究助成」
下記テーマに沿う、水災害による被害軽減、危機管理及び河川
の適正管理と利用の増進に資する研究開発を支援する。
① 水災害に係る水理・水文、　② 水害リスク情報 100万円～300万円/件

2019/6/28
http://www.river.or.jp/koeki/jyos

2019/6/20 自然105 一般財団法人　河川情報センター
① 水災害に係る水理・水文、　② 水害リスク情報
③ 河川情報の提供、　④ 水災害情報の収集・共有
⑤ 水災害軽減に向けた地理空間情報との連携
⑥ 地域防災力向上、⑦ 災害時危機管理
⑧ その他上記に類する研究

100万円～300万円/件
（基準額200万円/件）

2019/4/1
2019/6/28
メール提出

（必着）

http://www.river.or.jp/koeki/jyos
ei/2019_1.html

2019/6/20 自然107 公益信託　成茂動物科学振興基金
「助成」
基礎的な動物科学の研究を支援する。

70万円
（上限）

-
2019/7/5
（必着）

http://www.narishige.co.jp/japane
se/fund/2019_nzsa.html

2019/6/20 自然108 公益財団法人　三豊科学技術振興協会
「研究助成」
精密機械工業の発展に寄与する加工・計測・制御に関する科学
技術及びそれらの基礎となる理工学における研究を支援する。

200万円/件 -
2019/7/5

メール提出及び郵送提出
http://www.mast.or.jp/h/j_oubo.h
tm

2019/6/20 自然109
公益財団法人　金原一郎記念医学医療振興
財団

「第34回　基礎医学医療研究助成金（上期）」
基礎医学研究に関する一定の目的を持ったプロジェクトを進め
る、2019年9月30日現在で満45歳以下の研究者を支援する。

10万円～100万円/件 2019/6/1
2019/7/6  23:59
専用HPにて応募

http://www.kanehara-
zaidan.or.jp/subsidy/aid

2019/6/20 自然111 公益財団法人　浦上食品・食文化振興財団
「学術研究助成」
食品加工技術、食品と健康食品、香辛料食品、食嗜好及び食品
の安全性に関する研究を支援する。

300万円
（上限）

2019/6/1
2019/7/10

専用HPにて応募
http://www.urakamizaidan.or.jp/k
enkyu_jyosei.html

2019/6/20 自然115 公益財団法人　光科学技術研究振興財団

「研究助成」
下記課題に沿う、光科学技術に関する研究を支援する。
1. 光科学の未知領域の研究　─とくに光の本質について─
2. 細胞間あるいは分子間の情報伝達についての研究

5,000万円
（助成金総額）

2019/4/1
2019/7/12

（必着）
https://www.refost-
hq.jp/activities/research_grant/
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2019/6/20 自然116
国立研究開発法人　新エネルギー・産業技術
総合開発機構（NEDO）

【未踏チャレンジ2050】
2050年頃を見据えた温室効果ガスの抜本的な排出削減を実現
する技術・システムについて、従来の発想によらない革新的な低
炭素技術シーズの探索・創出に資する、下記研究開発テーマに
該当する先導研究を産学連携で実施する。
① 次世代パワーエレクトロニクス、② 環境改善志向次世代セン

500万円～
2,000万円/年

（間接経費含む）
2019/5/24

2019/7/12 12:00
郵送提出
（必着）

https://www.nedo.go.jp/koubo/C
A2_100208.html① 次世代パワーエレクトロニクス、② 環境改善志向次世代セン

シング、③ 超電導材料開発及び応用、④ 軽量・耐熱の極限を
目指す未来材料、⑤ CO2有効活用 Net Zero Emission あるいは

低濃度CO2直接資源化

（間接経費含む） （必着）

2019/6/20 自然119 一般社団法人　日本鉄鋼協会

「第29回　鉄鋼研究振興助成(含む石原・浅田研究助成)」
鉄鋼及び鉄鋼関連の材料・プロセスに関する学術及び技術の発
展に寄与する研究を支援する。
採択予定数は原則35件以内とする。うち20件程度を目安として
35歳（2019年4月2日現在）以下の研究者を優先とし、うち1名に ”
石原・浅田研究助成”の名称を付与する。

100万円～300万円/件 2019/7/1

2019/7/19 17:00
専用HPにて応募
かつメール提出

（必着）

https://www.isij.or.jp/subcommitt
ee/promotion-services/

2019/6/20 自然121 公益財団法人　ホソカワ粉体工学振興財団

「KONA賞・研究助成」
粉体工学に関する基礎研究を支援する。
① 褒賞（KONA賞）：
粉体工学の基礎研究にて優れた業績を挙げた研究者を褒賞す

① 副賞 100万円
② 100万円（上限）

2019/5/1
2019/7/20

（必着）
http://www.kona.or.jp/jp/grants/i
ndex.html

2019/6/20 自然121 公益財団法人　ホソカワ粉体工学振興財団
粉体工学の基礎研究にて優れた業績を挙げた研究者を褒賞す
る。
② 研究助成：粉体工学の基礎研究を支援する。

② 100万円（上限）
2019/5/1

（必着） ndex.html

2019/6/24 自然122 内閣府　食品安全委員会

【食品健康影響評価技術研究（3次公募）】
食品の安全性の確保の観点から緊急性・重要性が高く、研究成
果が求められる下記委託研究を公募する。
① ノロウイルスによる健康被害実態及び食品寄与率の推計
② アニサキス食中毒におけるリスク評価及びリスク低減策
③ ベンチマークドーズ等の算出に用いるソフトウェア

① ② 1,500万円程度/
年

③ 750万円程度/年
（間接経費を含む）

2019/6/4
2019/6/25 17:00
専用HPにて応募

（厳守）

https://www.fsc.go.jp/chousa/ke
nkyu/kenkyu_koubo/kenkyu_31_ko
ubo_sanji.html

【国際共同研究事業】
「中国との国際共同研究プログラム(JRP with NSFC)」

2019/6/28 17:00
2019/6/24 自然123 独立行政法人　日本学術振興会（JSPS）

サステイナブル・レメディエーション（社会的、経済的評価も含め
た環境汚染対策）分野において、日本と中国の研究者が行う国
際共同研究を支援する。若手研究者等への国際共同研究の機
会提供も図る。

1,000万円/年
（上限、直接経費のみ）

2019/5/1
2019/6/28 17:00
専用HPにて応募

（必着）

https://www.jsps.go.jp/j-
bottom/02_j_sinsei.html

2019/6/24 自然124 文部科学省

【国家課題対応型研究開発推進事業　原子力システム研究開発
事業】
「安全基盤技術研究開発」
将来あるべき安全性を考慮した、革新的原子力システムの安全
基盤技術に関する研究開発を支援する。

タイプA 1億円/年
タイプB 2,000万円/年
（上限、間接経費を含

む）

2019/5/22
http://www.mext.go.jp/b_menu/b
oshu/detail/1416513.htm
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2019/7/2
人社79
自然129

　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【未来社会創造事業】
社会・産業ニーズを踏まえ、経済・社会的にインパクトある出口
を見据え、実用化を見極める段階を目指す研究開発を実施す
る。
「探索加速型」
① 超スマート社会の実現領域
② 持続可能な社会の実現領域（2課題）
③ 世界一の安全・安心社会の実現領域（2課題）
④ 地球規模課題である低炭素社会の実現領域

探索加速型
（探索研究のみ）
① 3,500万円/件

② 1,000万円
～4,000万円/件
③ 3,000万円/件
④ 1.3億円/件

⑤ 3,500万円/件
大規模プロジェクト型

2019/5/15
2019/7/24 12:00

e-Rad申請
https://www.jst.go.jp/mirai/jp/op
en-call/research/r01/index.html

④ 地球規模課題である低炭素社会の実現領域
⑤ 共通基盤領域
「大規模プロジェクト型」
　センサ用独立電源として活用可能な革新的熱電変換技術

大規模プロジェクト型
10億円程度/件（総額）

（いずれも上限、
直接経費のみ）

2019/7/2
人社80
自然130

一般財団法人　新技術振興渡辺記念会

「科学技術調査研究助成（下期）」
下記テーマに沿う、科学技術の発展に資する調査研究を支援す
る。
① 政策の立案・推進、　② 社会経済との関連
③ コミュニケーション、　④ 人材育成、　⑤ 発展動向
⑥ ①～⑤に類する又は複数に関わるもの

原則として150万円
（上限）

-
2019/7/26

（必着）

http://www.watanabe-
found.or.jp/activities/subsidy/ind
ex.html

【戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）】

2019/7/2
人社81
自然131

　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）】
「SDGs の達成に向けた共創的研究開発プログラム」
SDGs 達成に向けて、地域における社会課題に対するソリュー
ションを創出するため、既に得られている技術シーズを活用し、
研究者と社会課題に取り組む当事者（協働実施者）が一緒に研
究開発を行う。
① シナリオ創出フェーズ
社会課題の特徴を抽出してボトルネックを分析・明確化し、技術
シーズを活用した解決策を検討し、可能性試験を実施してロード
マップを作成し、2030 年度迄にSDGs を達成する構想（シナリ
オ）を創出する。
② ソリューション創出フェーズ
シナリオに基づき研究開発を行い、地域での実証試験を経て社
会課題の解決策の有効性、及び他地域展開への適用可能条件
や環境設定を提示する。並行して、プロジェクト終了後の自立的
継続計画（事業計画）の策定及び計画実行の準備を行う。

① 600万円程度/年

② 2,300万円程度/年

（ともに上限、
直接経費のみ）

2019/6/3
2019/7/29 12：00

e-Rad申請
https://www.jst.go.jp/ristex/exam
in/sdgs/solve.html

継続計画（事業計画）の策定及び計画実行の準備を行う。

2019/7/2
人社87
自然132

公益財団法人　生協総合研究所

「第17回　生協総研賞　助成事業」
下記テーマに沿う、人々のくらしをめぐる研究及び生活協同組合
運動に関するを支援する。
・生活協同組合の今日的な課題及び事業・組合員活動に関する
実践的な研究
・くらしの実態に関する経済的、社会的、歴史的視点等からの研
究
・消費社会及び消費者組織、社会運動に関する研究
・地域社会、社会政策、福祉政策・事業、地球環境等に関する研
究
・大規模災害後の被災地域が直面している課題に関する研究

個人研究 30万円
共同研究 50万円

（ともに上限）
2019/5/22

2019/7/31
メール提出

（必着）

http://ccij.jp/jyosei/ken190517_0
1.html
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2019/7/2
人社88
自然133

公益信託　大成建設自然・歴史環境基金

「助成金」
国内並びに開発途上国の自然・歴史環境の保全活用に関わる
活動や研究を支援する。大学については、地域社会等と連携し
た活動を要件とする。

50万円/件
（想定平均額）

-
2019/7/31

（必着）
http://www.taisei.co.jp/about_us/
society/kikin/html/gist.html

人社89
「助成事業」

900万円 2019/7/31 https://www.hino.co.jp/corp/csr/
2019/7/2

人社89
自然134

公益財団法人　日野自動車グリーンファンド
「助成事業」
自然環境保全に資する調査研究・活動、教育・諸啓発活動を行
う団体・グループ等を支援する。

900万円
（助成金総額）

2019/5/15
2019/7/31
（消印有効）

https://www.hino.co.jp/corp/csr/
greenfund/promotion.html

2019/7/2 自然125
国立研究開発法人　宇宙航空研究開発機構
（JAXA）

【太陽系フロンティア開拓による人類の生存圏・活動領域拡大に
向けたオープンイノベーションハブ】
「第5回　研究提案募集（RFP）」
地上技術と宇宙技術の融合による、革新的な宇宙探査技術の
開発及び宇宙・地上双方への成果の応用を図る。
A. 課題解決型：目指す技術が明確で、研究終了後3年で事業化
を目指すもの
B. アイデア型：有効性が期待できる未知の技術やアイデアの発
掘

A　3億円/件
B　500万円/件

（上限）
2019/5/31

2019/7/11 12:00
メール提出又は郵送提出

（必着）

http://www.ihub-
tansa.jaxa.jp/RFP_201906.html

2019/7/2 自然126 公益財団法人　谷川熱技術振興基金

「助成研究」
下記テーマに沿う、工業炉・燃焼装置等及びこれに関連する装
置・部品・材料等の熱技術及び生産技術に関する基礎研究並び
にその実用化研究を支援する。
① 燃焼技術、② エネルギー及び熱利用技術
③ 環境保全及び省エネルギ－技術、④ その他の関連技術

140万円/件
（想定平均額）

-

2019/7/19
郵送提出（一部書類は
メールでも提出する）

（必着）

http://www.disclo-
koeki.org/04a/00707/

2019/7/2 自然127
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム A-
STEP】
「機能検証フェーズ　実証研究」
企業との本格的な共同研究実施に必要な実証的研究を支援す
る。

1,000万円/年
（上限、間接経費含む）

2019/5/23
2019/7/23 12：00

e-Rad申請
（厳守）

https://www.jst.go.jp/mp/koubo.h
tml

2019/7/2 自然128
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【研究成果展開事業 研究成果最適展開支援プログラム A-
STEP】
「機能検証フェーズ　試験研究タイプ（第2回）」
大学等のシーズが企業ニーズ（技術的課題）の解決に資するか
確認する試験研究を支援する。

300万円/年
（上限、間接経費含む）

2019/5/23
2019/7/23 12：00

e-Rad申請
（厳守）

https://www.jst.go.jp/mp/koubo.h
tml

2019/7/2 自然135 公益財団法人　井上科学振興財団

「第12回　井上リサーチアウォード」
自然科学の基礎的研究で優れた業績を挙げ、更に開拓的発展
を目指す、学位取得後9年未満（2020年3月31日現在）の研究者
を支援する。

500万円/件 -

2019/7/31
郵送提出（申請書は
メールでも提出する）

（必着）

http://www.inoue-zaidan.or.jp/f-
03.html
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2019/7/2 自然136 公益財団法人　ダノン健康栄養財団

「ダノン学術研究助成金」
栄養・食品と健康に関する基礎的、臨床的、又は疫学的研究を
支援する。小児及び高齢者の栄養、食習慣についての疫学、乳
製品・プロバイオティクスの有用性、及び食育の効果測定、を特
に重点を置く研究テーマとする。
① 一般研究助成
② 若手研究助成：応募締切り時点（2019年7月31日）で男性35
歳未満、女性40歳未満の研究者を対象

① 200万円/年
② 100万円/年

（ともに想定平均額）
2019/5/15

2019/7/31
メール提出

https://www.danone-
institute.or.jp/research/4289.html

2019/7/2 自然137 公益財団法人　松尾学術振興財団

「第32回　松尾学術研究助成」
原子分子物理学と量子エレクトロニクスの基礎に関する実験的・
理論的研究、及びそれらを手段として用いた物理学の基礎研究
を支援する。
萌芽的研究を特に歓迎し、若手研究者を優先して支援する。

2200万円/5～6件
（助成金総額）

-
2019/7/31

（必着）
http://www.matsuo-
acad.or.jp/gakuzyutuzyosei2.html

2019/7/2 自然138 公益財団法人　松尾学術振興財団
「第23回　松尾財団宅間宏記念学術賞」
原子分子物理学と量子エレクトロニクス分野で、特に業績の顕
著な研究者を表彰する。

副賞 200万円 -
2019/7/31

（必着）
http://www.matsuo-
acad.or.jp/gakuzyutuzyosei1.html

「研究開発助成」

2019/7/2 自然139 公益財団法人　島津科学技術振興財団

「研究開発助成」
下記の科学計測に係わる領域で基礎的研究を行う、募集開始
時点（2019年4月1日）で45才以下の研究者を支援する。
・科学計測に係る領域全般 ：分野選択自由
・科学計測に係る新分野 ：
　高度情報処理を用いた科学計測の高度化

100万円/件 2019/4/1
2019/7/31
（消印有効）

https://www.shimadzu.co.jp/ssf/r
esearch.html

2019/7/2 自然140 公益財団法人　島津科学技術振興財団

「島津賞」
科学計測に係る領域で、基礎的研究及び応用・実用化研究にお
いて著しい成果をあげた研究者を表彰する。
※同財団が推薦依頼する学会が推薦（応募）する。

副賞賞金　500万円 2019/4/1
2019/7/31
（消印有効）

https://www.shimadzu.co.jp/ssf/
award.html

2019/7/2 自然141 一般社団法人　ドレスト光子研究起点
「オフシェル科学共同研究補助金」
ドレスト光子及び関連する新しい光に関するオフシェル科学の理 100万円/件 -

2019/7/31
http://rodrep.or.jp/1058/2019/7/2 自然141 一般社団法人　ドレスト光子研究起点 ドレスト光子及び関連する新しい光に関するオフシェル科学の理

論研究を行う、概ね40歳迄の研究者を支援する。
100万円/件 -

2019/7/31
（必着）

http://rodrep.or.jp/1058/

2019/7/2 自然142 公益財団法人　小野医学研究財団

「小野医学研究助成および研究奨励助成」
脂質代謝異常に伴う疾患の病態生理に関する研究を支援する。
研究奨励助成は2019年6月1日現在満40歳以下の研究者を対象
とする。

研究助成金
200万円/件

研究奨励助成金
100万円/件

2019/6/1
2019/7/31

専用HPにて応募
（消印有効）

https://ono.yoshida-p.net/

2019/7/2 自然143 一般財団法人　先端加工機械技術振興協会
「研究助成」
先端加工機械技術に関する基礎的並びに応用的な研究を支援
する。

70万円
（上限）

-
2019/7/31

（必着）
http://www.amtda.or.jp/enjyo.htm
l
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2019/7/2 自然144 公益財団法人　内視鏡医学研究振興財団
「多施設共同研究助成」
内視鏡にかかわる日本国内における多施設共同研究を支援す
る。

100万円/年
（最高3年迄）

-
2019/7/31
（消印有効）

http://www.endo-
jfe.or.jp/j/application/02.php

2019/7/2 自然145 公益財団法人　内視鏡医学研究振興財団
「研究助成」
内視鏡にかかわる日本国内における研究を支援する。

研究助成A 100万円/件
研究助成B 50万円/件

-
2019/7/31
（消印有効）

http://www.endo-
jfe.or.jp/j/application/01.php

2019/7/2 自然145 公益財団法人　内視鏡医学研究振興財団
内視鏡にかかわる日本国内における研究を支援する。 研究助成B 50万円/件

-
（消印有効） jfe.or.jp/j/application/01.php

2019/7/2 自然146 公益財団法人　東洋食品研究所

「研究助成」
下記課題に合致する、食品に関する基礎的調査研究ならびに応
用研究を行う、応募時45歳以下の研究者を支援する。
A分類：食品資源、食品科学、食品加工に関する研究
B分類：当法人設定テーマに関する研究
　・未利用資源を利用した食品の研究
　・地域の産業振興を目的とした食品素材の研究

100万円/件 2019/5/7
2019/7/31
（消印有効）

https://www.shokuken.or.jp/subsi
dize/

2019/7/2 自然147 公益財団法人　日本発明振興協会

「発明研究奨励金」
以下①～③のいずれかの該当する、発明考案を実施化するた
めの試作、試験もしくは発明考案を更に展開するための調査研
究に要する直接経費を支援する。

原則として100万円
2019/5/1

2019/7/31 http://jsai.org/Shoureikin/index.h
2019/7/2 自然147 公益財団法人　日本発明振興協会 究に要する直接経費を支援する。

① 特許権として登録済みのもの、　②特許を出願し、既に公開さ
れ、かつ審査請求済みのもの、　③実用新案は、登録済みで実
用新案技術評価書入手済みのもの

原則として100万円
（上限）

2019/5/1
2019/7/31

（必着）
http://jsai.org/Shoureikin/index.h
tml

2019/7/2 自然148 公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団

「調査研究」
生体、その構成体及び薬物動態の計測技術、情報解析技術等
に関し、複数の研究機関/研究者が参画する技術動向調査又は
技術評価に関する調査研究を支援する。

300万円
（上限）

2019/6/1
2019/7/31 24:00

専用HP上にて応募

https://www.nakatani-
foundation.jp/business/grant_rese
arch/

2019/7/2 自然149 公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団

「技術開発研究助成　特別研究」
生体、その構成体及び薬物動態の計測技術、情報解析技術等
に関し、卓越した研究成果が期待でき、かつ実用化が見込まれ
る研究を支援する。

3,000万円
（上限）

2019/6/1
2019/7/31 24:00

専用HP上にて応募

https://www.nakatani-
foundation.jp/business/grant_tech
_01/

る研究を支援する。
_01/

2019/7/2 自然150 公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団

「技術開発研究助成　開発助成」
生体、その構成体及び薬物動態の計測技術、情報解析技術等
に関し、実用化が期待できる又はそれに寄与できうる研究を支
援する。

400万円
（上限）

2019/6/1
2019/7/31 24:00

専用HP上にて応募

https://www.nakatani-
foundation.jp/business/grant_tech
_02/

2019/7/2 自然151 公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団

「技術開発研究助成 　奨励研究」
生体、その構成体及び薬物動態の計測技術、情報解析技術等
に関し、将来の実用化に向けた基盤技術と期待できうる研究を
行う、募集締切日に40歳未満の研究者を支援する。

200万円
（上限）

2019/6/1
2019/7/31 24:00

専用HP上にて応募

https://www.nakatani-
foundation.jp/business/grant_tech
_03/
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2019/7/2 自然152 公益財団法人　高松宮妃癌研究基金
「第51回  高松宮妃癌研究基金研究助成金」
がん研究の進歩、発展に貢献しうる研究を支援する。

200万円/件 2019/6/1
2019/7/31

（必着）
http://www.ptcrf.or.jp/koubo/gra
nt.html

2019/7/2 自然153 武田薬品工業株式会社

「研究公募 COCKPI-T Funding」
下記6分野における、新しい創薬アイデア（創薬ターゲット、創薬
技術等）に関するアイデアレベルを含む初期研究段階の実現性
検証を目的とする研究を募集する。
①神経・精神、　②消化器系、　③ガン、　④再生医療、
⑤プラットフォーム技術、　⑥安全性

500万円程度/件 2019/6/3
2019/7/31 17：00

専用HP上にて応募

https://www.takeda.com/jp/what
-we-do/research-and-
development/open-
innovation/cockpi-t/

⑤プラットフォーム技術、　⑥安全性

2019/7/2 自然154 公益財団法人　岩谷直治記念財団

「岩谷科学技術研究助成」
下記分野における、エネルギー及び環境に関する独創的な研究
を支援する。
①再生可能エネルギー源、　②将来に期待される燃料
③エネルギーの変換、輸送、利用の高効率化、合理化等
④エネルギー材料、　⑤低温の利用
⑥環境保全、地球温暖化防止、エネルギー利用上の安全性

200万円
（上限）

2019/6/1
2019/7/31
（消印有効）

http://www.iwatani-
foundation.or.jp/

2019/7/2 自然155 公益財団法人　大和証券ヘルス財団

「第46回　調査研究助成」
下記2課題に沿う調査研究を行う、50歳未満（令和元年7月31日
現在）の研究者を支援する。
① 中高年・高齢者特有の疾病に関する医学並びに医療

① 100万円/件
② 70万円/件

2019/6/1
2019/7/31
（消印有効）

http://www.daiwa-grp.jp/dsh/2019/7/2 自然155 公益財団法人　大和証券ヘルス財団
① 中高年・高齢者特有の疾病に関する医学並びに医療
② 高齢者の寝たきり予防、並びにリハビリテーション、在宅医
療、介護

② 70万円/件
2019/6/1

（消印有効）
http://www.daiwa-grp.jp/dsh/

2019/7/2 自然156
公益財団法人　千里ライフサイエンス振興財
団

「岸本基金研究助成」
下記分野に沿うライフサイエンス振興への波及効果が期待でき
る研究を行う、1979年4月2日以降に生まれた研究者を支援す
る。
①生命現象の解明、　②健康の維持増進と疾病の予防・治療
③生物およびその諸機能の産業への応用

200万円/件 2019/6/1
2019/7/31

（必着）
http://www.senri-
life.or.jp/grant/grant-1.html

「稲盛科学研究機構　フェローシッププログラム」
基礎科学の研究者を長期的に応援し、将来的に日本の科学を

1億円/件

2019/7/2 自然157 公益財団法人　稲盛財団
基礎科学の研究者を長期的に応援し、将来的に日本の科学を
牽引する人材育成を図る。
量子に関係する研究、及び助成年度開始時（2020年4月1日時
点）に50歳以下の研究者を対象とする。

1億円/件
（1,000万円/年×10年、
別途間接経費100万円
/年×10年も支給する）

2019/5/21
2019/7/31 17:00

専用HP上にて応募
https://www.inamori-
f.or.jp/inaris/

2019/7/2 自然158
公益財団法人　鈴木謙三記念医科学応用研
究財団

「調査研究助成」
下記課題に沿う、疾病の予防、診断治療における医学、薬学、
医工学及び関連諸科学の医療への応用に関する調査研究を支
援する。
① より豊かな生活に貢献する医療技術に関する研究
　(1) 日常身体活動・機能の非浸襲的な測定装置の開発
　(2) QOLの向上を目指した医療技術の開発
② 生活習慣病における医学、薬学の萌芽的研究
　(1) 病態の解明と病態モデルの開発
　(2) 生理活性物質と創薬に関する研究

① 500万円
② 300万円

（いずれも上限）
2019/7/1

2019/7/31
（消印有効）

http://www.suzukenzaidan.or.jp/b
osyu/index.html

　(2) 生理活性物質と創薬に関する研究
　※②は満45歳以下（1973年8月1日以降生れ）対象
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2019/7/2 自然159 公益財団法人　天田財団

「研究開発助成」
金属等の塑性及びレーザ加工に関する研究開発を支援する。
① 重点研究開発助成：同財団の指定課題（計26課題）に沿う、
技術動向や社会情勢のニーズに対する独創的、革新的な研究
を支援する。
② 一般研究開発助成：基礎的、試験的、実用的な研究を支援す
る。
③ 奨励研究助成（若手研究者枠）：本年度末（2020年3月31日）

① 800万円～1,000万円
/件

②180万円～200万円/
件

又は240万円～300万円
/件

③ 180万円～200万円/
件

2019/6/10
2019/7/31 24:00

専用HP上にて応募
https://www.amada-f.or.jp/prog

③ 奨励研究助成（若手研究者枠）：本年度末（2020年3月31日）
39歳以下の研究者が行う、挑戦的研究を支援する。

件

2019/7/2 自然160 公益財団法人　発酵研究所

「研究助成」
微生物（細菌、アーキア、菌類、微細藻類）の分類、基礎研究及
び応用研究を支援する。
① 一般研究助成
② 大型研究助成：①よりも大きな構想を持つ研究を対象
③ 若手研究者助成：35歳以下の研究者を対象

①  300万円/件
②1,000万円/件
③ 300万円/件

※③は研究費及び
生活費として支給

　2019/7/1
　2019/7/31 12:00
専用HP上にて応募

http://www.ifo.or.jp/research/inf
o.html

2019/7/19
人社91
自然168

公益財団法人　中島記念国際交流財団

「日本人若手研究者研究助成金」
情報科学及び生命科学分野の2020年4月1日現在37歳以下の
研究者で、主として日本学術振興会の特別研究員経験者を支援
する。

500万円
（上限）

2019/8/1
2019/8/23 17:00

（必着）
http://www.nakajimafound.or.jp/k
oubo.htm

する。
（特別研究員経験者でなくても応募可能。）

2019/7/19 自然161 公益財団法人　小柳財団
「研究助成金」
農林水産分野、食品分野、生物学分野で、かつ人間の健康と美
に関連する研究を支援する。

100万円
（上限）

2019/6/1
2019/7/31
（消印有効）

https://koyanagi-
zaidan.com/aid/

2019/7/19 自然162 ミレニアム・サイエンス・フォーラム
「第21回 サー・マーティン・ウッド賞」 
広義の凝縮系科学における業績を挙げた40歳以下（2019年4月
1日現在）の研究者を表彰する。

50万円
及び英国大学における

講演旅行
2019/4/1

2019/8/1 12:00
メール提出

（必着）

http://www.msforum.jp/about_sir_
martin/nomination_details/

「助成研究」
食と健康に関する研究を、下記2部門で支援する。
① チャレンジ部門
45歳未満（2019年8月1日時点）かつ研究助成を受けた経験が無

① 50万円 （上限）
及び指導料5万円

2019/7/19 自然163 やずや食と健康研究所
45歳未満（2019年8月1日時点）かつ研究助成を受けた経験が無
い研究者を支援する。
② キャリアアップ部門
1回以上研究助成を受けた経験があり、研究を計画・遂行し、論
文投稿を行う50歳未満（2019年8月1日時点）の研究者を支援す
る

及び指導料5万円
（指導者に一律支給）

② 50万円以下/件
又は51～100万円/件

2019/7/1
2019/8/1 17:00

専用HP上にて応募
http://yazuken.jp/subsidy/outline
/

2019/7/19 自然164
　国立研究開発法人　日本医療研究開発機
構（AMED）

【革新的技術による脳機能ネットワークの全容解明プロジェクト】
「技術開発個別課題　行動課題と関連付けた霊長類の脳機能
マッピング研究開発課題」
行動課題と関連付けた霊長類の脳機能マッピング研究を実施
し、霊長類特有のタスク下での脳活動とその情報表現を解明す
る。

1,500万円/年
（上限、直接経費のみ）

2019/7/5
2019/8/6 12:00

e-Rad申請
https://www.amed.go.jp/koubo/0
1/04/0104B_00036.html
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2019/7/19 自然165 一般社団法人　ヤンマー資源循環支援機構
「助成（一般）」
農林水産業における、資源循環型社会の実現に資する基礎研
究、技術開発、実証等を支援する。

150万円
（上限）

2019/6/3
2019/8/9

専用HP上にて応募
https://www.yanmar.com/jp/shig
enjunkan/application/index.html

2019/7/19 自然166 公益財団法人　大河内記念会
「第66回　大河内賞」
生産工学、生産技術、生産システムの研究並びに実施等に関す
る研究業績を表彰する。

大河内記念賞
賞金 100万円/件

大河内記念技術賞
賞金 30万円/件

2019/6/1
2019/8/15 16:00

（必着）
http://www.okochi.or.jp/hp/f05.ht
ml

2019/7/19 自然167
公益財団法人　中部電気利用基礎研究振興
財団

「研究助成」
電気の利用及び関連する基礎的技術に関する試験研究を行う、
2019年4月1日現在45歳以下の研究者を支援する。
（応募区分A1～A3は、助成額及び採択率が異なる。）

A1　100万円
A2　200万円
A3　300万円

（いずれも上限）

-
2019/8/21

（必着）
http://www006.upp.so-
net.ne.jp/refec/oubo.htm

「第36回　若手研究者のための健康科学研究助成」
健康増進に寄与する下記課題に関する研究を行う、40歳未満の
研究者を支援する。 ① 100万円/件 2019/8/22

https://www.my-
2019/7/19 自然169 公益財団法人　明治安田厚生事業団

研究者を支援する。
① 指定課題：運動とメンタルヘルス
② 一般課題：健康増進に寄与する学術研究
③ 選考委員奨励枠：①・②採択課題以外から選考委員推薦に
よる特別枠

① 100万円/件
② 50万円/件
③ 30万円/件

-
2019/8/22
メール提出

（必着）

https://www.my-
zaidan.or.jp/josei/entry/

2019/7/19 自然170 パワーアカデミー

「パワーアカデミー研究助成 」
電気工学分野における産業界の中長期的な課題に対応したパ
ワーアカデミー研究マップに基づき、研究を支援する。
① 特別推進
パワーアカデミー研究マップに関連した独創的、先駆的、かつ大
学等間の連携を通じて電気工学分野への波及効果が期待でき
る研究を支援する。
② 萌芽研究
電気工学分野の将来展開を見据えた研究を支援する。応募時
点で45歳以下の常勤教員を優先的に採択する。

① 1,000万円程度/件

②100万円/人
（上限）

※チーム型共同研究は
別途20万円/人加算

2019/6/14
2019/8/23  15:00

メール提出

http://www.power-
academy.jp/info/2018/002062.ht
ml

点で45歳以下の常勤教員を優先的に採択する。
個人型、及び5名迄のチーム型共同研究（異分野融合や他大学
等との連携による研究）で募集する。

2019/7/19 自然171 公益財団法人　ホクト生物科学振興財団
「助成」
バイオテクノロジーを主体とする生物科学に関する調査・研究・
技術開発を支援する。

20万～100万円/件 -
2019/8/27

（必着）

https://www.hokto-
kinoko.co.jp/corporate/csr/shink
ouzaidan/

2019/7/30
人社95
自然176

公益財団法人　味の素食の文化センター
「食の文化研究助成事業」
食の文化に関わる研究を行う、原則として2020年4月1日時点で
40歳前後迄の研究者を支援する。

100万円程度/件 2019/7/1
2019/8/30

郵送提出及びメール提出
（必着）

https://www.syokubunka.or.jp/re
search/application.html
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2019/7/30 自然172
　国立研究開発法人　日本医療研究開発機
構（AMED）

【IoT 等活用行動変容研究事業】
「日常生活における健康データの医療分野での活用手法の開
発」
患者自身が取得した日常生活の健康データを解析し、診療の参
考情報として活用する効果について検証する。
1 年度目は実証研究の準備、2 年度目から実証研究を行う。

初年度 1,150万円/年
2、3年度 2,300万円/年
（上限、直接経費のみ）

2019/7/9
2019/8/8 12：00

e-Rad申請
https://www.amed.go.jp/koubo/0
5/01/0501B_00110.html

2019/7/30 自然173
大学共同利用機関法人　人間文化研究機構　
総合地球環境学研究所

【総合地球環境学研究所 実践プロジェクト】
「インキュベーション研究（IS）・予備研究（FS）」
地球環境問題の解決に向けて、同研究所の研究者と共同研究
を実施する。インキュベーション研究（IS、FSの前段階として研究
シーズ発掘を図る）と予備研究（FS、フルリサーチの実行可能性
を検証する）を設け、内容を深化させる。
・研究課題（FS、IS共通）
① 環境問題に柔軟に対処しうる社会への転換
② 多様な資源の公正な利用と管理
③ 豊かさの向上を実現する生活圏の構築

IS 50万円/6ヶ月
FS 200万円/6ヶ月

（ともに上限）
2019/6/12

2019/8/19 17:00
メール提出（必着）

※押印済の申請書は9/2
迄

に郵送又は持参提出

http://www.chikyu.ac.jp/rihn/proj
ect/recruitment/2019IS-
FS_2.html

2019/7/30 自然174 公益財団法人　金型技術振興財団
「研究開発助成」
金型関連技術、金型成形関連技術、及びそれらの基礎となる工
学分野の研究を支援する。

300万円
（上限）

2019/4/1
2019/8/20

郵送提出及びメール提出
（必着）

http://www.katazaidan.or.jp/appli
cation/apply_for_grant/application
_study/

2019/7/30 自然175 農林水産省

【戦略的国際共同研究推進委託事業】
「地球規模の課題解決に向けた国際共同研究の推進」
下記領域に関する、相手側の強みを国内導入する、日本側の優
れた研究開発能力を相手国等のフィールドで試験する、及び地
球規模課題の解決を図る国際共同研究をG20メンバー国の国際
共同研究機関と実施し、研究開発成果の国内還元を図る。
① 越境性病害の我が国への侵入防止に資する研究
② 地球温暖化緩和に資する研究

① 2,837万円/件
② 1,200万円/件

（上限、一般管理費・消
費税を含む）

2019/7/19
2019/8/27 17：00

e-Rad申請
http://www.affrc.maff.go.jp/kokus
aikenkyu/tikyu_kibo.html

2019/7/30 自然177 一般社団法人　日本鉄鋼協会

「鉄鋼協会研究プロジェクト(旧:産発プロジェクト展開鉄鋼研究)」
鉄鋼業の技術課題の解決を図る、企業との連携による開発の優
位性(実用性、多様性、迅速化、等)獲得や、プロジェクト終了後
の発展的展開(外部資金によるプロジェクト、企業共研)を視野に
入れた研究課題を、広く募集する。

4000万円
（上限）

2019/6/3
2019/8/30
メール提出

（厳守）

https://www.isij.or.jp/subcommitt
ee/promotion-services/

2019/7/30 自然178 一般社団法人　日本鉄鋼協会

「研究会Ⅰ・Ⅱ」
鉄鋼分野の学術的・技術的課題について、産学共同で研究を進
める。
Ⅰ　シーズ主導型で基礎的・先導的テーマを扱う
Ⅱ　ニーズ主導型で応用的・産業的テーマを扱う
　※産学によるチーム単位での応募とする。

1,500万円
（上限）

2019/6/3
2019/8/30
メール提出

https://www.isij.or.jp/subcommitt
ee/promotion-services/
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2019/7/30 自然179 公益財団法人　旭硝子財団

「研究奨励」
下記2分野の基礎的・萌芽的研究を行う、1974年1月1日以降生
まれの研究者を支援する。
・化学・生命分野：物質･材料、生命･生物及びこれらに関わる研
究
・物理・情報分野：材料･デバイス･システム、情報･制御並びに設
計･生産の基礎及びこれらに関わる研究

200万円
（上限）

2019/8/1
2019/8/30

専用HP上にて応募
http://www.af-
info.or.jp/subsidy/about.html

「研究助成」
情報、新材料、エネルギーに関する分野で、独創的で成果が科 ① 200万円

2019/8/31
https://www.yazaki-

2019/7/30 自然181 公益財団法人　矢崎科学技術振興記念財団
情報、新材料、エネルギーに関する分野で、独創的で成果が科
学技術の進歩に貢献しうる研究を支援する。
① 一般研究助成
② 奨励研究助成：原則35歳以下の研究者を対象

① 200万円
② 100万円

（上限）
2019/6/1

専用HP上にて応募
及び郵送提出

（必着）

https://www.yazaki-
found.jp/applications/research_gr
ants.html

2019/7/30 自然182 公益財団法人　栢森情報科学振興財団
「研究助成」
情報に関する科学の基礎的・萌芽的又は総合的研究を支援す
る。

200万円
（上限）

2019/6/1
2019/8/31

メール提出又は郵送提出
（必着）

http://www.kayamorif.or.jp/j.html

2019/7/30 自然183 公益信託　武見記念生存科学研究基金
「武見記念賞」
生存科学とその関連分野で、理論の普遍化、実践の持続可能
性の拡充、後進の育成等で業績を挙げた研究者を顕彰する。

賞金
50万円

2019/6/1
2019/8/31
（消印有効）

http://takemiseizon.com/takemiki
nen_guidelines.html

「武見奨励賞」
2019/7/30 自然184 公益信託　武見記念生存科学研究基金

「武見奨励賞」
生存科学とその関連分野で業績をあげつつあり、我が国のリー
ダーとなりうる概ね50歳以下の研究者を顕彰する。

賞金
20万円

2019/6/1
2019/8/31
（消印有効）

http://takemiseizon.com/takemis
yourei_guidelines.html

2019/7/30 自然185
公益財団法人　ヤクルト・バイオサイエンス研
究財団

「第25回 特別研究助成」
腸内フローラに関連する研究を支援する。

500万円/年
（上限）

2019/7/1
2019/8/31
（消印有効）

http://yakult-
bioscience.or.jp/invite.html

2019/7/30 自然186 公益財団法人　東京化成化学振興財団
「助成金」
有機化学、マテリアルサイエンス、ライフサイエンス分野の基礎
及び応用研究を支援する。

100万円/件 2019/7/1
2019/8/31

専用HP上にて応募
又は郵送提出

http://www.tci-f.or.jp/subsidy-6

2019/7/30 自然187 日本石鹸洗剤工業会
「グリセリン新規用途開発研究助成」
有用なグリセリンの需要拡大、有効利用に資する、グリセリンの 50万円 2019/6/1

2019/8/31 https://jsda.org/w/01_katud/glyc
2019/7/30 自然187 日本石鹸洗剤工業会 有用なグリセリンの需要拡大、有効利用に資する、グリセリンの

新規用途開発に関する研究を支援する。
50万円 2019/6/1

2019/8/31
（消印有効）

https://jsda.org/w/01_katud/glyc
erin.html

2019/7/30 自然188 一般財団法人　油脂工業会館

「研究助成」
油脂関連工業の発展に寄与する、下記分野を対象とした研究を
行う、2020年4月1日現在40歳未満の研究者を支援する。
1．コロイド・界面科学及び石鹸・界面活性剤工業技術
2．油脂/脂質に関する科学及び油脂加工技術
3．健康・美・清潔と生活の科学

100万円/件 2019/6/1
2019/8/31
（消印有効）

http://www.yushikaikan.or.jp/syst
em.html

2019/7/30 自然189 一般財団法人　日本環境財団

「日本環境財団　研究助成金」
環境の保全や発展、生活環境改善に関する研究を支援する。有
機農業、発酵食品、森林、省エネルギー、及びリサイクルに沿う
テーマを優先する。

50～100万円/件 2019/8/1
2019/8/31

（必着）
（持込提出は17：00迄）

http://www.jef.jp/documents/gra
nt/grant001.pdf

テーマを優先する。
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2019/7/30 自然190 公益財団法人　岩谷直治記念財団
「第46回　岩谷直治記念賞」
エネルギー及び環境に関する技術開発における、産業上の実績
が認められる業績を表彰する。

副賞 300万円 2019/6/1
2019/8/31
（消印有効）

http://www.iwatani-
foundation.or.jp/

2019/7/30 自然191 公益財団法人　能村膜構造技術振興財団
「助成金」
膜構造物の新用途、加工法、架構法、環境デザイン、及び新膜
材料等の研究開発を支援する。

200万円
（上限）

2019/7/1
2019/8/31
（消印有効）

https://www2.taiyokogyo.co.jp/za
idan/subsidy/yoryo.html

2019/7/30 自然192 公益財団法人　大畑財団
「研究助成」
鉄の利用技術の拡大・向上に関する研究開発を支援する。

200万円
（上限）

2019/6/1
2019/8/31

（必着）
http://www.itec-c.co.jp/ohata-
zaidan/guidelines.html

2019/7/30 自然193 公益財団法人　仁科記念財団
「仁科記念賞」
広い意味の原子物理学及びその応用に関し、優れた研究業績
をあげた比較的若い研究者を表彰する。

副賞　50万円 -
2019/8/31

メール提出又は郵送提出
http://www.nishina-
mf.or.jp/index_j.html

2019/8/9
人社101
自然194

一般財団法人　日本産業科学研究所
「研究助成事業」
自然、人間、社会におけるあらゆる分野の発展的な研究を支援
する。

10万円～100万円/件 2019/8/1
2019/8/31
（消印有効）

http://www.nissanken.org/grants_
in_aid/exp.html

2019/8/9
人社102
自然195

独立行政法人　国際交流基金日米センター

「安倍フェローシップ・プログラム」
下記テーマに沿う、社会科学並びにその関連学問領域におい
て、現代の地球的な政策課題で、かつ緊要な取り組みが必要と
される問題に関する学際的、国際的な調査研究を支援する。
①個人・社会・国際的な安全保障に対する脅威
②成長と持続的な発展
③社会・科学・文化のトレンドと変容
④ガバナンス、エンパワーメントと市民参加

研究者のニーズに基づ
き柔軟に配分する

-
2019/9/1

専用HP上にて応募
http://www.jpf.go.jp/cgp/fellow/a
be/guide/index.html

【大学研究者による事業提案制度】
下記7分野の行政課題の解決に向け、研究者が都に研究成果
等の活用による連携事業を提案する。
① 防災力の向上、都市インフラの整備
② まちの元気創出、安全・安心の確保

調査研究/連携調整
3,000万円/年

2019/8/9
人社103
自然198

東京都

② まちの元気創出、安全・安心の確保
③ 少子・高齢化等を見据えた東京のまちづくり
④ 医療が充実し健康に暮らせるまちづくり
⑤ 環境先進都市・東京の実現
⑥ 東京の経済活動、農林水産業の活性化
⑦ 国際観光都市・東京の実現
※申請を希望する場合は、研究支援センターに事前に申し出く
ださい。

都連携事業
2億円/年

（ともに上限）

2019/5/31
【学内締切】
2019/9/2

http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/
zaisei/teian/2daigaku.html

2019/8/9
人社107
自然201

公益財団法人　トヨタ財団

「研究助成プログラム　社会の新たな価値の創出をめざして」
研究者自身が社会とのかかわりを意識し、自らの研究における
社会的意義を自問しながら、課題を発掘し未来の創造に資する
研究を支援する。原則3名以上のチーム研究、かつ代表者が年
齢45歳以下（助成開始時）を要件とする。

800万円/件 2019/7/16
2019/9/13 15:00

専用HP上にて応募
https://www.toyotafound.or.jp/re
search/2019/
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2019/8/9
人社109
自然202

公益財団法人　旭硝子財団

「サステイナブルな未来への研究助成」
次世代社会の基盤を構築するような独創的な研究を、下記①～
③の3分野及びA・Bの2コースで支援する。
① 建築・都市分野：人間生活の歴史と現状、将来を視野に置い
た建築･都市空間に関わる研究
② 人文・社会科学分野：持続可能な社会の実現に向けた人文・
社会科学的な研究
③ 環境フィールド研究：自然と人との良好な関係の維持・構築に
資するフィールド調査を中心とする研究
A．提案研究コース：基礎的・萌芽的研究を中心として広く研究者

A.
① 50万円～150万円/

件
②・③ 50万円～100万

円/件

B.
①・③ 200万円～400万

円/件

2019/8/1
2019/9/13

専用HP上にて応募
http://www.af-
info.or.jp/subsidy/about.html

A．提案研究コース：基礎的・萌芽的研究を中心として広く研究者
のアイデア提案を支援する。45歳以下（1974年1月1日以降生ま
れ）の研究者を対象とする。
B．発展研究コース：基礎的な研究成果をもとに、さらに発展させ
る研究を支援する。年齢制限なし。

円/件
② 200万円～300万円/

件

2019/8/9
人社110
自然210

キヤノンヨーロッパ財団

「欧州・日本研究奨学金」
研究分野を問わず、ヨーロッパに3ヶ月～1年間滞在して研究を
行う、過去10年以内に修士号以上の学位を取得した日本人研究
者を支援する。
※要、受入機関の受入証明書

22,500ユーロ～
27,500ユーロ/件

-
2019/9/15

専用HP上にて応募

https://www.canonfoundation.org
/
https://jp.ambafrance.org/article
3532　（参考：仏大使館HPの和文
案内）

人社111

「研究助成（一般公募）」
以下7分野に関する、産業経済発展のための調査研究・科学技
術開発を支援する。

2019/9/16
http://takahashi-

2019/8/9
人社111
自然211

公益財団法人　高橋産業経済研究財団
術開発を支援する。
① 災害対策、　② 環境問題、　③ 資源
④ 医学・医療、　⑤ 地域社会対策
⑥ 国際交流・人材育成、　⑦ 科学技術・産業開発

100万円～200万円/年 2019/7/21 郵送提出及びメール提出
（必着）

http://takahashi-
f.or.jp/entry/index.shtml

2019/8/9 自然196 公益財団法人　水谷糖質科学振興財団
「第27回　糖質科学研究助成」
糖質科学とその関連物質の独創的研究を支援する。

700万円
（上限）

2019/7/1
2019/9/1
（必着）

http://www.mizutanifdn.or.jp/ja/g
rant/apply.html

2019/8/9 自然197
公益財団法人　藤原ナチュラルヒストリー振興
財団

「第28回 学術研究助成」
非動物（地学・植物）分野のナチュラルヒストリーに関する研究を
支援する。

30万円～100万円/件 2019/7/1
2019/9/1

（消印有効）

http://fujiwara-
nh.or.jp/archives/2019/0701_155
716.php

「研究助成金（健康科学・医学・薬学 / 新領域4.0）」

2019/8/9 自然199 公益財団法人　上原記念生命科学財団

「研究助成金（健康科学・医学・薬学 / 新領域4.0）」
健康増進、疾病予防、及び治療に関する下記課題に沿う研究を
支援する。
・医学系研究（東洋、社会、栄養学、薬学、基礎、及び臨床等）
・生命科学と他分野との融合領域（生体情報学、生体医工学、生
体材料学等）
① 研究助成金（資格制限無し）
② 研究奨励金：1982年4月1日以降出生の研究者を対象

① 500万円/件

② 200万円/件
2019/6/10

2019/9/3
専用HP上にて応募

https://www.ueharazaidan.or.jp/g
rants/login/

2019/8/9 自然200
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）】
「日本-米国研究交流　次世代社会のためのデジタルサイエン
ス」
IOT分野におけるコミュニティソリューション等に関する、日米間
の国際共同研究への発展を目指す研究交流を支援する。
原則42歳以下（2019年4月1日時点）の参画を求める。
※米国側研究者は、米国国立科学財団（NFS）に申請する。

825万円
（上限、間接経費含む）

2019/6/27

米国側：2019/9/6 17:00
NSF専用HP上にて応募
日本側：2019/9/9 12:00

e-Rad申請

https://www.jst.go.jp/inter/progr
am/announce/announce_us_NSF2
019.html

※米国側研究者は、米国国立科学財団（NFS）に申請する。
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2019/8/9 自然203 公益財団法人　日立財団

「第51回 倉田奨励金　自然科学・工学研究分野」
国際的な視野で社会課題の解決に資する、下記3分野に関する
自然科学・工学研究分野の研究を行う、2019年4月1日現在45歳
以下の研究者を支援する。自然科学・工学研究の観点による文
理融合的研究も対象とする。
Ⅰ．エネルギー・環境
Ⅱ．都市・交通
Ⅲ．健康・医療

100万円程度/1年
又は

300万円程度/2年
2019/7/1

2019/9/13 24：00
専用HP上にて応募

http://www.hitachi-
zaidan.org/works/environment/k
urata/index.html

Ⅲ．健康・医療

2019/8/9 自然204 一般財団法人　鷹野学術振興財団

「研究助成」
電気電子工学、光学関連、画像処理関連、機械工学、物理学、
情報工学、材料工学、化学関連、医療機器開発製造、健康･福
祉機器開発製造、環境･エネルギー関連、及び農学 (機能性食
品開発等)、の各研究を行う、2019年9月13日現在満40歳以下の
研究者を支援する。

300万円
（上限）

2019/8/1
2019/9/13

（必着）

https://www.takano-zaidan.com/
研究助成情報/2019年研究助成
金募集要項-様式ダウンロード/

2019/8/9 自然205 公益社団法人　日本愛玩動物協会

「家庭動物の適正飼養管理に関する調査研究助成」
下記分野に沿う、家庭動物（犬、猫、小鳥、小動物等）の適正飼
養管理に資する調査又は研究を支援する。
1. 動物の健康と安全、習性、生理生態、　2. マナー、しつけ
3.  公衆衛生（迷惑防止を含む）、　4.  所有者明示
5.  繁殖、繁殖制限、　6. 動物観、歴史、　7. 法令、　8. その他

100万円（上限）
又は

30万円～50万円程度/
件

2019/4/1
2019/9/13
郵送提出
（必着）

https://www.jpc.or.jp/investigatio
n/

5.  繁殖、繁殖制限、　6. 動物観、歴史、　7. 法令、　8. その他

2019/8/9 自然206 公益財団法人　ノバルティス科学振興財団

「第33回ノバルティス研究奨励金」
生物・生命科学、関連する化学及び情報科学分野の創造的な研
究を支援する。
重点研究領域「システム医生物学」領域を設け、該当する研究
課題数件を優先的に助成する。炎症反応・免疫応答や加齢等の
予防、診断、治療に繋がる課題にインフォメーションサイエンス
等の最新技術を応用し、社会貢献の実現に繋がる基礎研究をこ
の対象とする。

100万円/件 2019/7/1

2019/9/13
専用HP上にて応募

及び郵送提出
（必着）

http://japanfoundation.novartis.or
g/ja/programs/index03.html#appli
cation01

2019/8/9 自然207 公益財団法人　本多記念会
「本多フロンティア賞」
理工学、特に金属材料等の無機、有機、複合材料分野で画期的
な発見又は発明を行った者を褒賞する。

褒賞金
50万円

2019/6/18 2019/9/13
http://hondakinenkai.or.jp/misc/d
ownload.html#hkinen

な発見又は発明を行った者を褒賞する。

2019/8/9 自然208 公益財団法人　本多記念会

「本多記念研究奨励賞」
理工学、特に金属関連で優れた研究成果を挙げた又は発明を
行った、3月末日現在満40歳以下（1979年4月1日以降生まれ）の
研究者を褒賞する。

褒賞金
30万円

2019/6/18
2019/9/13

（必着）
http://hondakinenkai.or.jp/misc/d
ownload.html#hkinen

2019/8/9 自然209 公益財団法人　本多記念会

「本多記念賞」
理工学、特に金属及びその周辺材料に関連する研究を行い、基
礎または応用面において優れた成果を挙げ、科学文化の進展
に卓抜な貢献をした者を褒賞する。

副賞
200万円

2019/6/18 2019/9/13
http://hondakinenkai.or.jp/misc/d
ownload.html#hkinen
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2019/8/9 自然212 公益財団法人　小笠原科学技術振興財団

「一般研究助成事業」
下記テーマに沿う、高分子分野における新素材・加工技術・新機
能に関する研究を支援する。
① 機能性高分子新素材の開発
② 高分子の成形、切削、接着等の加工
③ 高分子成形の金型に関する新技術
④ プラスチックを利用した新機能部品の開発
⑤ 高分子の廃棄及びリサイクル

100万円～500万円/件 2019/7/16
2019/9/17

（必着）
http://ogasawarazaidan.or.jp/gran
t/general/

2019/8/23
人社111
自然214

カナダ大使館

「バンティング博士研究員奨励金」
保健研究、自然科学、工学及び社会・人文学の各分野で、将来
的に高い実績を挙げ、カナダの経済、社会、研究の発展に貢献
しうる研究を支援する。

年間7万カナダドル/年
（2年間）

2019/4/17
2019/9/18 20:00

専用HP上にて応募
（米国東部夏時間）

http://www.canadainternational.g
c.ca/japan-
japon/academic_relations_academ
iques/banting.aspx?lang=jpn

2019/8/23
人社113
自然222

公益財団法人　沖縄協会

「沖縄研究奨励賞」
沖縄の地域振興及び学術振興に資する、沖縄を研究対象とする
50歳以下（2019年7月15日現在、グループ研究はメンバー全員）
の研究者を支援する。

50万円/件 2019/7/15
2019/9/30
（消印有効）

http://www.okinawakyoukai.jp/pu
blics/index/52/

2019/8/23
人社114
自然223

大和日英基金

「奨励助成」
日英間の相互交流促進・支援に繋がる、学術研究調査等のプロ
ジェクトを支援する。

2,000ポンド～
7,000ポンド/件

-
2019/9/30

及び
http://dajf.org.uk/ja/grants-
awards-and-prizes/daiwa-2019/8/23

自然223
大和日英基金

ジェクトを支援する。
新規プロジェクトを歓迎する。

7,000ポンド/件
- 及び

2020/3/31
awards-and-prizes/daiwa-
foundation-small-grants

2019/8/23
人社115
自然224

大和日英基金
「重点助成」
学術、芸術、文化、教育等の分野で、日英の組織・団体による長
期的な視野に立つ提携プロジェクトを支援する。

7,000ポンド～
15,000ポンド/件

-

2019/9/30
及び

2020/3/31
専用HP上にて応募

http://dajf.org.uk/ja/grants-
awards-and-prizes/daiwa-
foundation-awards

2019/8/23
人社116
自然225

公益財団法人　放送文化基金
「助成」
放送技術に関する研究・開発、及び放送に関する人文・社会科
学的な調査・研究を支援する。

500万円
（上限）

2019/9/1
2019/9/30

専用HP上にて申請
http://www.hbf.or.jp/grants/articl
e/guideline_grants

【厚生労働科学研究費補助金(3次)】

2019/8/23 自然213 厚生労働省

国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関する独
創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研
究を行う。
・がん対策推進総合研究事業
・循環器疾患・糖尿病等生活習慣病対策総合研究事業
・難治性疾患政策研究事業（2課題）
・新興・再興感染症及び予防接種政策に対する研究事業（2課
題）
・労働安全衛生総合研究事業（2課題）

研究課題による 2019/8/2
2019/9/2　17：30

e-Rad申請
（要機関承認）

https://www.mhlw.go.jp/stf/newp
age_05961.html

2019/8/23 自然215 公益財団法人　井上科学振興財団

「第36回　井上研究奨励賞」
2016年度～2018年度に理学・工学・医学・薬学・農学等の自然
科学の基礎的研究において、博士論文を提出し博士の学位を取
得した2019年9月20日現在37歳未満の研究者に奨励賞を付与
する。
※博士学位を付与した大学（学長）が推薦書等を提出する。

副賞 50万円 2019/4/1

2019/9/20
専用HPにて応募、

メール提出及び郵送提出
（必着）

http://www.inoue-zaidan.or.jp/f-
02.html
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2019/8/23 自然216 公益財団法人　井上科学振興財団
「第36回　井上学術賞」
自然科学の基礎的研究で特に顕著な業績を挙げた、2019年9月
20日現在50歳未満の研究者を表彰する。

副賞 200万円 2019/4/1
2019/9/20

（必着）
http://www.inoue-zaidan.or.jp/f-
01.html

2019/8/23 自然217 公益財団法人　徳山科学技術振興財団

「研究助成」
新材料（無機、有機、高分子、その他）及びこれに関連する科学
技術分野で、新材料開発の基礎並びに応用を指向する独創的
な研究を行う、45歳未満（2020年3月31日現在）の研究者支援す

200万円
（上限）

2019/8/1
2019/9/20 12:00

郵送提出及びメール提出
（必着）

https://www.tokuyama.co.jp/zaid
an/grant/index.html

な研究を行う、45歳未満（2020年3月31日現在）の研究者支援す
る。

（必着）

2019/8/23 自然218 公益財団法人　内藤記念科学振興財団
「第4回　内藤記念次世代育成支援研究助成金」
健康増進に寄与する自然科学の基礎的研究を行う、申請締切
日時点で博士号取得後10年以内の研究者を支援する。

600万円/件
（200万円×3年間）

-

2019/9/24
専用HPにて応募
及び郵送提出

（必着）

https://www.naito-
f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?dat
a=about

2019/8/23 自然219
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【戦略的国際共同研究プログラム（SICORP）】
「日本－ドイツ　オプティクス・フォトニクス（第2期）　国際産学連
携共同研究」
オプティクス・フォトニクス（光学工学）分野において、日独それぞ
れの企業と大学等の4者で国際的な産学連携の研究チームを組
み、研究開発を実装を図る。

5,400万円/件
（3年間、間接経費含

む）
2019/6/25

2019/9/25 17:00
e-Rad申請

※ドイツ側代表者は
ドイツにて要申請

http://www.jst.go.jp/inter/progra
m/announce/announce_ge_BMBF
2nd.html

2019/8/23 自然220 公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団

「中谷賞（大賞・奨励賞）」
医工計測技術分野で顕著な業績を挙げた研究者を表彰する。
大賞：同分野で優れた業績を挙げ、活発な研究活動を行ってい
る研究者
奨励賞：同分野で独創的な研究を行う、原則として応募締切時
45歳以下の将来有望な研究者

大賞 500万円
奨励賞 250万円

2019/6/1
2019/9/26

メール提出（必着）及び
郵送提出（消印有効）

https://www.nakatani-
foundation.jp/business/nakatani_a
ward/

2019/8/23 自然221 公益財団法人　中谷医工計測技術振興財団

「技術開発研究助成 『長期大型研究』」
医工計測技術分野の先進的・融合的研究により、新技術、新学
術、応用分野の基盤創出と若手研究者育成を図る研究を支援
する。

6,000万円/年
（最長5年間）

2019/6/1
2019/9/26

メール提出（必着）及び
郵送提出（消印有効）

https://www.nakatani-
foundation.jp/business/longterm/

「第36回 一般研究奨励助成」
下記テーマと健康に該当する、総合的に「日々健康」に役立つ研

100万円
2019/9/30

専用HPにて応募、 https://www.s-
2019/8/23 自然226 公益財団法人　総合健康推進財団

下記テーマと健康に該当する、総合的に「日々健康」に役立つ研
究を支援する。
1. 栄養、　2. 老化、　3. 保健対策、　4. 衣食住、
5. 代替医療、　6. 生活環境、　7. 福祉、　8. 産業衛生

100万円
（上限）

2019/8/1
専用HPにて応募、

メール提出
及び郵送（書留）提出

https://www.s-
kenko.org/page/application/11/

2019/8/23 自然227
公益財団法人　加藤記念バイオサイエンス振
興財団

「第31回 加藤記念研究助成」
バイオサイエンス分野（①メディカルサイエンス、②バイオテクノ
ロジー、③環境バイオ）で、2019年9月末日時点で①・②は40歳
以下又は博士号取得後10年以内、③は35歳以下の研究者を支
援する。

①・② 200万円/件
③ 100万円/件

2019/7/1
2019/9/30

専用HP上にて応募
https://www.katokinen.or.jp/appli
cations/3_1ken_zyo.html

2019/8/23 自然228 公益財団法人　御器谷科学技術財団
「研究開発助成」
生産分野及び医療・福祉分野の研究開発を支援する。
女性研究者の応募を歓迎する。

100万円
（上限）

-
2019/9/30
（消印有効）

http://www.mikiya-
zaidan.or.jp/josei/oboyoryo.html
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2019/8/23 自然229 公益財団法人　日本ワックスマン財団
「学術研究助成金」
微生物学・免疫学及び感染症学に関する学術研究を行う、45歳
以下の研究者を支援する。

100万円/件
（基準額）

2019/8/1
2019/9/30
メール提出

https://www.waksman.or.jp/wk_of
fer/p_offering.html

2019/8/23 自然230 公益社団法人　有機合成化学協会

「第32回　研究企画賞」
有機合成化学分野における、応募者本人の発案に基づく萌芽的
研究（研究企画）を公募する。
2019年4月1日現在で満30歳以上40歳未満の同協会普通会員を

50万円/件 -
2019/9/30
（消印有効）

https://www.ssocj.jp/award/proje
ct/

要件とする。

2019/8/23 自然231
公益財団法人　木原記念横浜生命科学振興
財団

「第28回　木原記念財団学術賞」
生命科学分野で、高い基礎研究レベルを持つ独創的研究を行
う、50歳以下（2019年9月30日締切日現在）の研究者を表彰す
る。

賞金　200万円 2019/6/1
2019/9/30
（消印有効）

http://kihara.or.jp/news/news/28
.html

2019/8/23 自然232 公益財団法人　三島海雲記念財団

「第9回　三島海雲学術賞　自然科学部門」
食の科学に関する研究（食品素材、製造･加工･調理、発酵･微
生物利用、栄養･嗜好･生理機能、食の安全、疾病予防等）を行
う、45歳未満（2020年4月1日現在）の研究者を顕彰する。

副賞　200万円 2019/8/1
2019/9/30
（消印有効）

https://www.mishima-
kaiun.or.jp/virtue/

「研究助成（基礎研究）」
下記テーマに該当する電気・エネルギー分野の研究を行う、原

2019/8/23 自然233 公益財団法人　東電記念財団

下記テーマに該当する電気・エネルギー分野の研究を行う、原
則として40 歳程度迄の研究者を支援する。
① 広く将来の産業・生活に関わる技術の向上・革新を目指す基
礎研究
② 電力・エネルギーシステムを中心とした新たな社会システム
の構築を目指す基礎研究

500万円～1000万円/件 -
2019/9/30 24：00

専用HP上にて応募
http://www.tmf-
zaidan.or.jp/application.html

2019/8/23 自然234 公益財団法人　江野科学振興財団

「第31回 研究助成」
ゴムを主体とする高分子化学及び関連分野の基礎研究、応用
研究、開発研究及び化学、物理、機械、電気等の学際的研究を
支援する。
① 一般研究助成
② 田中康之ゴム科学賞：36歳未満（2019年4月1日現在）の研究
者を対象

①200万円/件
又は100万円/件
②200万円/件

2019/7/1
2019/9/30
（消印有効）

http://www.kokoku-
intech.com/social/foundation/bo
syu.html

2019/8/23 自然235 公益財団法人　スズキ財団

「科学技術研究助成」
小型自動車等、国民生活の利便増進に資する機械等の生産・
利用・消費に係る研究を支援する。自動車リサイクルに関連する
研究は②で募集する。
① 若手科学技術研究助成：35歳以下（2019年4月1日時点）の研
究者の個人研究を対象
② 一般科学技術研究助成

① 100万円/件
② 300万円（上限）

2019/6/25
2019/9/30
メール提出

http://www.suzukifound.jp/02pro
gram/program03.html

2019/8/23 自然236
公益財団法人　コニカミノルタ科学技術振興
財団

「コニカミノルタ画像科学奨励賞」
光と画像に関する材料・デバイス、システム・ソフトウェア等に関
する先端的な研究を行う、40歳以下（2019年9月30日現在）の研
究者を支援する。
※奨励賞は個人又はグループ、連携賞は異分野の研究者2名
以上を要件とする。

奨励賞（優秀賞）
100万円/件

奨励賞　50万円/件
連携賞　100万円/件

2019/6/28

2019/9/30
専用HPにて応募
及び郵送提出

（必着）

http://www.konicaminolta.jp/abou
t/csr/contribution/corporation/r
esearch/foundation/prize.html
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2019/8/23 自然237 公益財団法人　人工知能研究振興財団
「第30回 人工知能研究助成」
人工知能及び関連技術分野の高度化に関する調査、研究及び
開発を支援する。

100万円
（上限）

2019/7/1
2019/9/30

（必着）
http://www.airpf.or.jp/josei.html

2019/8/23 自然238 公益財団法人　ライフサイエンス振興財団
「研究助成」
ライフサイエンスに関する研究を行う、原則50歳以下の研究者を
支援する。若手研究者の応募を期待する。

100万円
（基本額）

2019/7/1
2019/9/30

（必着）
http://www.lifesci-
found.com/original5.html

2019/8/23 自然239 一般財団法人　ヘルス・サイエンス・センター

「研究助成」
中小企業事業主及び従業員等の健康管理、医療施設のあり
方、並びに地域・職域における健康管理のあり方に関する調査、
研究、開発を支援する。

100万円
（上限）

2019/5/20
2019/9/30
（消印有効）

http://www.hscsagami.or.jp/zaida
n.html

2019/8/23 自然240 一般財団法人　ホーユー科学財団

「研究助成」
毛髪科学、皮膚科学、薬理学及び染色化学の各分野において、
化粧品・医薬部外品の人体への安全性向上に繋がる先駆的・独
創的な研究を支援する。

50万円/件
（理事会が特に評価した
テーマは100万円/件）

2019/7/1
2019/9/30

メール提出又は郵送提出
（必着）

http://www.hoyu.co.jp/zaidan/su
bsidy/

2019/8/23 自然241 公益財団法人　中冨健康科学振興財団

「研究助成金」
下記テーマに沿う研究を行う、応募開始時点で45歳未満の研究
者を支援する。
1. 健康の維持・増進に関する医学的・薬学的研究

150万円/件
（基準額）

2019/7/1
2019/9/30

専用HP上にて応募
https://www.nakatomi.or.jp/contri
bution/index.html

1. 健康の維持・増進に関する医学的・薬学的研究
2. 運動を主体とする健康増進に関する科学の研究

（基準額） 専用HP上にて応募 bution/index.html

2019/8/23 自然242
公益財団法人　ヤクルト・バイオサイエンス研
究財団

「第29回 一般研究助成」
腸内フローラに関連する萌芽的研究を支援する。
若手研究者・女性研究者の応募を期待する。

100万円/件 2019/7/1
2019/9/30
（消印有効）

http://yakult-
bioscience.or.jp/invite.html

2019/8/23 自然243 公益財団法人　東レ科学振興会
「第51回　東レ理科教育賞」
中学・高校の理科教育における、新発想と工夫考案に基づく教
育事例（教材教具開発・指導方法等）を表彰する。

文部科学大臣賞 100万
円

理科教育賞 70万円
佳作・奨励作 20万円

-
2019/9/30

（必着）

http://www.toray-
sf.or.jp/information/science_edu.h
tml

「研究助成金・研究奨励金」

2019/8/23 自然244 公益財団法人　東京生化学研究会

「研究助成金・研究奨励金」
下記1.～3.のテーマに沿う、薬物治療並びに新医薬品の創製に
関する基礎的・応用的研究を、A～Cの区分で支援する。
1. 創薬ターゲット・シーズ探索のための有機化学の新展開
2. 細胞外マトリックスと細胞接着制御の基礎と応用
3. 代謝と分子修飾に関する研究の新展開
A. 研究助成金：注目すべき成果を挙げつつある研究者を対象
B. 研究奨励金-Ⅰ：応募時40歳未満の研究者を対象
C. 研究奨励金-Ⅱ：1.～3.のテーマにとらわれず、新規に研究室
を立ち上げた原則45歳未満の研究者を対象

A. 400万円/件
B.・Ｃ. 150万円/件

2019/8/1
2019/9/30

専用HP上にて申請
http://www.tokyobrf.or.jp/applica
tion/

2019/8/23 自然245 公益財団法人　前川報恩会

「学術研究助成」
下記テーマに沿う、環境・エネルギー・食料に関する研究を行う、
応募締切時において45歳以下の研究者を支援する。
1. 食料・食品の生産・加工・流通・保存・備蓄
2. 再生可能エネルギー

300万円
（上限）

2019/9/1
2019/9/30 17:00

専用HP上にて申請

https://www.mayekawa.org/grant
/scientific_research/scientific_yo
ukou_2019.html

2. 再生可能エネルギー
3. 環境保全・地球温暖化防止・エネルギーの変換/貯蔵/輸送
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2019/8/23 自然246 公益財団法人　立石科学技術振興財団

「研究助成S」
下記分野における人間と機械の融和の実現を目指す、統合技
術及び試作機の開発・機能検証、及び実証実験等を目指す研究
プロジェクトを支援する。
①生活・健康　②交通・物流　③生産（付加価値創出）　④環境

3,000万円
（上限）

2019/8/1

2019/9/30
専用HP上にて応募（必

着）及び郵送提出（消印有
効）

http://www.tateisi-
f.org/?page_id=3495

2019/8/23 自然247 公益財団法人　矢崎科学技術振興記念財団

「特定研究助成」
下記テーマに合致する、社会的価値を重視し独創的かつ実現可
能性の高い革新的技術に関する研究を支援する。
1. 質の高い高齢者・身障者支援技術の開発

1,000万円/件
（3年間）

2019/8/1

2019/9/30
専用HP上にて応募

及び郵送提出
（必着）

https://www.yazaki-
found.jp/applications/s_research.
html1. 質の高い高齢者・身障者支援技術の開発

2. モビリティ社会の変革実現を支える基盤技術に関する研究
（必着）

html

2019/9/11
人社125
自然249

三井物産株式会社

「三井物産環境基金　研究助成」
地球環境問題の解決と持続可能な社会構築に貢献する、具体
的提言を含む学際的な問題解決型研究を支援する。
下記①～③の研究分類、及び対象4領域（地球環境、資源循
環、生態系・共生社会、人間と社会のつながり）に合致するもの
とする。
① [必須条件] 学際・総合/政策研究：複数分野・包括的な視点
等を有している研究、又はその成果が政策、制度設計等に資す
る研究。
② 国際共同研究：海外研究機関等との国際的な環境問題の解
決に資する共同研究。
③ 未来指向研究：中長期的視野で目指すべき将来性、及びそ
の実現戦略・シナリオ等を提示しうる研究。

申請内容による
（上限の設定なし）

※一般管理費は直接経
費の10%を上限

2019/8/6
2019/9/24 24:00

メール提出

https://www.mitsui.com/jp/ja/su
stainability/contribution/environ
ment/fund/application/1229278_7
661.html

の実現戦略・シナリオ等を提示しうる研究。

2019/9/11
人社126
自然250

公益財団法人　関西・大阪21世紀協会

「日本万国博覧会記念基金　助成事業」
国際相互理解の促進に資する下記の活動を、①重点助成事業
又は②一般助成事業として支援する。
・国際文化交流、親善に寄与する活動
・教育・学術・学術に関する国際的な活動

① 50万円～1,000万円
/件

② 50万円～300万円/
件

※かつ、総事業経費の
3/4迄を上限とする

2019/9/2
2019/9/30

書留にて提出
（消印有効）

http://www.osaka21.or.jp/jecfund
/information/

2019/9/11
人社127
自然251

公益財団法人　トヨタ財団

「国内助成プログラム　A. しらべる助成」
持続可能なコミュニティの創造に資する、地域や人々を取り巻く
環境や生じている課題を明らかにし、具体の方策に繋げる調査
活動を支援する40代迄のメンバー1名を含むチームを対象とす
る。

100万円 （上限） 2019/8/19
2019/9/30 15：00

専用HP上にて応募
https://www.toyotafound.or.jp/co
mmunity/2019/

「第35回 電気通信普及財団賞」

2019/9/11
人社128
自然252

公益財団法人　電気通信普及財団

「第35回 電気通信普及財団賞」
情報通信の普及、振興、発展に貢献する研究論文・著作等を表
彰する。
・テレコム社会科学賞：人文・社会科学的観点での研究
・テレコムシステム技術賞：技術的・工学的観点での研究

入賞　50万円
奨励賞　30万円

-
2019/9/30

専用HP上にて応募
及び郵送提出

https://www.taf.or.jp/award/2019
-35th-application.html

2019/9/11
人社130
自然256

独立行政法人　日本学術振興会

【研究拠点形成事業】
諸外国の研究教育拠点機関との協力関係の確立により、当該
分野における世界的水準又は当該地域の中核的な研究交流拠
点の構築、及び若手研究者の育成を図る。
A　先端拠点形成型
先端的かつ国際的に重要な研究課題を対象とする
B　アジア・アフリカ学術基盤形成型
アジア・アフリカ地域に特有、又は同地域で特に重要と認められ
る研究課題、かつ我が国が重点的に研究することが有意義と認
められる課題を対象とする

A
1,800万円/年度

B
800万円/年

（ともに上限）

2019/9/4
2019/10/1 17:00

専用HP上にて応募
(厳守)

https://www.jsps.go.jp/j-
c2c/boshuu_shinsei.html

められる課題を対象とする



HP掲載日
分野別

通し番号
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2019/9/11
人社131
自然257

公益財団法人　ダイオーズ記念財団

「助成金」
快適な職場環境の提供（労働環境、労働関連法規、人事制度・
人材育成、室内環境、及びオフィス空間デザイン等）に関する調
査研究を支援する。

100万円
（上限）

2019/7/1
2019/10/4
（消印有効）

http://www.daiohs-zaidan.or.jp/

2019/9/11
人社132

公益財団法人　日本科学協会

「笹川科学研究助成」
新規性、独創性又は萌芽性を持つ研究を支援する。海に関係す
る研究を重点テーマとする。
① 学術研究部門：他からの助成を受け難い研究を行う2020年4
月1日現在35歳以下の非常勤又は任期付雇用の研究者を支援

①　100万円
②　50万円 2019/9/17

2019/10/16
23：59

https://www.jss.or.jp/ikusei/sasa
2019/9/11

人社132
自然266

公益財団法人　日本科学協会 月1日現在35歳以下の非常勤又は任期付雇用の研究者を支援
する。
② 実践研究部門：教員・ＮＰＯ職員等が行う（社会的）問題解決
型研究、又は学芸員・司書等が行う生涯学習施設の活性化に資
する調査研究を支援する。

②　50万円
（ともに上限）

2019/9/17 23：59
専用HP上にて応募

https://www.jss.or.jp/ikusei/sasa
kawa/

2019/9/11 自然248
国立研究開発法人　量子科学技術研究開発
機構

【戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）　光・量子を活用し
たSociety5.0実現化技術】
「光電子情報処理　次世代アクセラレータ基盤に係る研究開発」
イジング型コンピュータ、NISQコンピュータ、誤り耐性量子コン
ピュータ等を、Society 5.0に資するアプリケーション分野におい
て、アプリケーションプログラム開発者が活用可能とするシステ
ムプラットフォームを構築し、またこれらの計算資源を最適活用
することで、Society 5.0実現のためのボトルネック解消を図る。

2.5億円/初年度
※2年度目以降は

5億円/年
（上限）

2019/8/19
2019/9/18 12:00

e-Rad申請
（厳守）

https://www.qst.go.jp/site/collab
oration/1098.html

2019/9/11 自然253 一般財団法人　フソウ技術開発振興基金
「研究助成」
水事業、環境・エネルギー分野の研究並びに活動を支援する。

100万円
（上限）

2019/8/1
2019/9/30

郵送提出及びメール提出
（必着）

http://www.fuso-inc.co.jp/fund/

2019/9/11 自然254 AGC株式会社

「AGCリサーチコラボレーション制度 (公募型産学共同研究) 」
同社の技術ニーズ又はシーズに関連した研究テーマ（材料、表
面、ライフサイエンス、商品・応用技術、これら以外の技術）につ
いて、公募審査方式を通じて共同研究を実施する。
※1年目の結果を元に2年目以降の実施を判断する。

200万円/1年目
※2～4年目は
2,000万円/年

（上限、直接経費のみ）

-
2019/9/30

専用HP上にて応募
https://www.agc.com/innovation
/collaboration/

2019/9/11 自然255 公益財団法人　薬学研究奨励財団
「第40回　研究助成　グループA」
物理系、化学系、生物系、医療系の各分野及びこれらの複合分 80万円（上限） 2019/8/1 2019/9/30

http://www.yakusho.org/downloa
2019/9/11 自然255 公益財団法人　薬学研究奨励財団 物理系、化学系、生物系、医療系の各分野及びこれらの複合分

野の基礎的研究を支援する。
80万円（上限） 2019/8/1 2019/9/30

d/

2019/9/11 自然258 公益財団法人　東レ科学振興会

「第60回 東レ科学技術研究助成」
萌芽的研究を行う、原則として推薦時45歳以下の研究者を支援
する。
※同会指定の学協会が推薦（応募）する形式とする

3,000万円程度/件 -
2019/10/10

（必着）
※学協会推薦締切日

http://www.toray-
sf.or.jp/information/grant.html

2019/9/11 自然259 公益財団法人　東レ科学振興会

「第60回 東レ科学技術賞」
業績が顕著、重要な発明・発見及び技術進歩に貢献した研究者
に同賞を授与する。
※同会指定の学協会が推薦（応募）する形式とする

賞金 500万円 -
2019/10/10

（必着）
※学協会推薦締切日

http://www.toray-
sf.or.jp/information/science_tech.
html
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2019/9/11 自然260 公益財団法人　ブレインサイエンス振興財団

「第34回　塚原仲晃記念賞」
生命科学の分野において優れた独創的研究を行っている、当該
年度において50歳以下（2019年4月2日から2020年3月31日まで
において51歳になった者を含む）の研究者を褒賞する。

褒賞金 100万円 - 2019/10/11
http://www.bs-
f.jp/tsukahara.html

2019/9/11 自然261 公益財団法人　ブレインサイエンス振興財団
「第34回 研究助成」
脳科学の広い分野における研究を支援する。特に、脳のメカニ

80万円～100万円
- 2019/10/11

http://www.bs-
2019/9/11 自然261 公益財団法人　ブレインサイエンス振興財団 脳科学の広い分野における研究を支援する。特に、脳のメカニ

ズムを解明する研究に重点を置く。

80万円～100万円
/件

- 2019/10/11
http://www.bs-
f.jp/kenjo.html#yoryo

2019/9/11 自然262 公益財団法人　科学技術融合振興財団

「助成金」
以下課題に関する調査研究を支援する。
１．調査研究助成
A. シミュレーション＆ゲーミングに関する調査研究
B. ①シミュレーション＆ゲーミングによる学習用ソフトウェアの試
作
    ②社会に役立つシリアスゲームの調査研究
２．補助金
Ｃ. シミュレーション＆ゲーミングの先進的独創的な手法の研究
　若手研究者（助手等）を対象とする。

A・B　30～150万円/件

C　15～30万円/件
-

2019/10/15
（消印有効）

http://www.fost.or.jp/guidelines.h
tml

2019/9/11 自然263 公益財団法人　中山隼雄科学技術文化財団

「調査研究」
社会的課題の解決に繋がりうる新しいゲーム創生に資する、下
記課題いずれかに関する研究開発の企画提案を募集する。
　①プログラミング的思考力育成ゲーム
　②生活のゲームデザイン

700万円/件
（上限）

2019/7/15
2019/10/15

専用HP上にて応募

http://www.nakayama-
zaidan.or.jp/activity-
sp_research01.html

2019/9/11 自然264 公益財団法人　中山隼雄科学技術文化財団

「助成研究」
下記分野に関する、人間と遊びの視点に立った研究を支援す
る。
助成研究A　ゲームの分野の研究
　① 重点研究：サステナビリティに繋がるゲーム
　② 基礎的・基盤的研究
助成研究B　人間と遊びに関する研究

Ａ　500万円
B　100万円

（上限）
2019/7/15

2019/10/15
専用HP上にて応募

http://www.nakayama-
zaidan.or.jp/activity-grant01.html

「企業冠賞」
有機合成化学分野で、下記各賞に該当する業績を挙げた40～

2019/9/11 自然265 公益社団法人　有機合成化学協会

有機合成化学分野で、下記各賞に該当する業績を挙げた40～
55才研究者を表彰する。
・カネカ・生命科学賞：有機合成化学に基礎をおき、生命科学に
関連した技術、産業の発展に寄与する研究業績を挙げた研究者
を対象
・シオノギ・低分子創薬化学賞：有機合成化学に基礎をおき、低
分子創薬の発展に寄与する研究業績を挙げた研究者を対象
・東ソー・環境エネルギー賞：有機合成化学に基礎をおき、環境・
エネルギー分野に寄与する研究業績（反応開発、材料開発等）
を挙げた研究者を対象
・日産化学・有機合成新反応／手法賞：有機合成化学に基礎を
おき、新反応・新手法に関連し技術、産業に寄与する研究業績
を挙げた研究者を対象
・富士フイルム・機能性材料化学賞：材料科学に基礎をおき、技
術、産業に寄与する研究業績を挙げた研究者を対象

賞金　100万円 -
2019/10/15
（消印有効）

https://www.ssocj.jp/award/com
pany-prize/
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2019/9/11 自然267 公益財団法人　風戸研究奨励会

「風戸賞」
電子顕微鏡並びに関連装置の研究・開発、及び電子顕微鏡並
びに関連装置を用いた研究（医学、生物学、物理学、化学、材料
学、ナノテク、その他）において優れた業績を挙げた、満45歳以
下（応募締切日現在）の研究者を表彰する。

副賞　100万円 -
2019/10/18

書留にて提出及び
メール提出（必着）

http://www.kazato.org/applicatio
n/kazato_prize.html

2019/9/11 自然268 公益財団法人　市村清新技術財団

「第2回　地球環境研究助成」
地球温暖化対策に関するブレークスルー技術の獲得、環境をめ
ぐる社会科学分野との相乗効果を狙う、技術革新を起こしうる研

500万円
（上限）

2019/10/1
2019/10/20

専用HP上にて応募

http://www.sgkz.or.jp/download/r
esearch_environment/download.ht
ml?sscl=ZD_dl_icon_research_envir

2019/9/11 自然268 公益財団法人　市村清新技術財団
ぐる社会科学分野との相乗効果を狙う、技術革新を起こしうる研
究・技術開発を支援する。

（上限）
2019/10/1 専用HP上にて応募

及び郵送提出（消印有効）
ml?sscl=ZD_dl_icon_research_envir
onment

2019/9/11 自然269 公益財団法人　市村清新技術財団

「第52回市村賞　市村地球環境学術賞」
地球温暖化対策に関する学術分野の進展に貢献した研究者を
表彰する。特に顕著な研究業績には特別賞を贈呈する場合もあ
る。

功績賞 500万円
貢献賞 300万円

※特別賞 2,000万円
2019/10/1

2019/10/20
専用HP上にて応募

及び郵送提出（消印有効）

http://www.sgkz.or.jp/download/
science_environment/download.ht
ml?sscl=ZD_dl_icon_science_enviro
nment

2019/9/11 自然270 公益財団法人　市村清新技術財団
「第52回市村賞　市村学術賞」
理工学分野で、産業上貢献し、世界的高水準及び学術的に先導
し波及効果が期待できうる研究を表彰する。

本賞 2,000万円
功績賞 500万円
貢献賞 300万円

2019/10/1
2019/10/20

専用HP上にて応募
及び郵送提出（消印有効）

http://www.sgkz.or.jp/download/
science/download.html?sscl=ZD_d
l_icon_science

2019/9/11 自然271
公益財団法人　飯島藤十郎記念食品科学振
興財団

「学術研究助成」
米麦その他の主要食糧等を原料とする食品の生産・加工・流通
並びに食品科学に関する研究を支援する。

個人研究
100万円～250万円/件

共同研究
200万円～500万円/件

2019/9/2
2019/10/21

（必着）

http://iijima-
kinenzaidan.or.jp/collection/colle
ction.html

2019/9/11 自然272
公益財団法人　高エネルギー加速器科学研
究奨励会

「奨励賞候補者募集」
加速器並びに加速器利用に関る研究において、優れた業績を収
めた研究者に下記の奨励賞を授与する。
西川賞：加速器並びに加速器利用に関る実験装置の研究に関
する業績を挙げた、原則として50才以下（応募締切時）の研究者
小柴賞：素粒子研究のための粒子検出装置の開発研究に関す
る業績を挙げた、原則として50才以下（応募締切時）の研究者
諏訪賞：加速器科学の発展上、長期にわたる貢献等の特に顕著

賞金　30万円 2019/6/1 2019/10/25
http://www.heas.jp/award/bosyu
youryou.html

諏訪賞：加速器科学の発展上、長期にわたる貢献等の特に顕著
な業績があった研究者

2019/9/24
人社136
自然276

公益財団法人　セコム科学技術振興財団

「挑戦的研究助成　セコムチャレンジ2019」
安全安心な社会の実現に貢献しうる下記テーマに沿う研究を行
う、39歳以下（2020年4月1日時点）の研究者を支援する。
・情報技術と社会（サイバーフィジカルシステム、セキュリティ、人
工知能）
・階層性を超えた生命基本原理：統合的アプローチ
・最先端科学の ELSI（社会・倫理・法的側面）

300万円/年
（上限）

2019/9/17
2019/10/18

（必着）
https://www.secomzaidan.jp/chal
lenge.html

2019/9/24
人社137
自然277

公益財団法人　平和中島財団

「アジア地域重点学術研究助成」
日本及びアジア地域の大学・研究機関等の研究者からなる、ア
ジア地域（中近東・シベリア含む、対象分野は限定しない）に関
する共同研究を支援する。

150万円
（上限）

2019/9/1
2019/10/31
（消印有効）

http://www.hnf.jp/josei/



HP掲載日
分野別

通し番号
募集機関名 事業名 金額 受付開始日 公募締切 応募先URL

2019/9/24
人社138
自然278

公益財団法人　平和中島財団

「国際学術共同研究助成」
国際的に優れた研究（対象分野は限定しない）を国際共同研究
として推進するものを支援する。日本及び海外の研究者からな
る共同研究グループでの研究実施を要件とする。

500万円
（上限）

2019/9/1
2019/10/31
（消印有効）

http://www.hnf.jp/josei/

「研究助成」
健康で豊かな食生活の向上に資する、食料及び食生活に関す
る調査研究を支援する。

2019/9/24
人社139
自然279

公益財団法人　食生活研究会
る調査研究を支援する。
・自然科学系：穀物科学、食品加工、食品安全、食品機能、栄養
学、その他の生命科学等に関する研究
・人文科学系：食料・農業政策、法制度、市場動向・消費動向、
消費者とのコミュニケーション等に関する研究

原則として100万円/件 －
2019/10/31

専用HP上にて応募
http://www.z-
ssk.org/about/guideline.html

2019/9/24
人社140
自然280

公益財団法人　園芸振興松島財団
「第46回研究助成」
青果物の生産、流通及び消費に関する研究活動で、近い将来、
その成果が利用されうるものを支援する。

70万円
（上限）

－
2019/10/31

（必着）
http://www.matsushima-
foundation.or.jp/josei/josei.html

「第21回　研究開発助成」
住宅・社会資本整備に係わる下記課題に該当する研究開発を
支援する。
１．応用研究課題

2019/9/24
人社141
自然281

一般財団法人　国土技術研究センター

１．応用研究課題
　① 安全に安心して暮らせる国土の実現
　② 人・もの・情報が効率的に通いあえる国土の実現
　③ 心豊かに暮らせる快適で美しい国土の実現
２．重点研究課題
　④ 水災害リスクと防災・減災
　⑤ 河川堤防等の信頼性評価
　⑥ 社会潮流の変化に対応した幹線道路ネットワークのあり方
　⑦ 人中心や賑わい創出等を目的とした道路空間再構築
　⑧ 人口減少社会における持続可能な都市の構築
　⑨ 今後のあるべき建設生産システム
　⑩ 社会資本の戦略的な維持管理

200万円/年
（上限）

2019/8/1
2019/10/31

メール提出又は郵送提出
（必着）

http://www.jice.or.jp/review/assi
stances

2019/9/24
人社142

公益財団法人　大林財団

「研究助成」
都市に関する下記分野に関する独創的な研究を支援する。
1. 都市計画、都市景観　2. 都市環境工学

150万円
2019/10/1

2019/10/31 24:00 https://www.obayashifoundation.
2019/9/24

自然282
公益財団法人　大林財団 1. 都市計画、都市景観　2. 都市環境工学

3. 都市交通システム、エネルギー計画　4. 建築技術
5. 都市建築史、都市と文化　6. 都市政策、都市経済

（上限）
2019/10/1

専用HP上にて応募 org/urbanstudies/research/

2019/9/24
人社143
自然283

公益財団法人　ヤマハ発動機スポーツ振興
財団

「スポーツチャレンジ助成（第14期生）　研究分野」
スポーツの普及・振興や競技水準向上に資する研究を行う、応
募時満40歳未満かつ助成金・補助金を受けていない教授職以
外の研究者を支援する。

120万円
（上限）

2019/9/1
2019/10/31 12:00
専用HP上にて応募

http://www.ymfs.jp/project/assis
t/13th/study/

2019/9/24
人社144
自然284

公益財団法人　ヤマハ発動機スポーツ振興
財団

「第12回　スポーツチャレンジ賞（功労賞・奨励賞）」
競技、指導、研究、普及、ジャーナリズム等、スポーツにおける
功績を上げた者を表彰する。
・功労賞：スポーツ振興への貢献、先駆者として実績をあげた者
・奨励賞：その年、極めて高い成果をあげた者

賞金 100万円 2019/9/13
2019/10/31

推薦状をFAX提出

https://www.ymfs.jp/project/cult
ure/prize/about/
※推薦状の書面は研究支援セン
ター迄お申し出ください。



HP掲載日
分野別

通し番号
募集機関名 事業名 金額 受付開始日 公募締切 応募先URL

2019/9/24
人社145
自然285

公益財団法人　鹿島学術振興財団

「研究助成」
工学を含む自然科学、人文・社会科学、学際融合的な下記の分
野・領域等における、国民生活向上に寄与しうる研究を支援す
る。人文・社会分野は本学学長の、自然科学分野は指定学会の
それぞれ推薦による応募とする。
① 都市・居住環境の向上、　② 国土・資源の有効利用、

300万円
（上限）

2019/7/1
2019/10/31

※推薦者による提出期限
http://www.kajima-f.or.jp/grant-
projects/research-grant/

① 都市・居住環境の向上、　② 国土・資源の有効利用、
③ 防災・危機管理の推進、　④ 文化・自然環境の保全、
※①～④に関連する社会システム等を含む

2019/9/24
人社146
自然286

公益財団法人　鹿島学術振興財団

「国際共同研究援助」
工学を含む自然科学、人文・社会科学、学際融合的な下記の領
域における、独創的、先駆的な国際共同研究を支援する。
① 都市・居住環境の向上、　② 国土・資源の有効利用、
③ 防災・危機管理の推進、　④ 文化・自然環境の保全、
※①～④に関連する社会システム、情報技術等先端技術の活
用に関するものを含む

1,000万円
（上限）

2019/7/1
2019/11/15

（必着）
http://www.kajima-f.or.jp/grant-
projects/research-assistance/

2019/9/24 自然273
一般財団法人　ポリウレタン国際技術振興財
団

「第5回　研究助成」
ポリウレタンを主体とする高分子化学及び関連分野の基礎研
究、応用研究及び開発研究並びに化学、物理、機械、電気等の

100万円/件 - 2019/9/30
http://www.pu-
zaidan.jp/guide.html

2019/9/24 自然273
団 究、応用研究及び開発研究並びに化学、物理、機械、電気等の

学際的研究を支援する。

100万円/件 - 2019/9/30
zaidan.jp/guide.html

2019/9/24 自然274
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【戦略的創造研究推進事業　AIPネットワークラボ】
「日独仏AI研究」
ドイツ研究振興協会（DFG）及びフランス国立研究機構（ANR）と
協力に基づく、日独仏3カ国の研究者による人工知能分野に関
する国際共同研究の提案を募集する。

3億円/件
（直接経費のみ、上限）
※JSTによる日本側研

究者への配分額

2019/7/30

2019/10/25 17：00
e-Rad申請

※独仏の研究者は、それ
ぞれ自国にて申請書提出

https://www.jst.go.jp/kisoken/aip
/call/index.html

2019/9/24 自然275 一般財団法人　熱・電気エネルギー技術財団

「第27回 研究助成」
新水素エネルギー（常温核融合、凝集系核科学及び派生技
術）、熱電変換素子、熱エネルギー貯蔵、及び熱・電気エネル
ギーシステムに関する技術研究を、以下の2枠で支援する。
① 通常募集
② 特別募集

① 100万円/件
② 300万円/件

2019/8/26
2019/10/28

メール提出又は
郵送提出（必着）

http://teet.or.jp/08_4.html

② 特別募集

2019/9/24 自然287 公益財団法人　花王芸術・科学財団
「花王科学奨励賞」
表面の科学に関する化学・物理学分野及び医学・生物学分野に
おける、2020年4月1日現在35歳以下の研究者を支援する。

200万円/件 2019/7/1
2019/10/31

専用HP上にて応募

http://www.kao-
foundation.or.jp/assist/science/r
esearch.html

2019/9/24 自然288 公益財団法人　花王芸術・科学財団

「花王科学賞」
表面の科学に関する化学・物理学分野及び医学・生物学分野に
おける、独自の成果を挙げた2020年4月1日現在45歳以下の研
究者を表彰する。
※要所属機関の責任者（学部長等）の推薦

副賞 300万円 2019/7/1
2019/10/31

専用HP上にて応募

http://www.kao-
foundation.or.jp/award/science/r
esearch.html
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2019/9/24 自然289 公益財団法人　八洲環境技術財団

「研究開発･調査助成」
環境技術分野の基礎技術に関する下記課題について、2～3年
以内に研究の成果が期待されるものを支援する。
1. 再生可能エネルギー源等に関連する技術開発
2. クリーン燃料
3. エネルギーの転換、輸送、貯蔵、利用の高効率化、合理化お
よびそれらのシステム
4. エネルギー材料、デバイス
5. 環境保全、地球温暖化防止、エネルギー利用上の技術

　原則100万円/件
2019/8/1

2019/10/31
（消印有効）

https://www.yashimadenki.co.jp/z
aidan/enterprise_activity.php

5. 環境保全、地球温暖化防止、エネルギー利用上の技術
6. 環境技術マネジメントの基礎研究

2019/9/24 自然290 公益財団法人　新井科学技術振興財団

「研究助成」
金属、非金属及びエネルギーに関わる地下資源等の開発とその
有効利用に関する調査又は技術の下記課題に沿う研究を、以
下の2枠で支援する。
・石油・可燃性天然ガスなどエネルギーに関する資源
・金属・非金属のうち、特にその重要性が認められる資源
・上記以外の資源（上記資源を原初とする二次資源を含む）
① 一般：原則として40歳以下の研究者とする
② 特別： （年齢制限は設けない）

① 100万円程度/件

② 250万円程度/件
2019/8/1 2019/10/31

http://www.arai-
f.or.jp/index3.html

2019/9/24 自然291 公益財団法人　近藤記念財団
「炭素材料に関する研究助成」
炭素材料に関する基礎研究、応用研究及び周辺技術に関する

150万円
2019/9/1

2019/10/31
メール提出及び郵送提出

http://www.kondo-
2019/9/24 自然291 公益財団法人　近藤記念財団 炭素材料に関する基礎研究、応用研究及び周辺技術に関する

研究を行う、応募時点で40歳未満の研究者を支援する。
（上限）

2019/9/1 メール提出及び郵送提出
（必着）

zaidan.or.jp/research/application

2019/9/24 自然292
一般財団法人　テレコム先端技術研究支援セ
ンター

「ＳＣＡＴ研究費助成」
先端的な情報通信技術分野の独創的な研究を支援する。

250万円/3年又は
200万円/2年
（ともに上限）

2019/9/2
2019/10/31

簡易書留での郵送提出及
びメール提出（消印有効）

http://www.scat.or.jp/josei/bosh
u.html

2019/9/24 自然293 公益財団法人　油空圧機器技術振興財団

「研究助成金」
油圧・空気圧機器及び関連する周辺機器から構成される駆動シ
ステム等の開発、生産・利用に関する調査・研究を行う、2020年
3月末現在で満42歳以下の研究者を支援する。

100万円/件 2019/9/1
2019/10/31
（消印有効）

http://zaidan.taiyo-
ltd.co.jp/zaidan-main.html

「野口遵研究助成金」
下記課題に関する研究を行う、39歳以下（1979年11月1日以降

2019/9/24 自然294 公益財団法人　野口研究所

下記課題に関する研究を行う、39歳以下（1979年11月1日以降
に出生）の研究者を支援する。
・ライフサイエンスの進展に寄与する研究
・エネルギー・資源・環境の革新に寄与する新プロセスや新材料
に関する研究
・新しい電子材料やデバイスに関する研究

原則 220万円/件 2019/9/1
2019/10/31 23：59
専用HP上にて応募

http://www.noguchi.or.jp/subsidy.
php?00001

2019/9/24 自然295 公益社団法人　日本農芸化学会
「第47回　研究奨励金」
農芸化学諸分野における意欲的な研究を支援する。

50万円
（上限）

-
2019/10/31

専用HP上にて応募
http://www.jsbba.or.jp/info/grant
/info_grant_46syorei.html

2019/9/24 自然296 公益財団法人　宇宙科学振興会
「宇宙科学奨励賞」
宇宙科学分野で優れた研究業績を挙げ、宇宙科学の発展に寄
与した37歳以下（2019年4月1日現在）の研究者を顕彰する。

賞金 30万円 -
2019/10/31

メール提出又は郵送提出
（必着）

http://www.spss.or.jp/support/a
ward.html
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2019/9/24 自然297 一般財団法人　丸文財団

「研究業績表彰」
エレクトロニクス（集積、光、エネルギー・環境、バイオ・医用）及
び関連するデバイス・材料・システム等の分野において、科学・
産業技術分野に貢献する発明、発見及び技術上の問題解決を
なした、2020年3月31日現在で原則40歳以下の研究者を表彰す
る。

学術賞　300万円
研究奨励賞　200万円

2019/7/1
2019/10/31

（必着）
http://www.marubun-
zaidan.jp/hyou.shtml

「交流研究助成」
エレクトロニクス（集積、光、エネルギー・環境、バイオ・医用）及
び関連するデバイス・材料・システム等の分野において、2020年
3月31日現在で35歳以下で、来日中の海外研究者又は海外に

150万円　（上限）

海外研究特別奨励
2019/10/31 http://www.marubun-

2019/9/24 自然298 一般財団法人　丸文財団
3月31日現在で35歳以下で、来日中の海外研究者又は海外に
派遣される国内研究者の交流研究費や共同研究等を支援す
る。
対象：2020年4月1日～2021年3月31日迄の間で3ヶ月以上で国
内受入又は海外派遣するもの

海外研究特別奨励
300万円（上限）

（30歳以下で海外派遣
で上乗せ承認された場

合)

2019/7/1
2019/10/31

（必着）
http://www.marubun-
zaidan.jp/kenky.shtml

2019/9/24 自然299 公益財団法人　立石科学技術振興財団
「研究助成　（Ａ） （Ｂ）」
エレクトロニクス及び情報工学の分野で、人間と機械との調和促
進に資する研究を支援する。

（Ａ） 250万円/原則1年
（Ｂ） 500万円/2年

（直接経費のみ、上限）
2019/9/1

2019/10/31
（消印有効）

http://www.tateisi-
f.org/?page_id=201

2019/10/8
人社155
自然302

公益財団法人　国際科学技術財団

「日本国際賞平成記念研究助成」
社会的課題の解決に資する知識統合・連携型研究を支援する。
45歳程度までの人材発掘を考えている。応募者自らが考える”
目指したい世界とその実現に向けた課題”の提示を求める。

500万円～1,000万円/
件

2019/9/1
2019/10/31
メール提出

https://www.japanprize.jp/subsid
y_yoko.html

「研究助成」

2019/10/8
人社158
自然309

一般財団法人　第一生命財団

「研究助成」
わが国の住宅、都市、土地に関し、経済、社会、法律、歴史、制
度、計画およびこれらの複合的視点から、住生活の改善向上を
図る研究を支援する。
①一般研究
②奨励研究　（申請時で40歳未満の研究者対象）

 ① 150万円
 ② 80万円

（ともに上限）
-

2019/11/15
（消印有効）

http://group.dai-ichi-life.co.jp/d-
housing/boshu.html

2019/10/8
人社159
自然312

公益財団法人　I-O　DATA財団

「研究開発助成」
情報通信技術を活用した新事業・新用途の創出、又は音楽・映
像コンテンツの保護・活用に繋がる、下記テーマに沿う早期に社
会実装の可能性が高い研究開発を支援する。40歳以下の研究
開発を優先する。
(A)  IT による社会的課題解決 ・文化貢献
(B)  IT によるビジネスモデル実現
(C)  IT 教育・普及

(A)  (B) 　300万円
(C) 　150万円

（いずれも上限）
2019/9/20

2019/11/18 17:00
専用HP上にて応募

https://iodata-
foundation.or.jp/development.html

2019/10/8 自然300 内閣府　食品安全委員会

【食品健康影響評価技術研究】
食品健康影響評価（リスク評価）の的確化に資する、評価方法の
開発・改良を図る下記課題に関する研究を委託する。
１ 危害要因・ばく露実態の評価に必要な科学的知見の集積
・加工食品摂取量推計等を通じたばく露量推定の精緻化
・食品中の微量化学物質・汚染物質のばく露と健康影響
・薬剤耐性菌の特性解析
２ 健康影響発現メカニズムの解明
・食品中の微量化学物質・汚染物質の健康影響発現メカニズム
・食品中の化学物質のリスク評価の精緻化
３ 新たなリスク評価方法等の確立
・ベイズ統計学に基づく統計手法の導入
・細菌性食中毒の原因細菌の定量的リスク評価
４ その他（研究者からの提案に基づく研究）

・in vivo、in vitroの実験
を

伴う研究（wet）
1,500万円/年

・上記以外の研究（dry）
750万円/年

（ともに上限、間接経費
を含む）

2019/9/19
2018/10/18 17：00

e-rad申請
（厳守）

http://www.fsc.go.jp/chousa/ken
kyu/kenkyu_koubo/kenkyu_r2_kou
boyouryou.html
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2019/10/8 自然301
国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【国際科学技術共同研究推進事業】
「地球規模課題対応国際科学技術協力プログラム（SATREPS）」
開発途上国のニーズを基に、地球規模課題を対象とし、社会実
装の構想を有する下記課題に関する国際共同研究を、政府開
発援助（ODA）と連携して推進する。
① 「地球規模の環境課題の解決」
② 「低炭素社会の実現とエネルギーの高効率利用」
③ 「生物資源の持続可能な生産と利用」

1億円/年
（間接経費含む）

2019/9/10

・ODA要請書提出
2019/10/28

（外務省必着）

・研究提案書提出

https://www.jst.go.jp/global/koub
o.html

③ 「生物資源の持続可能な生産と利用」
④ 「持続可能な社会を支える防災・減災」
※相手国研究機関が相手国のODA担当省庁を通じて、技術協
力プロジェクト要請（ODA要請書）を日本大使館経由で外務省に
提出することが必要。

・研究提案書提出
2019/11/11　12：00

e-Rad申請

2019/10/8 自然303 公益財団法人　セコム科学技術振興財団

「特定領域研究助成」
ELSI（Ethical, Legal and Social Issue、最先端科学技術の倫理
的・法的・社会的側面）分野の研究を行う、59歳以下（2020年1月
1日時点）の研究者を支援する。

900万円/件
（300万円/年×3年

、上限）
2019/10/1 2019/10/31（必着）

https://www.secomzaidan.jp/toku
tei.html

2019/10/8 自然304 一般財団法人　内藤泰春科学技術振興財団
「調査・研究開発助成」
地域産業又は中小企業の発展に寄与する、中小企業とで連携し
て研究開発を行う研究者を支援する。

200万円
（上限）

－
2019/11/1
（消印有効）

http://www.naito-
zaidan.or.jp/boshu/Jyosei/Kenky
u/kenkyuouboyoukou.html

2019/10/8 自然305 　独立行政法人　環境再生保全機構

【環境研究総合推進費】
環境研究・環境技術開発の推進戦略で示された5領域（統合領
域、気候変動領域、資源循環領域、自然共生領域、安全確保領
域）及び対応する重点課題に関する研究を、下記の区分で委託
する。
① 環境問題対応型研究
② 革新型研究開発 若手枠
③ 戦略的研究開発（Ⅰ）
④ 戦略的研究開発（Ⅱ）
⑤ 課題調査型研究
⑥ 次世代事業（補助金、補助率1/2）

① 4,000万円/年
② 600万円/年
③ 3億円/年
④ 1億円/年

⑤ 1,300万円/年
⑥ 2億円/年

（いずれも上限、間接経
費含む）

2019/9/27
2019/11/1 17：00

e-Rad申請
https://www.erca.go.jp/suishinhi/
koubo/r02_koubo_1.html

「研究助成」
有機化学（材料化学を含む）、生化学、及び関連分野の基礎及
び応用研究を支援する。

2019/11/1
専用HP上にて応募

2019/10/8 自然306 公益財団法人　長瀬科学技術振興財団

び応用研究を支援する。
・有機化学対象分野
　有機合成、高分子・超分子、有機機能性材料、
　生体関連機能物質、グリーンケミストリー
・生化学対象分野
　微生物、酵素、細胞応答、バイオテクノロジー

250万円/件 2019/9/1

専用HP上にて応募
（厳守）

※所属機関長の承諾書は
別途郵送提出

（2019/11/30迄）

http://www.nagase-f.or.jp/grant-
2/

2019/10/8 自然307
公益財団法人　NSKメカトロニクス技術高度化
財団

「メカトロニクス技術高度化　研究助成」
メカトロニクス技術の発展に貢献する、下記テーマに沿う基礎又
は応用研究を支援する。
①トライボロジー　②センサー　③アクチュエーター、
④軸受、直線運動機構　⑤運動及び動力伝達機構とその要素
⑥機械の精密運動制御　⑦ロボット機構と制御
⑧メカトロニクス技術の産業応用

200万円
（上限）

-
2019/11/5

メール提出及び郵送提出
（必着）

http://www.nskfam.or.jp/applicati
on/develop.html
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2019/10/8 自然308
公益財団法人　石本記念デサントスポーツ科
学振興財団

「第42回　学術研究」
スポーツ関連科学に関する、下記指定テーマ（課題学術研究）に
沿う学術研究を支援する。
・暑熱環境下における快適性を実現する手法
・衣服内環境を快適にする湿度をコントロールする手法
・運動後のリカバリーに有効なクールダウンを実現する手法
・運動時におけるウエアに関するシミュレーションシステムの構
築

100万～300万円/件 -
2019/11/8
（消印有効）

http://www.descente.co.jp/ishimo
to/

「第13回　資生堂 女性研究者サイエンスグラント」
2019/10/8 自然310 資生堂

「第13回　資生堂 女性研究者サイエンスグラント」
自然科学分野の女性研究者の研究活動を支援する。界面・コロ
イド化学分野の応募を歓迎する。

100万円/件 -
2019/11/15 12:00
専用HP上にて応募

https://www.shiseidogroup.jp/rd/
doctor/grants/science/

2019/10/8 自然311 一般財団法人　大成学術財団
「研究助成」
建築、土木、開発、エネルギー、環境及び防災等に関する学術
研究を支援する。

200万円（上限） 2019/9/2
2019/11/15

郵送提出及びメール提出
（消印有効）

https://www.taisei-
foundation.or.jp/requirements/ind
ex.html

2019/11/6
人社163
自然313

公益財団法人　富山県ひとづくり財団

「第37回　とやま賞（学術研究部門・科学技術部門）」
富山県出身者（又は富山県内在住者）を対象とし学術研究、科
学技術、文化・芸術、スポーツ等において業績を挙げ、将来の活
躍が期待される個人（准教授相当迄）又は団体を表彰する。
対象：45歳迄（2020年5月9日現在、但し学術研究部門の人文社
会分野は年齢制限なし）

奨励金 100万円/件 -
2019/11/18

メール提出及び郵送提出
（必着）

http://www.t-
hito.or.jp/zaidan/toyamashou/dat
a/boshu.html

「研究助成（推薦公募）」

2019/11/6
人社171
自然323

公益財団法人　高橋産業経済研究財団

下記7分野の研究を支援する。同財団が指定する機関による推
薦応募（本学推薦枠１名）とする。
① 災害対策　② 環境問題　③ 資源　④ 医学・医療
⑤ 地域社会対策　⑥ 国際交流・人材育成　⑦ 科学技術・産業
開発

100万円～200万円/件 2019/10/11
2019/11/30

メール提出及び郵送提出
（必着）

http://takahashi-
f.or.jp/entry/index.shtml

2019/11/6 自然314 一般社団法人　大学女性協会

「第22回　守田科学研究奨励賞」
自然科学分野において、優れた研究成果をあげており、科学の
発展に貢献することが期待される40歳未満（2020年4月1日現
在）の女性研究者に奨励賞を授与する。

副賞　50万円 -
2019/11/18

（必着）
http://www.jauw.org/scholarshipt
op.html

2019/11/6 自然315
公益信託　小澤・吉川記念エレクトロニクス研
究助成基金

「研究費助成」
エレクトロニクス及び情報処理等の研究を行う若手研究者（2020
年4月1日時点で35歳以下）を支援する。

200万円
（上限）

-
2019/11/20

（必着）

https://www.tr.mufg.jp/shisan/do
wnload/kouekishintaku_list/132bo
syu.pdf年4月1日時点で35歳以下）を支援する。 syu.pdf

2019/11/6 自然316 公益財団法人　統計情報研究開発センター

「シンフォニカ統計GIS活動奨励賞」
統計GISに関する活動（整備・充実、普及・利用、広報・啓発、研
究・教育の推進、及び改善・発達）において、相当の成果を挙げ
たもの、又は成果が期待できうるものに奨励賞を授与する。

副賞 20万円 2019/10/1
2019/11/20 17：00

（必着）
http://www.sinfonica.or.jp/assist/
shorei/gis_shorei.html

2019/11/6 自然317 国立研究開発法人　情報通信研究機構

【国際共同研究プログラムに基づく日米連携による脳情報通信
研究】
米国国立科学財団（NSF）と脳情報通信の以下2課題に関する、
日米国際共同研究の提案を公募する。米国側の共同提案者を
有することを要件とする。
・Research Proposals（共同研究実施）
・Data Sharing Proposals（データ共有化）

1,000万円/年
（上限）

2019/8/26
2019/11/27 12:00

メール提出又はe-Rad申
請

https://www.nict.go.jp/press/201
9/08/26-1.html
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2019/11/6 自然318 花王メラニン研究会
「第6回　研究助成（テーマA）」
皮膚・毛髪のメラニンが関連する基礎研究を行う、原則50歳以下
の研究者を支援する。

100万円～200万円/件 -
2019/11/29

（必着）
https://www.kao.com/jp/melanin
/guidelines/

2019/11/6 自然319 公益財団法人　双葉電子記念財団

「衞藤細矢記念賞」
自然科学・技術に関する学術及び産業社会における基盤技術
の研究・開発・産業振興等で顕著な功績を挙げた研究者を顕彰
する。

副賞 100万円 2019/10/1
2019/11/29 12：00

メール提出及び郵送提出
（必着）

http://www.futaba-
zaidan.org/business/foundation.ht
ml

「第60回　学術奨励賞」
有機化学、無機化学、高分子化学、機械・システム、電気・電 学術奨励賞 100万円/ 2019/11/29

http://www.ube-
2019/11/6 自然320 公益財団法人　宇部興産学術振興財団

有機化学、無機化学、高分子化学、機械・システム、電気・電
子、医学を含む,幅広い自然科学分野で独創的研究を行う研究
者に奨励賞を授与する。
※渡辺記念特別奨励賞：原則として40歳以下の医学分野の研
究者を対象

学術奨励賞 100万円/
件

渡辺記念特別奨励賞
120万円/件

2019/9/2

2019/11/29
専用HP上にて受付申込

後、郵送提出
（必着）

http://www.ube-
ind.co.jp/ube_s_zaidan/application
.html

2019/11/6 自然321 一般財団法人　田中貴金属記念財団

「貴金属に関わる研究助成金」
貴金属に関わる新技術、製品に革新的な進化をもたらす貴金属
（の利用）、又は貴金属を利用した新製品、のいずれかに関する
研究・開発を支援する
※萌芽賞は2019年4月1日現在37歳以下対象

プラチナ賞 500万円
ゴールド賞 200万円 
シルバー賞 100万円 

萌芽賞 100万円
奨励賞 30万円

2019/9/2
2019/11/29 17:00
専用HP上にて応募

https://tanaka-
foundation.or.jp/grant/index.html

2019/11/6 自然322 公益社団法人　石油学会

「若手研究者への研究費助成」
石油、天然ガス等のエネルギー、石油化学関連の目的基礎研
究、応用研究又は工業化への応用可能性を有する研究開発を

100万円
（上限）

-
2019/11/29

（必着）

https://www.sekiyu-
gakkai.or.jp/jp/natural/supportco2019/11/6 自然322 公益社団法人　石油学会

究、応用研究又は工業化への応用可能性を有する研究開発を
行う、2020年4月1日現在40歳未満の研究者を支援する。

（上限）
-

（必着）
gakkai.or.jp/jp/natural/supportco
de.html

2019/11/6 自然324 公益財団法人　ＳＢＳ鎌田財団
「物流研究助成」
物流の振興・発展に資する学術研究を支援する。

50万円
（上限）

2019/10/1
2019/11/30

簡易書留又は宅配便にて
提出（消印有効）

http://www.sbs-
kamatazaidan.or.jp/skzd/furthera
nce/

2019/11/6 自然325 公益財団法人　池谷科学技術振興財団
「研究助成」
先端材料及びこれに関連する科学技術の研究を支援する。

150万円
（上限、間接経費10％を

含む）
2019/10/1

2019/11/30 24:00
専用HP上にて応募

https://iketani-
zaidan.or.jp/system/?page_id=05

「研究助成」
たん白質及び関連する研究を、下記3分野で支援する。
① 特定研究
健康維持・病気予防等に資する大豆たん白質及びの関連成分
の基礎、応用、生活への活用に関する研究を支援する。複数研 ① 500万円/年　

2019/11/6 自然326 公益財団法人　不二たん白質研究振興財団
の基礎、応用、生活への活用に関する研究を支援する。複数研
究室間の共同研究を要件とする。
② 一般研究
大豆たん白質及び大豆関連成分に関する研究、又は大豆以外
の新奇な植物性たん白質の研究を支援する。
③ 若手研究者枠
上記②の内容で応募時点で満35歳以下の研究者を支援する。

① 500万円/年　
② 100万円/件
③ 50万円/件

2019/10/1
2019/11/30

（必着）
http://www.fujifoundation.or.jp/ai
d/

2019/11/6 自然327
一般財団法人　天野エンザイム科学技術振
興財団

「第21回　酵素応用シンポジウム　研究奨励賞」
生化学又は食品分野で、産業界に影響を与える酵素の基礎又
は応用研究を行う若手研究者に奨励賞を授与する。

研究奨励金 50万円 2019/10/1
2019/11/30
メール提出

（必着）

https://www.amano-
enzyme.co.jp/corporate/foundati
on/symposium.html

2019/11/6 自然328 一般社団法人　日本老年医学会
「老化および老年医学研究助成」
老化及び老年医学に関する基礎、臨床又は疫学研究を行う、
2020年3月31日時点で50歳以下の研究者を支援する。

100万円
（上限）

-
2019/11/30 24：00

メール提出及び郵送提出
（消印有効）

https://www.jpn-geriat-
soc.or.jp/josei/josei_06.html

2020年3月31日時点で50歳以下の研究者を支援する。
（上限）

（消印有効）
soc.or.jp/josei/josei_06.html
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2019/11/6 自然329 公益財団法人　マザック財団

「助成」
高度生産システムに係わる工作機械の機械要素技術や制御技
術、工作機械による加工技術、被削材や工具等の材料技術、ロ
ボットや搬送装置など周辺装置とその制御に係わる技術、及び
生産システムを構築運用するための生産技術や情報通信技術
に関する研究を支援する。

50～200 万円/件 2019/9/1
2019/11/30

（必着）
http://www.mazak-f.or.jp/05.html

2019/11/6 自然330 ヤマト科学株式会社
「第7回　ヤマト科学賞」
ライフサイエンス、マテリアルサイエンス、インフォメーションサイ 褒賞金 100万円 2019/8/1

2019/11/30 https://www.yamato-
2019/11/6 自然330 ヤマト科学株式会社 ライフサイエンス、マテリアルサイエンス、インフォメーションサイ

エンス分野及びその融合領域分野研究者を顕彰する。
褒賞金 100万円 2019/8/1

2019/11/30
メール提出

https://www.yamato-
net.co.jp/award/

2019/11/6 自然331
一般財団法人　女性科学者に明るい未来を
の会

「第40回　猿橋賞」
自然科学分野で優れた業績を挙げた、締切日時点で50歳未満
の女性科学者を表彰する。

副賞 30万円 -
2019/11/30
メール提出

（必着）

http://www.saruhashi.net/newhp
/link.html

2019/11/25
人社174
自然333

公益財団法人　アサヒグループ学術振興財団
「学術研究助成」
食に関わる生活科学、生活文化、地球環境科学、サスティナブ
ル社会・経済学に関する研究を支援する。

100万円
（上限）

2019/11/1
2019/12/2 17：00

専用HP上にて応募

http://www.asahigroup-
foundation.com/academic/suppor
t/guides.html

「研究調査助成」
情報通信の利用促進及び情報社会の進展に資する、情報通信
に関する下記テーマに沿う研究を支援する。

2019/11/25
人社175
自然334

公益財団法人　電気通信普及財団
に関する下記テーマに沿う研究を支援する。
①法律、経済、社会、文化等の人文･社会科学分野における研
究調査
②技術分野における研究調査
③人文･社会科学分野及び技術分野の両分野に跨る研究調査

140万円/件
（前年度平均額）

2019/11/1
2019/12/2

専用HP上にて応募
https://www.taf.or.jp/grant-a/

2019/11/25
人社176
自然335

公益財団法人　電気通信普及財団

「設立35周年記念事業　研究調査助成」
同財団の設立35 周年を記念し、”情報セキュリティ”及び”防災Ｉ
ＣＴ”の2テーマに関する下記テーマに沿う研究調査を支援する。
①法律、経済、社会、文化等の人文･社会科学分野における研
究調査
②技術分野における研究調査
③人文･社会科学分野及び技術分野の両分野に跨る研究調査

300万円
（上限）

2019/11/1
2019/12/2

専用HP上にて応募
https://www.taf.or.jp/grant-a/

「フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト賞」
賞金5万ユーロ、及びド

2019/11/25
人社177
自然336

ドイツ連邦共和国大使館
（ドイツ学術交流会）

「フィリップ・フランツ・フォン・シーボルト賞」
日独の文化及び社会の相互理解に特別に貢献し、学問上優れ
た業績を挙げた日本人研究者に同賞を授与する（年齢は50歳未
満が望ましい）。

賞金5万ユーロ、及びド
イツでの1年間の研究滞

在招待（旅費含む）
-

2019/12/2
（必着）

https://www.daad.jp/ja/2019/07/
23/siebold-preis-2020/

2019/11/25
人社180
自然343

公益財団法人　松井角平記念財団
「第5回　助成金」
国内の寺院、神社等の建造物、及び歴史的文化財の建造物の
保存、修復に関する学術研究を支援する。

200万円
（上限）

2019/11/1
2019/12/9

メール、簡易書留又は宅
配便にて提出（消印有効）

http://www.matsui-
ken.co.jp/zaidan/kakuhei-
kinen/grant/

2019/11/25
人社181
自然350

公益財団法人　タカタ財団

「助成研究」
交通事故犠牲者ゼロに貢献する、特に人の面からの対策に繫
がる研究を支援する。技術的な内容だけでなく、社会的仕組み
の改善、人の教育のような社会的分野の研究や学際的研究・萌
芽的研究も含む。

100～300万円/件 2019/10/1
2019/12/10
メール提出

http://www.takatafound.or.jp/new
s/detail.php?id=91
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2019/11/25
人社186
自然358

一般財団法人　守谷育英会

「研究助成」
その研究成果が直接経済効果の対象とならない、下記課題に該
当する基礎科学分野の研究を行う、助成金交付時の年齢が原
則満40歳未満の研究者を支援する。
① 自然科学、特に動植物に関する基礎研究
② 工学における基礎研究
③ 社会、環境、福祉等に関する基礎研究
④ 人文科学における基礎研究

120万円/年
（標準限度額）

-
2019/12/25
（消印有効）

http://moritani-scholarship.or.jp/

④ 人文科学における基礎研究

2019/11/25
人社187
自然361

公益財団法人　鍋島報效会
「研究助成」
佐賀に関する人文科学（歴史・地理・文学等）及び自然科学（科
学技術・生物・植物・鉱物等）の分野の研究を支援する。

25万円
（上限）

2019/10/1 2019/12/28
http://www.nabeshima.or.jp/main
/5.html

2019/11/29 自然332 公益財団法人　ハーモニック伊藤財団
「助成　Ａ.科学技術分野」
科学技術分野に関する学術的、技術的な研究を支援する。

100万円～150万円/件 2019/10/3
2019/11/28 16:00
専用HP上にて応募

https://www.harmonicito-
f.or.jp/furtherance/requirements/

「国立情報学研究所　公募型共同研究」
情報学に関する同研究所の研究者と実施する共同研究を、以下
種類で公募する。
① 戦略研究公募型【戦略】

① 150万円/年

2019/11/25 自然337
大学共同利用機関法人　情報・システム研究
機構　国立情報学研究所

① 戦略研究公募型【戦略】
同所指定の研究テーマ（12事例）実施に関する旅費、学会参加
費及び論文投稿料を支援する。
② 研究企画会合公募型【会合】
異分野と情報学の連携、情報学同士の連携強化、又は 情報学
の難問に挑戦する新たなグランドチャレンジ、に関する新規研究
課題を設定し、その会合を”軽井沢国際高等セミナーハウス”で
最低1回、共同研究員5名以上で開催する際の旅費を支援する。
③ 自由提案公募型【自由】
課題は自由設定で、研究実施に関する旅費、学会参加費及び
論文投稿料を支援する。

① 150万円/年

② 80万円/年

③ 100万円以下/年

（いずれも上限）

-
2019/12/2

メール提出（必着）及び郵
送提出（消印有効）

https://www.nii.ac.jp/research/c
ollaboration/koubo/

2019/11/25 自然338
公益財団法人　パブリックヘルスリサーチセン
ター

「パブリックヘルス科学研究助成金」
以下のテーマに関するストレス科学研究、または生命医科学研
究を行う、生年月日が1980年4月2日以降の研究者を支援する。
① ストレス科学分野 ： ストレスマネジメント

① 50万円
② 100万円

（ともに上限）
-

2019/12/4 24:00 
メール提出（申請書）及び
簡易書留提出（推薦書）

https://www.phrf.jp/josei/oubo.ht
mlター

① ストレス科学分野 ： ストレスマネジメント
② 生命医科学分野 ： 成長・発達と老化

（ともに上限） 簡易書留提出（推薦書）
ml

2019/11/25 自然339 一般社団法人　日本チタン協会
「チタン研究助成」
金属チタン・チタン合金に関連した材料系の基礎及び応用分野
の、2020年4月1日現在で40歳以下の研究者を支援する。

40万円/件 2019/9/25
2019/12/5
メール提出

（必着）

http://www.titan-
japan.com/news_jts/310

2019/11/25 自然340 公益財団法人　風戸研究奨励会

「風戸研究奨励賞」
電子顕微鏡及びその関連装置の研究・開発、又はそれらを用い
る研究提案（医学、生物学、物理学、化学、材料学、ナノテク等）
に対して、実績があり且つ将来性のある応募締切日現在満35歳
以下の研究者を支援する。

200万円/件 -
2019/12/6

書留にて提出
（必着）

http://www.kazato.org/applicatio
n/kazato_research_prize.html
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2019/11/25 自然341
大学共同利用機関法人　自然科学研究機構　
分子科学研究所

「分子科学研究所　2020年度（通年･前期）共同利用」
国内の研究者等が同研究所の研究者と行う共同研究及び同研
究所の施設を利用する研究課題を公募する。
1. 課題研究 （ＵＶＳＯＲ利用一部可能）
2. 協力研究 （ＵＶＳＯＲ利用一部可能）
3. 研究会
4. 若手研究活動支援
5. 分子科学国際研究集会 （岡崎コンファレンス）

旅費及び所用経費
（同研究所の予算範囲

内で支出）
-

2019/12/6 17:00
専用HP上にて応募及び郵

送提出（申請承諾書）
（1と5以外は期限後も応募

可）

https://www.ims.ac.jp/guide/202
0zenki/index.html

5. 分子科学国際研究集会 （岡崎コンファレンス）
6. ＵＶＳＯＲ施設利用
7. 機器センター施設利用
8. 装置開発室施設利用
期間：通年 2020年4月～2021年3月、前期 2020年4月～9月

可）

2019/11/25 自然342
大学共同利用機関法人　自然科学研究機構　
生理学研究所

「生理学研究所　共同利用研究」
国内の研究者等が同研究所の研究者と行う共同研究及び同研
究所の施設を利用する研究課題を公募する。
1. 一般共同研究
2. 計画共同研究（指定７課題あり）
3. 研究会
4. 国際研究集会（NIPS International Workshop）
5. 生体機能イメージング共同利用実験

旅費及び研究経費
（同研究所の予算範囲
内で支出、経費使用は
は同研究所内限定とす

る）

-

2019/12/6 17:00
専用HP上にて応募及び郵

送提出（申込通知書）
（随時受付の場合、旅費・
研究費は配分無とする）

https://www.nips.ac.jp/collabo/a
bout.html

2019/11/25 自然344
大学共同利用機関法人　自然科学研究機構　
基礎生物学研究所

「基礎生物学研究所　共同利用研究」
国内の研究者等が行う同研究所の研究者との共同研究及び同
研究所の施設を利用する研究課題を公募する。
1. 重点共同利用研究
2. モデル生物・技術開発共同利用研究
3. 個別共同利用研究
4. 統合ゲノミクス共同利用研究 
5. 統合イメージング共同利用研究
6. 大型スペクトログラフ共同利用実験
7. 生物遺伝資源新規保存技術開発共同利用研究
8. 研究会 
9. トレーニングコース

1. 300万円/年
2. 100万円/年
7. 100万円/年

（いずれも上限、但し人
件費は支出不可）
・1、2及び7以外

同所迄の交通費・日当・
宿泊費等（9.のみ消耗

品費含む）
（経費使用はは同研究

所内限定とする）

2019/11/1

2019/12/9
専用HP上にて応募

（1、2及び7以外の公募は
期限後も応募可）

http://www.nibb.ac.jp/collabo/inv
ite/invite.html

「国立遺伝学研究所　公募型共同研究・研究会（NIG-JOINT）」 1. 20万円

2019/11/25 自然345
大学共同利用機関法人　情報・システム研究
機構　国立遺伝学研究所

「国立遺伝学研究所　公募型共同研究・研究会（NIG-JOINT）」
国内の研究者等が行う同研究所の研究者との共同研究及び同
研究所の施設を利用する研究課題を公募する。
1. 共同研究A
2. 共同研究B
3. 国際共同研究
4. 研究会

1. 20万円
2. 100万円

3. 20万円～50万円
4. 50万円

※1.～4.実施における旅
費支援。2.のみ研究費
も含む（いずれも上限）

-
2019/12/9 23:59

専用HP上にて応募
（厳守）

https://www.nig.ac.jp/nig/ja/rese
arch-infrastructure-
collaboration/nig-collaboration-
grant

2019/11/25 自然346 一般財団法人　トヨタ・モビリティ基金

「水素社会構築に向けた革新研究助成」
下記分野の沿う、水素の低炭素化・CO2フリー化、水素と水素シ

ステムの大幅な低コスト化に資する研究を支援する。水素製造と
エネルギーシステムに関する提案を奨励する。
1. 水素製造、　2. 水素キャリア、　3. 水素利用、
4. エネルギーシステム、　5. 水素を活用した社会システム提案

1,000万円/3年
（上限）

-
2019/12/9

メール提出及び郵送提出
（消印有効）

http://toyotamobilityfoundation.o
rg/pdf/press_release_20191010_jp
.pdf
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2019/11/25 自然347 公益財団法人　昭和聖徳記念財団
「第29回　学術研究助成」
系統分類学及びそれに関する生物学分野の研究を支援する。

50万円
（上限）

-
2019/12/10

（必着）

http://www.f-
showa.or.jp/2_jigyo/2_biology.html
#jyoseibosyu

2019/11/25 自然348 公益財団法人　日本板硝子材料工学助成会
「第42回　研究助成」
無機の固体材料及び関連材料に関する基礎研究・応用研究を
支援する。

120万円
（上限）

2019/8/1
2019/12/10

（必着）

http://nsg-
zaidan.or.jp/documents/r2essenti
al.html

2019/11/25 自然349 自然科学研究機構

「分野融合型共同研究事業」
国内の研究者等が、同機構職員と協力し推進する以下の取組を
公募する。
① 分野融合型の共同研究
② 分野融合型共同研究の準備のためのワークショップ等

① 500万円/年
② 100万円/年
（ともに上限）

2019/11/1
2019/12/10 17:00
専用HP上にて応募

https://www.nins.jp/site/activity
/1649.html

2019/11/25 自然351 公益財団法人　ソルト・サイエンス研究財団

「研究助成」
塩に関する、下記課題に沿う研究を支援する。
① 一般公募研究
・理工学分野：製塩プロセスの進歩・革新につながる研究
・医学分野：食塩を中心とした塩類の生理作用、健康に及ぼす影
響に関する研究 
・食品科学分野：食品の加工・調理・保存及び食品栄養における
食塩を中心とした塩類の役割に関する研究 

① 120万円（上限）

② 100万円～
200万円/年

2019/11/1
2019/12/10

（必着）
http://www.saltscience.or.jp/rese
arch.html

食塩を中心とした塩類の役割に関する研究 
② プロジェクト研究（食品科学分野）
・風味に着目した塩味受容メカニズムの解明と食品加工におけ
る塩の有効利用に関する研究

200万円/年

2019/11/25 自然352 公益財団法人　藤原科学財団
「第61回　藤原賞」
自然科学分野の発展に卓越した貢献をした研究者を表彰する。

副賞 1,000万円 2019/10/1
2019/12/13

メール提出又は郵送提出
https://www.fujizai.or.jp/downloa
d.htm

2019/11/25 自然353 公益財団法人　放射線影響協会
「研究奨励助成金」
放射線の生物・環境への影響、医学利用の基礎及び放射線に
よる障害の防止等に関する調査・研究を支援する。

35万円/件 2019/9/15
2019/12/14

（必着）
http://www.rea.or.jp/kikaku/kenk
yujyosei/kenkyujyosei_main.html

2019/12/16
2019/11/25 自然354 公益財団法人　精密測定技術振興財団

「助成金　研究支援」
精密測定技術向上のための調査・研究を支援する。

250万円
（上限）

2019/10/1
2019/12/16
メール提出

（必着）

http://www.pmtp-
f.or.jp/apprication.html#tyousa

2019/11/25 自然355
公益財団法人　エリザベス・アーノルド富士財
団

「研究助成」
米・麦等に関連する技術研究を、下記の区分で支援する。
1. 米、麦等に関する研究 
2. 米、麦等を原料とする食品の生産・加工・流通・生理的機能性
等に関する研究 
3. 米、麦等を原料とする食品製造における技術の向上発展又は
機械の向上進歩に関する研究
［区分］
① 学術研究助成
② 学術研究特別助成：①採択者のうち高評価のもの
③ 舟橋重明記念奨励助成：①採択案件のうち将来性が見込ま
れる事例、かつ2020年4月1日現在42歳以下の研究者を対象

① 50万円～
100万円/件

② ①の額に更に最高
100万円を付与

③ ①又は②の額に
更に100万円を付与

（①・②と重複採択可） 

2019/11/1
2019/12/16

（必着）
http://www.fujizaidan.or.jp/bosyu
u.html

れる事例、かつ2020年4月1日現在42歳以下の研究者を対象
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2019/11/25 自然356 ＮＰＯ法人　京都ＳＭＩ
「第7回　京都ＳＭＩ中辻賞」
バイオサイエンス及び物質科学分野において業績を挙げた、原
則45歳以下の研究者を表彰する。

副賞 50万円 2019/10/1
2019/12/20
メール提出

http://kyoto-
smi.or.jp/?page_id=22

2019/11/25 自然357 公益財団法人　加藤科学振興会
「研究助成金」
電気化学、電気・電子材料を中心とする材料科学、およびそれら
の関連分野を支援する。若手の応募を歓迎する。

100万円/件 -
2020/12/20
メール提出

（必着）

http://www.katof.or.jp/promotion.
html#research

2019/11/25 自然359 公益財団法人　サッポロ生物科学振興財団

「研究助成」
以下テーマに沿う、バイオサイエンス分野に関する研究を行う50
歳未満（2020年4月1日現在）の研究者を支援する。
1. 消費者を知る：人間の感覚知覚・認知・行動過程の一般法則
を科学的に明らかにする
2. おいしさを探す：食の3機能（栄養機能、嗜好・食感機能、健康
機能・生体調節機能）に関する調査・研究
3. おいしさをつくる：食素材や食品の新たなおいしさの創出や、
効率的・安定的生産に関する調査・研究
4. おいしさを保証する：食の安全性を脅かすリスク要因の解明と
その制御に関する調査・研究

70万円/件 2019/11/5
2019/12/25

メール提出及び郵送提出
（必着）

https://www.sapporoholdings.jp/f
oundation/publicoffering/

2019/11/25 自然360 粉体工学情報センター

「研究助成」
食品粉体、又は粉体単位操作に関わる基礎研究を支援する。基
礎的な研究、特に単位操作に関わる萌芽的・独創的な研究を奨

100万円/件 2019/10/1
2019/12/25

メール提出又は郵送提出 http://www.icpt.jp/kenkyuu/2019/11/25 自然360 粉体工学情報センター
礎的な研究、特に単位操作に関わる萌芽的・独創的な研究を奨
励する。

100万円/件 2019/10/1 メール提出又は郵送提出
（必着）

http://www.icpt.jp/kenkyuu/

2019/12/16
人社191
自然368

利尻島調査研究事業事務局

「利尻島調査研究事業」
利尻島に関する調査研究を支援する。同島内での調査研究活
動及び普及活動(ゼミや観察会等、1回以上)の実施を要件とす
る。

10万円/件 -
2019/12/31

専用HP上にて応募又は
メール提出

http://riishiri.sakura.ne.jp/Sites/
RRP/

2019/12/16
人社192
自然369

公益財団法人　藤森科学技術振興財団

「研究助成」
環境問題の解決に資する物質、材料、機構、設計、生産及び社
会システムに関わる萌芽的な研究を支援する。
自然科学・工学と社会科学の両分野を助成対象とする。

100万円/件 2019/11/1
2019/12/31
（消印有効）

https://www.fujimori-
f.or.jp/subsidy/requirements.html

2019/12/16
人社193
自然370

公益財団法人　江頭ホスピタリティ事業振興
財団

「研究開発助成」
外食産業やホテル産業、観光産業等におけるホスピタリティ事
業に寄与し、かつその成果が食文化向上や観光を通じた地域振

理事会で決定 -
2020/1/4
（必着）

https://e-zaidan.jimdo.com/活動内容/研
究開発助成事業/自然370 財団 業に寄与し、かつその成果が食文化向上や観光を通じた地域振

興に寄与する研究を支援する。
（必着） 究開発助成事業/

2019/12/16
人社194
自然371

公益財団法人　江頭ホスピタリティ事業振興
財団

「研究開発助成事業　観光産業特別枠」
観光産業又は観光を切り口とした研究を支援する。

100万円
（上限）

-
2020/1/4
（必着）

https://e-zaidan.jimdo.com/活動内容/研
究開発助成事業/

2019/12/16
人社200
自然378

公益財団法人　三菱財団
「社会福祉研究助成　調査研究」
開拓的・実験的な社会福祉に関する科学的調査研究を支援す
る。

金額の定めなし
（事業費総額は1億円）

2019/12/26
2020/1/23 17：00

専用HP上にて応募

http://www.mitsubishi-
zaidan.jp/support/social-
welfare.html

2019/12/16 自然362 一般財団法人　中西奨学会

「研究助成」
産業科学技術分野のうち、産業用機械、電子・情報・通信、化学
系材料、物理系材料、住宅、及び地球環境に関する分野の研究
を支援する。

100万円/件 2019/11/1
2019/12/20

（必着）
http://www.fujikura.co.jp/fujikura
-foundation/kenkyuukoubo.html

を支援する。
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2019/12/16 自然363 公益財団法人　フジクラ財団
「研究助成」
自然科学・技術分野において萌芽的、独創的な研究を目指す、
特に若手研究者を支援する。

80万円
（上限）

2019/12/2
2019/12/20

メール提出及び郵送提出
（消印有効）

http://www.fujikura.co.jp/fujikura
-foundation/jigyou.html

2019/12/16 自然364 一般社団法人　Ｊミルク

「牛乳乳製品健康科学　学術研究」 
下記テーマに沿う、牛乳乳製品の価値向上に繋がる医学・栄養
学・食品科学・体育学等の分野の課題を学術的に解明する研究
を支援する。
① 牛乳乳製品が免疫機能に及ぼす影響

150万円
（上限）

2019/10/1
2019/12/31

メール提出又は郵送提出
（消印有効）

http://m-alliance.j-
milk.jp/koubo/2020/2020_kenko.h
tml① 牛乳乳製品が免疫機能に及ぼす影響

② 　　　〃　　　が加齢に伴う栄養代謝に及ぼす影響
③ 　　　〃　　　に関わる新規探索研究

（上限）
（消印有効） tml

2019/12/16 自然365 公益財団法人　大下財団

「研究助成　感染症媒介動物及び外来動物」
国内発生した感染症及び発生の危険性のある感染症を媒介す
る節足動物、又は生活環境及び生命を脅かす危険性のある外
来の節足動物に関する研究を支援する。

100万円/件 2019/8/1
2019/12/31

メール提出又は郵送提出
（消印有効）

http://www.osimo.or.jp/outline/health/%e6
%84%9f%e6%9f%93%e7%97%87%e5%aa%92%e4
%bb%8b%e5%8b%95%e7%89%a9%e5%8f%8a%e
3%81%b3%e5%a4%96%e6%9d%a5%e5%8b%95%
e7%89%a9

2019/12/16 自然366 公益財団法人　福岡直彦記念財団

「助成金」
下記テーマに沿う、高分子も含む有機化学に関する研究を支援
する。
・先進的な分子機能を実現する有機化学
・社会の持続的発展を支える有機化学
・新しいブレークスルーを予感させる有機化学

200万円
（上限）

2019/11/1

2019/12/31
簡易書留又は宅配便にて

提出
（消印有効）

http://www.naohikofukuoka-
mf.or.jp/grant/essential-
point/2019-essential-point/

・新しいブレークスルーを予感させる有機化学

2019/12/16 自然367 ヨウ素学会

「ヨウ素研究助成」
ヨウ素の基礎から応用に関する研究を奨励、支援する。
①研究助成：.ヨウ素に関する萌芽的な研究を支援する
②ワーキンググループ活動助成：ヨウ素技術を掘り起こすワーキ
ンググループ活動（個別研究会）の活動費用を支援する。

①
10万円～100万円/件

②
15万円～30万円/件

- 2019/12/31 http://fiu-iodine.org/r_grant/

2019/12/16 自然372 公益財団法人　世界緑茶協会
「O-CHAパイオニア賞顕彰（学術研究大賞）」
茶に関する優れた学術研究成果を顕彰する。

賞金 5万円 2019/9/1
2020/1/7
（必着）

http://www.o-
cha.net/kyoukai/pioneer/index.ht
ml

2019/12/16 自然373 公益財団法人　水産無脊椎動物研究所
「個別研究助成」
水産/水棲無脊椎動物の形態・発生・生理・分類・系統・生態・行
動等のフィールドでの生物学的な調査研究を支援する。

70万円
（上限）

-
2020/1/8 24:00

メール提出又は郵送提出
（必着）

http://www.rimi.or.jp/josei/

2019/12/16 自然374
大学共同利用機関法人　情報・システム研究
機構

「統計数理研究所　共同利用」
国内の研究者が同所の研究者との研究交流、及び同所が有す
る計算資源・図書・学術的ノウハウの活用等に関する、下記①～
⑤の同所の共同利用を公募する。
①共同利用登録、　②一般研究１、　③一般研究２、
④重点型研究、　⑤共同研究集会

③・④・⑤
旅費

-

2020/1/10（厳守）
 応募申請登録

2020/1/17 承諾書提出
ともに専用HP上にて応募

https://www.ism.ac.jp/kyodo/ind
ex_j.html

2019/12/16 自然375 公益財団法人　船井情報科学振興財団

「船井学術賞・船井研究奨励賞」
情報科学、情報技術分野を中心に広く理工系分野において、顕
著な研究業績のあった若手研究者を褒賞する。
① 船井学術賞：2019年4月1日現在39歳以下の研究者を対象
     うち1件を船井哲良特別賞として褒賞する。
② 船井研究奨励賞：博士号取得後5年以内（応募時）の研究者
を対象

① 150万円/件
（船井哲良特別賞

300万円/件）

② 50万円/件

2019/10/1
2020/1/15

（必着）
https://www.funaifoundation.jp/gr
antees/award_guidelines.html



HP掲載日
分野別

通し番号
募集機関名 事業名 金額 受付開始日 公募締切 応募先URL

2019/12/16 自然376 公益財団法人　日本食品化学研究振興財団

「研究助成」
食品添加物の安全性、有用性、品質等食品化学に関する研究
を支援する。
・一般研究助成
・課題研究助成

50万円～150万円
程度/件

（特に評価する研究は
200万円程度/件）

2019/11/15
2020/1/15

（必着）
http://www.ffcr.or.jp/josei/index.
html

「助成」
① 研究助成部門：ひま種子､ひまし油､ひまし油誘導体に関する

2019/12/16 自然377 公益信託　伊藤徳三ひまし研究基金

① 研究助成部門：ひま種子､ひまし油､ひまし油誘導体に関する
次の研究を支援する。
・ひまし油・ひまし油誘導体の精密化学変換、及びそれらを利用
する機能材料及び生物活性物質
・ひま種子の増産に資する育種及び栽培技術に関する研究
・その他ひまし油関連産業の発展に資する基礎・応用研究に関
する研究
② 顕彰部門：上記①の分野で顕著な業績を挙げ、我が国のひ
まし関連産業の発展に寄与した研究を顕彰する。

① 100万円

② 個人 20万円
グループ 50万円

（ともに上限）

2019/11/15
2020/1/17
（消印有効）

http://www.smtb.jp/personal/ent
rustment/management/public/ex
ample/list.html

2019/12/16 自然379 公益財団法人　三菱財団

「自然科学研究助成」
自然科学のすべての分野にかかわる独創的かつ先駆的研究を
支援する。
① 一般助成
② 若手助成：2020年4月1日現在40歳未満、かつ博士学位未取

① 2,000万円
（上限）

② 400万円/件
2020/1/8

2020/2/5 17：00
専用HP上にて応募

（必着）

http://www.mitsubishi-
zaidan.jp/support/index.html

② 若手助成：2020年4月1日現在40歳未満、かつ博士学位未取
得を含む博士学位取得10年未満の研究者を対象
　※①と②の重複応募は不可

② 400万円/件 （必着）

2019/12/26 人社201 公益財団法人　高速道路調査会
「研究助成（経済・経営研究部会）」
高速道路等に関連する社会的、経済的、技術的な研究を支援す
る。

150万円
（上限）

2019/11/15
2020/1/16
メール提出

https://www.express-
highway.or.jp/activity/aid/

2019/12/26
人社212
自然387

一般財団法人　新技術振興渡辺記念会

「科学技術調査研究助成　上期」
下記テーマに沿う、科学技術に関する調査研究を支援する。
・科学技術政策の立案・推進
・科学技術と社会経済との関連
・科学技術のコミュニケーション
・科学技術人材の育成
・科学技術の発展動向

150万円
（上限）

2019/12/3
2020/1/31

（必着）

http://www.watanabe-
found.or.jp/activities/subsidy/ind
ex.html

・科学技術の発展動向
・上記に類するもの又は上記の複数にまたがるもの

2019/12/26
人社213
自然388

公益財団法人　中曽根康弘世界平和研究所

「第16回　中曽根康弘賞」
下記分野における、国際的に見るべき業績をあげている、原則
として45歳以下の者を表彰する。
・国際社会における平和と安全の確保
・国際経済の発展及び経済協力等の推進
・文化・芸術交流、文化協力等国際的文化活動
・国際科学共同研究、科学技術協力等科学技術分野における国
際的活動
・環境、エネルギー、医療、貧困等地球規模の諸問題に対する
取組み

優秀賞 100万円
奨励賞 50万円

2019/8/1
2020/1/31
郵便、ＦＡＸ

又はメール提出

http://www.iips.org/award/guideli
ne.html
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2019/12/26 自然380 北海道大学　触媒科学研究所

「共同利用・共同研究」
同所の研究者と同所にて行う触媒化学に関する共同研究を公
募する。
① 戦略型：同所が研究課題を事前設定している研究
② 提案型：申請者自らが課題設定する研究
③ 届出型：同所の経費支給は無いが随時受付可能な研究

① 100万円（上限）
② 15万円程度/件

③ 無し
2019/12/6

① 2020/1/6
② 第1期 2020/1/6
第2期2020/6/19
第3期2020/10/23

③ 随時
原則メール提出（厳守）

http://www.cat.hokudai.ac.jp/r2_k
yoten.html

【厚生労働科学研究費補助金（一次）】
国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関する独

2019/12/26 自然381 厚生労働省

国民の保健医療、福祉、生活衛生、労働安全衛生等に関する独
創的又は先駆的な研究や社会的要請の強い諸問題に関する研
究を行う。（計23事業144課題）
　※公募課題等の詳細は公募要綱にてご確認ください
　※申請希望の場合は、1/10迄に研究支援センターにご相談
　　ください。

研究課題による 2019/12/20
［学内期限］
2020/1/10

https://www.mhlw.go.jp/stf/newp
age_08391.html

2019/12/26 自然382 東日本高速道路株式会社

「NEXCO東日本技術研究助成」
高速道路の安全性向上への活用・応用が期待できる研究、又は
AI 等のICT 技術を活用した高速道路事業（維持管理・建設）に
おける業務効率化又は防災・減災に資する研究を支援する。

300万円
（上限）

2019/12/2
2020/1/15
（消印有効）

https://www.e-
nexco.co.jp/pressroom/press_rele
ase/head_office/h31/1202/

「東北大学加齢医学研究所　共同利用・共同研究」
健康寿命の延伸を目指した加齢医学研究を中心とする、同所の
研究者と共同で行う下記テーマに沿う研究を公募する。 研究経費（消耗品費・旅

2019/12/26 自然383 東北大学加齢医学研究所

研究者と共同で行う下記テーマに沿う研究を公募する。
・モデル生物を用いた加齢関連の研究
・加齢・発生分化・生体防御の基盤的研究 
・腫瘍制御に関する研究 
・脳の発達・加齢に関する研究
・革新的医療機器開発に関する研究

研究経費（消耗品費・旅
費等）
20万円
（上限）

-
2020/1/15

（必着）
http://www.idac.tohoku.ac.jp/site
_ja/joint-program/

2019/12/26 自然384
大学共同利用機関法人　情報・システム研究
機構

「研究者交流促進プログラム」
同機構管轄の下記研究所での研究を希望する国内の研究者
を、3ヶ月～1年間受入れる。
① 国立極地研究所
② 国立情報学研究所
③ 統計数理研究所
④ 国立遺伝学研究所
⑤ データサイエンス共同利用基盤施設
　※別途、参加申請書を受入研究所へ提出

遠隔地支援経費
（住居費・往復交通費）

※通勤困難の場合
2019/11/1

① 2020/1/16
② 2020/1/10
③ 2020/1/16
④ 2020/1/17
⑤ 2020/1/20

※受入研究所へ直接提出

https://www.rois.ac.jp/research/r
ep.html

　※別途、参加申請書を受入研究所へ提出

2019/12/26 自然385 公益財団法人　日本応用酵素協会
「研究助成」
酵素の応用研究及び生命科学に関連する酵素の研究を支援す
る。女性研究者、若手研究者の応募を歓迎する。

100万円/件
又は50万円/件

2019/12/13
2020/1/19

専用HP上にて応募
https://www.jfae.or.jp/assist/inde
x.html

2019/12/26 自然386 公益財団法人　東京応化科学技術振興財団
「第34回　研究費の助成」
化学領域の基礎研究又は応用研究で、先駆的独創的な研究を
支援する。

100万円/件
（基準額）

2020/1/6
2020/1/24

※要推薦者経由の提出
（必着）

https://www.tok-
foundation.or.jp/topics/2019/201
90826

2019/12/26 自然389 一般社団法人　日本アルミニウム協会

「アルミニウム研究助成」
アルミニウム産業の需要拡大に資する研究を行う、応募時点で
40才未満の研究者を支援する。材料技術・組織制御技術、リサ
イクル・リユース、及び利用拡大技術の各分野を優先する。

80万円/件 2019/11/1
2020/1/31

メール提出又は郵送提出
https://www.aluminum.or.jp/topic
s_old.php

イクル・リユース、及び利用拡大技術の各分野を優先する。
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2019/12/26 自然390 日本神経科学学会
「第4回　ジョセフ・アルトマン記念発達神経科学賞」
組織、細胞レベルの発生神経生物学研究を行う、博士取得後
（原則として）20年以内の研究者を表彰する。

副賞　1万ＵＳドル 2019/11/1
2020/1/31

専用HP上にて応募
（必着）

https://www.jnss.org/award/altm
an-award/

2019/12/26 自然391 一般財団法人　旗影会

「研究助成」
タマゴに関する研究、畜産・農産・食品工業及び調理科学に関す
る研究を支援する。
① 一般助成（以下の分野に関する研究）
畜産、農産、食品工業及び調理科学
② 特別助成
タマゴに関する研究（タマゴの新規活用、健康機能、衛生、調理
科学、食文化等）

① 100万円/件
② 200万円/件

-

2020/1/31
（必着）

※要、提出前迄に専用HP
上にて応募者登録

https://www.nakashima-
foundation.org/kieikai/entry/inde
x.html

2019/12/26 自然392 一般財団法人　住総研

「研究助成」
住生活の向上に寄与する住関連分野に関する下記テーマに沿
う、Ａ.研究助成 （他分野に及ぶ学術的研究等を含み未発表のも
の）又はＢ.実践助成（学術的研究を伴う試行中・運営中の実践
活動で未発表のもの）を支援する。

100万円（上限） 2019/10/1
2020/1/31

専用HP上にて応募
http://www.jusoken.or.jp/josei/st
udy_gaiyou_2020.html

活動で未発表のもの）を支援する。
・重点テーマ ： あこがれの住まいと暮らし
・自由テーマ（任意テーマ）

専用HP上にて応募 udy_gaiyou_2020.html

2019/12/26 自然393 一般財団法人　化学物質評価研究機構

「CERI公募型研究助成」
化学物質の評価・管理技術の発展に資する、下記課題に該当す
る研究を行う2019年4月1日現在で45歳以下の研究者を支援す
る。
① ゴム、プラスチック等の高分子材料の評価
② 環境分析、モニタリング技術
③ 標準物質の開発、評価技術
④ 化学物質の有害性評価、暴露評価及びリスク評価
⑤ その他、化学物質の評価、管理

100万円
（上限）

2019/12/1
2020/1/31

（必着）

http://www.cerij.or.jp/research_a
ssistant_project/public_offering.ht
ml

2019/12/26 自然394 公益財団法人　深田地質研究所
「深田研究助成」
複合的地球システム及びその社会とのかかわりに関する研究等

50万円以内/件
2019/12/13

2020/2/3
http://www.fgi.or.jp/?page_id=4842019/12/26 自然394 公益財団法人　深田地質研究所 複合的地球システム及びその社会とのかかわりに関する研究等

を行う、助教迄の研究者支援する。

50万円以内/件
（平均額）

2019/12/13
2020/2/3

（消印有効）
http://www.fgi.or.jp/?page_id=484

2019/12/26 自然395 特定非営利活動法人　日本分子生物学会
「第10回　若手研究助成」
分子生物学に関連する生命科学の基礎的な領域における、39
歳以下（1980年1月1日以降出生）の研究者を支援する。

300万円/件 2020/1/15

2020/2/4 12:00
専用HP上にて応募登録

後、メール提出
（厳守）

https://www.mbsj.jp/admins/tomi
zawafund/10th-boshuu.html

2019/12/26 自然396 造船学術研究推進機構
「研究テーマ募集」
造船・船舶、海洋技術、及びその他船舶・海洋に関連する研究を
行う、若手研究者を支援する。

100万円以内/年
（目安額）

-
2020/2/7 17:30

メール（必着）又は郵送提
出（消印有効）

https://www.sajn.or.jp/redas#entr
y
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「第9回　新化学技術研究奨励賞」
下記課題に沿う、化学産業界が必要とする研究課題の実現に貢
献する研究を支援する。特別課題以外は、2019年4月1日時点で
満40歳未満の研究者を対象とする。
特別課題：化学技術により防災・減災および復旧・復興に貢献す
る研究 
・グリーンイノベーションを推進するための資源・プロセス・評価
技術等に関する環境技術
・新しい資源代替材料・技術の創製、および資源の節約・回収・
再利用に関する基盤的研究 （エネルギー資源、食糧・水資源を

2019/12/26 自然397 公益社団法人　新化学技術推進協会

含む） 
 
・バイオマス由来製品の事業化課題を解決する革新的素材・技
術
・創エネ・エネルギー貯蔵・省エネルギー分野における革新素
材・技術 
・スマート社会を支えるエレクトロニクス材料 
・マイクロナノシステム用途の拡大につながる新規材料技術、及
びプロセス・デバイス技術 
・生体機能を利用した新規生産プロセスの開発、そのための基
盤技術と評価技術
・生体機能・生体分子に着目した革新的ライフサイエンス材料
・モノづくりに寄与する脳科学
・計算化学・計算科学・データ科学を用いた先導的な材料設計・
解析・評価 
・国内産業の強化・新産業創出に資する「新素材」実現のための

100万円/件 2019/12/17
2020/2/10 17：00

専用HP上にて応募
http://www.jaci.or.jp/recruit/page
_02_09_2020.html

・国内産業の強化・新産業創出に資する「新素材」実現のための
基盤的研究 
・CO2の還元的有効利用に貢献する革新的触媒反応技術

2020/1/24 自然398 　総務省

【戦略的情報通信研究開発推進事業（ＳＣＯＰＥ）】 
情報通信技術（ITC）分野に関する、新規性に富む研究開発課題
を公募し、研究を委託する。未来社会における新たな価値創造、
ITC利活用による地域活性化等を図る。
① 社会展開指向型研究開発（3年枠）
② 電波有効利用促進型研究開発
・先進的電波友好利用型　”電波の有効利用に資する先進的か
つ独創的な研究開発課題”
・先進的電波友好利用型（社会展開促進、フェーズⅡのみ）

①
フェーズⅠ 300万円/年
フェーズⅡ 1000万円/

年
②

フェーズⅠ 500万円/年
フェーズⅡ 3000万円/
年 　（いずれも上限、直

接経費のみ）

2020/1/6
2020/2/6 17：00

e-Rad申請

https://www.soumu.go.jp/main_so
siki/joho_tsusin/scope/data.html#
entry

2020/1/24 自然399 公益社団法人　ビタミン・バイオファクター協会
「研究助成金」
ビタミン・バイオファクターとこれらに関連する生命科学の研究を

60万円/件
2020/1/10

2020/2/10
メール提出及び郵送提出

http://vitabio.sakura.ne.jp/jyosei.
2020/1/24 自然399 公益社団法人　ビタミン・バイオファクター協会 ビタミン・バイオファクターとこれらに関連する生命科学の研究を

支援する。

60万円/件
（想定平均額）

2020/1/10 メール提出及び郵送提出
（消印有効）

http://vitabio.sakura.ne.jp/jyosei.
html

2020/1/24 自然400 公益財団法人　高柳健次郎財団

「高柳健次郎業績賞」
電子工学、情報通信工学及び放送工学等の分野で将来性ある
研究成果をあげ、技術の発展や産業に貢献し、次世代を担うに
相応しい年齢は概ね50歳以下の研究者を表彰する。

副賞 50万円 2019/12/1
2020/2/10
メール提出

（必着）

https://takayanagi.or.jp/sub/entr
y/2020entry.pdf

2020/1/24 自然401 大学共同利用機関法人　人間文化研究機構

「総合地球環境学研究所」
地球環境問題の解決に向けて、国内の研究者等が同所の研究
者と行う共同研究の課題を公募する。
① インキュベーション研究（ＩＳ）
② 予備研究（ＦＳ）
③ コアプロジェクト予備研究（ＦＳ）

所要経費（旅費及び消
耗品費等）

① 30万円～100万円
② 400万円

③50万円～100万円
（いずれも上限）

2019/12/14

2020/2/12 17：00
メール提出（必着）

※申請書は別途持参
又は郵送提出
2020/2/28迄

http://www.chikyu.ac.jp/rihn/proj
ect/recruitment/
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2020/1/24 自然402 公益信託　成茂神経科学研究助成基金

「助成」
神経科学分野の研究を支援する。40才以下又は博士号取得後
10年以内の研究者を優先する。海外学会に参加・発表するため
の渡航費及び論文発表・図書の刊行等も支援対象とする。

30万円～70万円程度/
件

2019/12/9
2020/2/14
（消印有効）

http://www.narishige.co.jp/japane
se/fund/2020_nnrf.html

2020/1/24 自然403 金沢大学　環日本海域環境研究センター

「共同研究・研究集会」
国内外の研究者が同センターの研究者と行う、環日本海域に関
連する共同研究（重点、一般、又は若手研究者育成）及び研究

重点 100万円（上限）
一般・若手 10万円～30

万円/件
研究集会 30万円～60

-
2020/2/14
メール提出

（必着）

http://www.ki-net.kanazawa-
u.ac.jp/coop/research/

集会に関する研究課題を公募する。
研究集会 30万円～60

万円/件
（必着）

2020/1/24 自然404 ローム株式会社

「研究公募」
下記分野に沿う、半導体に関する技術の更なる活性化と発展に
資する研究を支援する。
1. 新領域分野　　2. 実装研究分野　　3. MEMS研究分野
4. パワーエレクトロニクス研究分野　　5. LSI研究分野
6. 生産技術研究分野

200万円
（上限）

-
2020/2/20 15：00

メール提出
（必着）

https://www.rohm.co.jp/r-and-
d/offer

2020/1/24 自然405 公益財団法人　高柳健次郎財団

「研究奨励賞」
電子科学技術及びその応用に取り組む、35 歳以下の研究者に
同賞を付与する。年間500万円以上の助成金を獲得中の者は対
象外とする。

副賞 200万円 2019/12/1
2020/2/20
メール提出

（必着）

https://takayanagi.or.jp/sub/entr
y/2020study_entry.pdf

2020/1/24 自然406 公益財団法人　山田科学振興財団

「研究援助」
自然科学の基礎的研究を支援する。
萌芽的で将来の発展が期待される基礎研究を重視する。 
※同財団の指定学会が推薦（申請書提出）する方式とする。

100万円～500万円/件 -

2020/2/28
推薦者の提出期限

（必着、要申請者本人によ
るweb申請）

http://www.yamadazaidan.jp/jigyo
/bosyu_kenkyu.html

2020/1/24 自然407 一般財団法人　糧食研究会
「研究テーマ」
食品に関連した科学的研究（食品機能、食品評価、食品設計・
加工技術、食品安全、腸内細菌叢等）を支援する。

150万円/件 -
2020/2/28
メール提出

（必着）
http://www.ryouken.or.jp/josei/

2020/1/24 自然408 公益財団法人　三島海雲記念財団

「学術研究奨励金　自然科学部門」
食の科学に関する学術研究（食品素材、製造･加工･調理、発
酵･微生物利用、栄養･嗜好･生理機能、食の安全、疾病予防等）
を以下の応募枠で支援する。
① 個人研究奨励金：若手、女性研究者の応募を期待する。

① 100万円/件
② 200 万円～500 万円

/件
2020/1/10

2020/2/28
（必着）

※要、別途電子申請登録

https://www.mishima-
kaiun.or.jp/assist/natural-
science.html① 個人研究奨励金：若手、女性研究者の応募を期待する。

② 共同研究奨励金：原則分担研究費が100 万円以上の共同研
究者が一人以上加わることとする。

/件 ※要、別途電子申請登録 science.html

2020/1/24 自然409 一般財団法人　安藤研究所
「第33回　安藤博記念学術奨励賞」
エレクトロニクス及びこれに関連する分野で独創的・萌芽的な研
究を行う、原則として35歳未満の研究者を表彰する。

賞金 50万円 -
2020/2/29

書留にて提出
（消印有効）

http://www.ando-
lab.or.jp/bosyu-.html

2020/1/24 自然413 公益財団法人　タカノ農芸化学研究助成財団

「研究助成」
豆類や穀類に関する下記テーマに関する研究を支援する。
・生産技術（栽培、育種、植物栄養、根圏微生物等）
・加工品含む食品機能（栄養機能、嗜好機能、生体調節機能等）
・加工、保蔵、流通技術、並びに発酵に関連する微生物や酵素
の探索、特性、利用
※若手部門は1980年4月１日以降生まれの研究者を対象

一般部門
100万円/件

若手部門
50万円/件

2019/1/15
2020/3/10

（必着）
http://www.takanofoods.co.jp/co
mpany/foundation/subsidy.shtml
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2020/1/24 自然414 独立行政法人　日本学術振興会（JSPS）

「第36回　国際生物学賞」
環境応答の生物学（Biology of Environmental Responses）分野
の研究で世界的な業績を挙げ、学術的進歩に大きな貢献をした
研究者を表彰する。
※応募・推薦希望者は研究支援センターに事前に申し出くださ
い。

賞金　1,000万円 －
【学内締切】
2020/3/13

https://www.jsps.go.jp/j-
biol/nomination.html

「第4回　薄膜技術に関する研究助成」

2020/1/24 自然415 一般財団法人　サムコ科学技術振興財団

「第4回　薄膜技術に関する研究助成」
薄膜・表面・界面に関する研究分野（材料科学、ライフサイエン
ス、環境・エネルギー工学、及びプラズマ工学を優先する）にお
ける、募集期間締切時の年齢が45 歳以下の研究者を支援す
る。

200万円/件 2019/2/1
2020/3/15

メール提出及び郵送提出
（必着）

https://www.samco.co.jp/foundat
ion/recruitment/

2020/1/24 自然416 公益財団法人　武田科学振興財団

「ライフサイエンス研究助成」
生命科学分野の進歩・発展に貢献し、人類の健康増進に寄与す
る独創的な研究を行い、国内の医学・歯学・薬学系以外の大学
に所属する2020年4月1日現在の年齢が満45歳未満の研究者を
支援する。

200万円/件 2020/1/7
2020/3/16

専用HPにて応募
https://www.takeda-
sci.or.jp/assist/lifescience.html

2020/1/24 自然417 公益財団法人　武田科学振興財団

「生命科学研究助成」
生命科学分野における新たな発見に貢献し、当該分野の進歩・
発展基盤となる独創的な研究を行う、2020年4月1日現在の年齢
が満55歳未満の研究者を支援する。

1,000万円/件 2020/1/7
2020/3/16

専用HPにて応募
http://www.takeda-
sci.or.jp/assist/life.html

が満55歳未満の研究者を支援する。

2020/1/24 自然418 一般財団法人　東洋水産財団

「学術奨励金　一般研究枠」
食品科学（加工・保蔵、安全性、機能性、水産分野におけるバイ
オテクノロジー、未利用資源又は廃棄物の有効利用等）に関す
る研究を支援する。

200万円
（上限）

-
2020/3/25

メール提出及び郵送提出
（必着）

http://toyosuisanzaidan.or.jp/aca
demic/index.html

2020/1/24 自然419 公益財団法人　大川情報通信基金
「大川賞」
情報・通信分野における研究、技術開発等において顕著な社会
的貢献をされた方を表彰する。

副賞　1,000万円 -
2020/3/31

（必着）

http://www.okawa-
foundation.or.jp/application/okaw
a_prize.html

2020/1/24 自然420 一般財団法人　杉山産業化学研究所
「研究助成」
健康な暮らしを支える産業に寄与することを目的とする、医薬・
食品・健康・環境保全等の分野に結びつく研究を支援する。

50～100万円/件 -
2020/3/31

（必着）
http://www.sugiyama-c-i-
l.or.jp/youkou2020.html

食品・健康・環境保全等の分野に結びつく研究を支援する。
（必着） l.or.jp/youkou2020.html

2020/1/24 自然423 特定非営利活動法人　酵母細胞研究会
「地神芳文記念研究助成金」
酵母および糖鎖研究を始めとする生物科学研究の発展に資す
る、2020年4月1日現在39歳以下の研究者を支援する。

50万円
（上限）

-
2020/4/17

（必着）
http://www.yeast.umin.jp/grantin
aid.html

2020/2/20
人社237
自然426

大学共同利用機関法人　人間文化研究機構

「国立歴史民俗博物館　共同研究員」
同館の研究者と下記課題について共同で研究を行う共同研究
員を公募する。
・日本植物文化史の分野横断的な検証と展示手法の再構築 
・定期市からみた地域の生活文化の歴史と多様性に関する研究

調査・研究旅費等に要
する費用（交通費、宿泊

費）
-

2020/2/21
（必着）

https://www.rekihaku.ac.jp/resea
rch/list/joint/recruit/index.html
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2020/2/20
人社238
自然428

　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【持続可能開発目標達成支援事業】
環境・エネルギー分野、生物資源分野、防災分野の3分野で、我
が国の科学技術イノベーションを活用して途上国での持続可能
な開発目標（SDGs）達成に貢献するとともに、我が国発の研究
成果等の海外展開を促進を図る。国際共同研究に関する実績
があり、社会実装に繋がることが見込まれる研究成果が生まれ
ていることを前提とする。 
① Aタイプ
途上国等と国際共同研究の研究成果を用いた実証試験等を行

① 9,000円/件
② 3,000円/件

（間接経費含む、上限）
2020/2/12

2020/3/3 12:00
e-Rad申請

（厳守）

https://www.jst.go.jp/global/koub
o_sdgs.html

うことで研究成果の社会実装に向けた障壁緩和を目指す。
② Bタイプ
国際共同研究の研究成果を社会実装に繋げるための小規模な
実証試験（FS）を行うことで、社会実装を実現する上で解決が必
要な課題を明らかにすることを目指す。

2020/2/20
人社239
自然432

在日オーストラリア大使館

「豪日交流基金助成金プログラム」
下記豪日交流基金戦略計画の優先分野に関する、斬新なプロ
ジェクトの提案に資金援助を行う。
・啓蒙・情報コミュニケーション
・経済外交・地政学
・教育・オーストラリア研究
・科学イノベーション
・社会・文化・スポーツ

１万～4万豪ドル/件
（約75万円～300万円）

2020/2/5
7：00

2020/3/26 12：00
専用HP上にて応募

https://japan.embassy.gov.au/tky
ojapanese/ajf_grants.html

2020/2/20
人社241
自然434

公益財団法人　日本生命財団（ニッセイ財団）

「ニッセイ財団環境問題研究助成」
①学際的総合研究
人間活動と環境保全との調和に関する、下記2課題に関連する
学際的総合研究を支援する。
・人口減少社会における持続可能な地域づくり
・気候変動の影響や自然災害に対する適応力の強化
②若手研究・奨励研究
人間性豊かな生活環境の確立に資する環境問題研究を行う、45
歳未満（1975年4月１日以降生まれ）の研究者を支援する。着想
豊かな新しい分野への挑戦的研究を期待します。

①
1,000万円～1,500万円/

件

②
50万円～150万円/件

2020/2/3
2020/4/6

（消印有効）
http://www.nihonseimei-
zaidan.or.jp/kankyo/02.html

2020/2/20
人社243

日本フードサービス学会
「第17回　研究助成」
フードサービス産業が直面する課題解決に繋がる研究を支援す

50 万円
-

2020/4/20
メール提出

http://www.jfgakkai.jp/news/2_lis
2020/2/20

人社243
自然437

日本フードサービス学会 フードサービス産業が直面する課題解決に繋がる研究を支援す
る。

50 万円
（上限）

- メール提出
（必着）

http://www.jfgakkai.jp/news/2_lis
t_detail.html

2020/2/20 自然427 公益財団法人　琵琶湖・淀川水質保全機構

「水質保全研究助成」
下記課題に関する調査研究を支援する。
・プランクトンの異常繁殖や異臭味の発生など新たな富栄養化
の課題・視点
・流域水環境管理のための水質やその指標
・安全で安心な水のための健康リスク

80万円
（上限）

2020/1/16
2020/2/28

メール提出又は郵送提出
（必着）

http://www.byq.or.jp/josei/hozen
kenkyu_r02.html

2020/2/20 自然429 公益財団法人　荏原畠山記念文化財団
「研究助成」
風水力・流体機械、環境・エネルギー・バイオマス、半導体製造
装置及びプロセスに関する研究を支援する。

70万円/件
（基準額）

2020/1/17
2020/3/11
メール提出

https://www.ebara.co.jp/csr/foun
dation/topics.html
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2020/2/20 自然430
　国立研究開発法人　日本医療研究開発機
構（AMED）

【認知症研究開発事業】
認知症の実態把握、予防、診断、治療及びケア等に関する重点
的な研究を推進する。
① 若年性優性遺伝性アルツハイマー病に関する多元的臨床
データ収集と共有化による効率的な病態解明
② 認知症早期発見に資する新規バイオマーカー等の開発研究
③ 認知症バイオマーカー等の研究における対象者への情報伝
達方法に関する研究

① 1,150万円程度/年
② 1,500万円程度/年
③ 380万円程度/年

（いずれも直接経費の
み）

2020/2/13
2020/3/11 12：00

e-Rad申請
https://www.amed.go.jp/koubo/0
1/04/0104B_00045.html

2020/2/20 自然431
公益財団法人　コーセーコスメトロジー研究財
団

「大学講座研究助成」
以下3分野のいずれかの研究に取り組む、大学講座等（研究
室、研究ユニット、プロジェクト等を含む、設置基準段階も可）を
支援する。
・皮膚疾患の予防医学
・化粧品の機能性
・化粧とQOL

1,000万円/年、2,000万
円/年又は3,000万円/

年
（額は申請者が選択す

る）

2020/1/10

2020/3/12
専用HP上にて応募

及び郵送提出
（必着）

https://www.cosmetology.or.jp/re
search_support/university3.html

2020/2/20 自然433 公益信託　タカラ・ハーモニストファンド

「タカラ・ハーモニストファンド助成」
下記に関する実践的な活動及び研究を支援する。
・日本国内の森林・草原、木竹等の緑を保護、育成
・日本国内の海、湖沼、河川等の水辺の良好な自然環境整備
・日本国内の緑と水に恵まれた良好な自然環境の保全、創出

50万円/件
（想定平均額）

－

2020/3/31
メール提出及び簡易書留

にて提出
（必着）

https://www.takarashuzo.co.jp/e
nvironment/fund/yoko.htm

2020/2/20 自然435 一般財団法人　水源地環境センター
「ＷＥＣ応用生態研究助成」
ダムに係わる応用生態工学の課題に適応した研究を支援する。

100万円/年
又は150万円/2年

（上限）
2020/2/6

2020/4/6  18:00
メール提出

http://www.wec.or.jp/support/se
ason/index.html

2020/2/20 自然436 一般財団法人　一樹工業技術奨励会
「助成金」
工業技術に関する調査及び研究 (発明及び考案を含む)を支援
する。

100万円
（上限）

2020/2/1
2020/4/15
メール提出

https://www.miyazaki-
nikkiso.co.jp/ichiju/

2020/2/20 自然438 一般財団法人　バイオインダストリー協会

「バイオインダストリー奨励賞」
バイオサイエンス、バイオテクノロジーに関連する応用を指向し、
医薬・ヘルスケア、食品・第一次産業、化学・材料・環境・エネル
ギー等の各分野で産業創出に資する研究を行う、2020年4月1日
において年齢45歳未満の研究者に同賞を授与する。

副賞　30万円 2020/1/16
2020/4/20

専用HPにて応募
https://www.jba.or.jp/jba/osirase
/420.php

において年齢45歳未満の研究者に同賞を授与する。

2020/2/20 自然439 経済産業省

【戦略的基盤技術高度化支援事業（サポイン事業）】
中小企業・小規模事業者が大学・公設試等の研究機関等と連携
して行う、製品化に繋がる可能性が高い研究開発、試作品開発
等及び販路開拓への取組を支援する。
※中小企業、大学、公設試等による共同体の構成を要件とす
る。

4,500万円以下/年
7,500万円以下/2年
9,750万円以下/3年

（いずれも上限）
※大学は定額補助

2020/1/31
2020/4/24 17:00

e-Rad申請

https://www.chusho.meti.go.jp/ke
iei/sapoin/2020/200131mono.htm
l

2020/2/20 自然440 一般財団法人　金森財団

「研究助成」
下記分野における、独創的で新規性があり、かつ将来の発展性
がある研究を行う、2020年1月4日現在満40歳以下の研究者を支
援する。
対象：電気電子工学、光学関連、機械工学、化学関連、医療機
器関連、環境･エネルギー関連、材料工学、農学 (機能性食品
等)

100万円（上限） 2020/1/4
2020/4/30

（必着）
http://www.kanamori-
foundation.or.jp/kenkyu.html

等)
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2020/2/20 自然441 公益財団法人　ひと・健康・未来研究財団
「研究助成」
健全な食生活と予防医学又は自然との共生等に関する、食品、
環境、医学及び福祉の各分野の研究を支援する。

20万円～100万円
/件

2020/4/1
2020/4/30
（消印有効）

http://www.jnhf.or.jp/subsidy_1.ht
ml

2020/3/19
人社246
自然444

公益財団法人　村田学術振興財団

「第36回　研究助成」
エレクトロニクスを中心とする自然科学の研究、及び国際化にと
もなう法律、経済、社会、文化等の諸問題に関する人文・社会科
学の研究を支援する。

自然科学　100万円～
300万円程度/件

人文・社会科学　50万
円

～200万円程度/件

2020/3/9

2020/4/3　電子申請
及び

2020/4/8 書類提出
（必着）

https://corporate.murata.com/ja
-jp/group/zaidan/requirement

学の研究を支援する。
～200万円程度/件

（必着）

2020/3/19
人社247
自然445

一般財団法人　日本健康開発財団

「第46回　研究助成」
以下の課題に関する、先進的、独創的研究で、未発表のものを
支援する。
・温泉療法・入浴等に関する研究
・温泉療法等を導入した保養システム等に関する研究
・その他、当財団事業に関連し、国民の健康づくりに関する研究

300万円～500万円程度
（事業総額）

－
2020/4/10

メール提出及び郵送提出
（必着）

https://www.jph-
ri.or.jp/research/index.html#02

2020/3/19
人社248
自然446

公益財団法人　国際花と緑の博覧会記念協
会

「コスモス国際賞」
自然科学、人文・社会科学及び芸術的分野等まで多岐の分野を
対象とし、全ての生命現象に関し、地球的視点における生命体
相互の関係性、統合性の本質の解明を図る研究や業績を表彰
する。

副賞　4,000万円 -

2020/4/10
専用HP上にて応募、又は
メール、FAX、郵送にて提

出
（必着）

https://www.expo-
cosmos.or.jp/main/cosmos/reco
mmend_index_2020.html

2020/3/19
人社251
自然447

公益財団法人　セコム科学技術振興財団

「一般研究助成」
国民の健康で安全な生活の確保、災害防止等国民生活に密着
した研究を行う、59歳以下（2020年10月1日時点）の研究者を支
援する。
初年度は準備研究として実施し、1年後の審査で継続可となった
場合は本格研究に移行できる。

準備研究 500万円 
本格研究 1,500万円/年

（ともに上限）
2020/3/24

2020/4/14
（必着）

https://www.secomzaidan.jp/ippa
n.html

2020/3/19
人社254
自然448

公益財団法人　戸部眞紀財団

「研究助成」
化学、食品科学、芸術学/デザイン学、体育学/スポーツ科学及
び経営学の各分野における、2020年4月1日現在40歳以下の研
究者を支援する。

100万円/年 －
2020/4/20

（必着）
http://www.tobe-
maki.or.jp/grant/

人社255

「バイオインダストリー大賞」
バイオサイエンス、バイオテクノロジー及びバイオインダストリー
の各分野における、自然科学及び人文・社会科学分野の研究・ 2020/4/20 https://www.jba.or.jp/jba/osirase

2020/3/19
人社255
自然449

一般財団法人　バイオインダストリー協会
の各分野における、自然科学及び人文・社会科学分野の研究・
技術開発及び産業化推進活動で、バイオインダストリーの発展
に大きな貢献をなした、又は今後の発展に貢献をなすと期待さ
れる業績を上げた研究者を表彰する。

副賞　300万円 2020/1/16
2020/4/20

専用HPにて応募
https://www.jba.or.jp/jba/osirase
/4416.php

2020/3/19
人社257
自然450

公益社団法人　全国老人福祉施設協議会

「調査研究助成」
老人福祉及び介護サービスの質の向上に係る調査研究を支援
する。
① 課題研究テーマ
・介護現場におけるケアの標準化
・介護予防・認知症予防
・介護現場の生産性向上に資する経営・マネジメント
② 自由研究テーマ
上記①以外の老人福祉及び介護に関する調査研究

① 500万円
② 100万円

（ともに上限）
-

2020/4/30
メール提出又は郵送提出

（消印有効）

http://www.roushikyo.or.jp/conte
nts/research/promotion_services
/detail/15
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2020/3/19
人社259
自然451

公益財団法人　一般用医薬品セルフメディ
ケーション振興財団

「助成（調査・研究課題）」
下記テーマに沿う、 一般用医薬品等を通じたセルフメディケー
ションの振興に資する調査研究を支援する。
・一般用医薬品又は要指導医薬品の適正使用、表示方法、又は
その他の情報提供 
・一般用医薬品又は要指導医薬品の開発、試験 
・一般用医薬品又は要指導医薬品に関する国民のニーズ、意識
の動向、又はその他社会経済的評価 
・セルフメディケーション普及活動に携わる人材育成 
・セルフメディケーションを取り巻く教育、制度（セルフメディケー

200万円
（上限）

2020/3/1 2020/4/30
http://www.otc-
spf.jp/application/index.html

・セルフメディケーションを取り巻く教育、制度（セルフメディケー
ション税制度含む）、又は環境

2020/3/19
人社262
自然457

NPO法人　モバイル・コミュニケーション・ファ
ンド

「第19回　ドコモ・モバイル・サイエンス賞」
下記3部門における、移動通信に関する満50歳未満（1971年以
降生まれ）の研究者の研究成果・論文を表彰する。
・先端技術部門：移動通信に関連した先端技術を対象
・基礎科学部門：移動通信に関連した基礎科学を対象
・社会科学部門：情報通信に関連した社会科学において、実証
的に分析したもの、又はモバイル・メディアの活用に繋がるもの
を対象

各部門優秀賞
600万円/件

2020/3/2
2020/5/29

メール提出及び郵送提出
（必着）

http://www.mcfund.or.jp/mobiles
cience/entry.html

「高齢社会助成」
下記テーマに沿う実践的課題研究を、①・②の2枠で支援する。
実践家（社会福祉士、介護福祉士、看護師、理学療法士、保健
師、臨床心理士等現場の職員）の参画を要件とする。

2020/3/19
人社265
自然459

公益財団法人　日本生命財団（ニッセイ財団）
・いつまでも地域で高齢者が安心した生活が送れるまちづくり
（地域包括ケアシステム）の推進
・人生100年時代の高齢者の生きがい・自己実現・就業支援
・認知症の人が地域で安心した生活ができるまちづくり
① 実践的課題研究助成
② 若手実践的課題研究助成：2020年4月1日現在45才未満の研
究者を対象とする。

① 400万円/2年
② 100万円

（ともに上限）
2020/12/9

2020/6/15
（消印有効）

http://www.nihonseimei-
zaidan.or.jp/kourei/02.html

129と統合

2020/3/19
人社266
自然460

公益財団法人　DNP文化振興財団

「グラフィック文化に関する学術研究助成 」
下記テーマに沿う、人文社会科学、自然科学を問わず幅広い学
問領域のグラフィックデザイン、グラフィックアートに関する研究
を支援する。
A部門：グラフィックデザイン、グラフィックアート全般
B部門：グラフィック文化に関するアーカイブ

50万円/年
（上限）

2020/4/1

2020/6/19
メール提出及び簡易書留

にて提出
（必着）

http://www.dnp.co.jp/foundation/
grants/

【光・量子飛躍フラッグシッププログラム（Q-LEAP）】

2020/3/19 自然442 文部科学省

【光・量子飛躍フラッグシッププログラム（Q-LEAP）】
経済・社会的な重要課題に対して、量子科学技術を駆使して非
連続的な解決（Quantum Leap）を目指す、下記の2技術領域に
対する研究開発提案を募集する。
・量子情報処理
・量子計測・センシング

2.5億円～3.5億円/年
（間接経費含む）

2020/2/28
2020/3/23 17:00

e-Rad申請
https://www.mext.go.jp/b_menu/
boshu/detail/1418420_00002.htm

2020/3/19 自然443 三菱マテリアル株式会社

「産学共同研究」
下記12テーマに関連し、同社が現在推進している研究開発課題
に関して将来の事業化も見据えた共同研究を実施する。
同社のニーズやシーズと強くマッチし、事業性があると判断した
案件は、共同研究より範囲を広げた本格開発を行う。
1. 金属材料　2. 金属加工　 3. 金属樹脂複合　4. 粉体プロセス
5. 界面接合　6. 成膜・表面 7. 機能化学　　　　 8. 分離精製
9. 生産技術開発  10.CAE   11. 分析評価
12. その他（当社シーズの応用に関連する技術）

共同研究 200万円/年
本格開発 2,000万円/年

（ともに上限）
-

2020/3/31
専用HPにて応募

（必着）

http://www.mmc.co.jp/corporate
/ja/business/rd/koubo.html

12. その他（当社シーズの応用に関連する技術）
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2020/3/19 自然452 一般財団法人　材料科学技術振興財団

「第20回　山﨑貞一賞」
材料又は半導体及びAI・システム・ソフトウェア分野において、論
文発表、特許取得及び方法・技術の開発等を通じて、実用化に
つながる創造的業績を挙げた者を表彰する。

賞金　300万円 2020/3/15
2020/4/30 23：59
専用HPにて応募

https://www.mst.or.jp/Portals/0/
prize/japanese/application/applic
ation.html

2020/3/19 自然453 公益財団法人　メンタルヘルス岡本記念財団
「研究活動助成」
森田療法、神経症（不安症）及びその精神療法に関する研究等
を行う、申請時満50歳未満の支援する。

30万円～100万円程度/
件

2020/3/1
2020/4/30
（期限厳守）

http://www.mental-
health.org/kenkyu.html

2020/3/19 自然454 公益財団法人　永守財団

「研究助成」
モータ、アクチュエータ、発電機及びそれらの制御方法、その応
用技術等に関連する研究を行う、概ね39歳以下の研究者を支援
する。

100万円
（直接経費のみ、上限）

2020/2/12
2020/5/15

メール提出及び郵送提出
（消印有効）

http://www.nagamori-
f.org/subsidy/applicatioguidelines.
html

2020/3/19 自然455 株式会社　堀場製作所

「堀場雅夫賞」 
下記テーマに沿う、ライフサイエンス分野の分光分析・計測技術
で、開発や生産プロセスの効率化に繋がり、産業応用が可能と
なる技術分野の研究者に、同賞を授与する。
・蛋白質や細胞などの生産プロセス効率化に活用できる分光技
術を用いた計測・自動化に関する研究
・創薬分野における分光技術を用いた生体由来試料の分析手
法に関する研究

副賞 200万円
（100万円/年×2年）

2020/2/17 2020/5/15 http://www.mh-award.org/apply/

2020/3/19 自然456 公益信託　ＥＮＥＯＳ水素基金

「助成」
将来の水素エネルギー社会の実現に貢献できる研究であって、
水素の製造・輸送・貯蔵ならびにCO2固定化・削減に関連する技

術分野で、独創的かつ先導的な基礎研究を支援する。
40歳未満の研究者の応募を期待する。

1,000万円
（上限）

2020/4/1
2020/5/15

（必着）

http://www.smtb.jp/personal/ent
rustment/management/public/ex
ample/list.html

2020/3/19 自然458
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【日本・アジア青少年サイエンス交流事業（さくらサイエンスプラ
ン）】
「共同研究活動コース（Ｂコース）」
海外の公的機関に属するの40 歳以下の研究者（10名以内）を
招聘し、国際共同研究のテーマや計画の策定、予備的な実験な
ど共同研究を開始する、又は具体的な共同研究に参加させる活
動を対象する。
　※人文・社会科学のみに関わる研究は対象外とする。
対象　第2回：8月下旬以降～2021年3月15日で実施するもの

渡航費、国内旅費、プロ
グラム経費、謝金等

※金額は国籍、来日人
数、交流計画等による

第2回
2020/3/3

第3回
2020/6/2

第4回
2020/9/2

第2回　2020/6/1
第3回　2020/9/1
第4回　2020/11/5

メール提出

https://ssp.jst.go.jp/form/index.h
tml#M4

対象　第2回：8月下旬以降～2021年3月15日で実施するもの
　　　　第3回：11月下旬以降～　　　　　　　　　　　〃
　　　　第4回：2021年1月下旬以降～　　　　　　　〃

2020/3/19 自然461
公益財団法人　第一三共生命科学研究振興
財団

「研究助成」
生命科学、特に疾病の予防と治療に関する基礎的研究及び臨
床への応用的研究を行う、50歳未満（2020年4月1日現在）の研
究者を支援する。

200万円/件
（100万円/年×2年）

2020/4/1
2020/6/30

専用HPにて応募
http://www.ds-
fdn.or.jp/support/index.html

2020/3/19 自然462 公益財団法人　発酵研究所

「研究助成」
微生物（細菌、アーキア、菌類、微細藻類）の分類、基礎研究及
び応用研究を、下記の3枠で支援する。
① 一般研究助成
② 大型研究助成
③ 若手研究者助成：35歳以下の研究者を対象

①  300万円/件
② 1,000万円/件
③ 300万円/件

※③は研究費及び
生活費として支給

　2020/7/1
9:00

　2020/7/31 12:00
専用HP上にて応募

http://www.ifo.or.jp/research/inf
o.html

③ 若手研究者助成：35歳以下の研究者を対象
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※実施予定あり（2021年度募集として）
「海外共同研究支援助成」

公益財団法人　第一三共生命科学研究振興
財団

海外の学者との共同研究を行っている、日本国内在住の生命科
学分野を専攻する研究者で、海外の研究者との共同研究を目的
とした、海外渡航或いは海外の研究者を招聘する研究者を支援
する。

50万円/件
http://www.ds-
fdn.or.jp/support/overseas.html

公益財団法人　第一三共生命科学研究振興
財団

※実施予定あり（2021年度募集として）
「研究会・シンポジウム開催助成」
生命科学分野に関する国際シンポジウムの中で、過去に海外で
開催され、助成対象期間に日本にて開催される国際シンポジウ
ムの開催を支援する。

50万円/件
http://www.ds-
fdn.or.jp/support/overseas.html

人社 公益財団法人　松下幸之助記念志財団

「研究助成（人文科学・社会科学領域）」
国際相互理解の促進・わが国と諸外国との間に介在する諸問題
の解決又は自然と人間との共生に関する諸施策の提案及び調
査研究を行う、申請書提出時で博士後期課程終了後5年以内の
研究者を支援する。

50万円
（上限）

2020/4/1
2020/5/9　23：59
専用HPにて応募

（必着）

http://matsushita-konosuke-
zaidan.or.jp/works/research/pro
motion_research_01.html

研究者を支援する。

人社
自然

公益財団法人　住友財団

「環境研究助成」
深刻化する環境問題の理解および解決のための学際研究また
は国際共同研究
環境問題の解決・改善に資する研究を支援する。
①一般研究：環境に関する研究
環境問題の解決・改善に向け、多面的アプローチ（人文科学・社
会科学・自然科学）からの研究を支援する。東日本大震災等震
災関連の研究や放射能汚染などの原発事故に関わる研究も歓
迎する。
②課題研究：
”深刻化する環境問題の理解および解決のための学際研究また

①　500万円
②　1,000万円
（ともに上限）

-

2019/6/10
メール提出（必着）

かつ
2019/6/30

郵送提出（必着）

http://www.sumitomo.or.jp/html/
kankyo/kankyou.htm

【戦略的研究推進事業（ＣＲＥＳＴ）】
「フランスANRとの日仏共同提案」

フランス研究者による

自然
　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

以下の2研究領域について、通常の研究提案に加えて、日仏共
同研究グループによる共同研究の提案を募集する。
・革新的力学機能材料の創出に向けたナノスケール動的挙動と
力学特性機構の解明
・数学・数理科学と情報科学の連携・融合による情報活用基盤
の創出と社会課題解決に向けた展開
※JST及びANR双方への申請を要件とする。

JST支援額
***円/件

（直接費総額、上限）

フランス
2020/2/6

日本
2020/*/*

フランス研究者による
現地提出期日

2020/5/6　10:00
（中央ヨーロッパ夏時間）

※日本研究者は*/* 
e-Rad申請

http://www.jst.go.jp/kisoken/bos
huu/teian/top/info/info_01.html
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　国立研究開発法人　科学技術振興機構
（JST）

【戦略的創造研究推進事業（社会技術研究開発）】
「SDGs の達成に向けた共創的研究開発プログラム」
SDGs 達成に向けて、地域における社会課題に対するソリュー
ションを創出するため、既に得られている技術シーズを活用し、
研究者と社会課題に取り組む当事者（協働実施者）が一緒に研
究開発を行う。
① シナリオ創出フェーズ
社会課題の特徴を抽出してボトルネックを分析・明確化し、技術
シーズを活用した解決策を検討し、可能性試験を実施してロード
マップを作成し、2030 年度迄にSDGs を達成する構想（シナリ
オ）を創出する。
② ソリューション創出フェーズ
シナリオに基づき研究開発を行い、地域での実証試験を経て社

① 600万円程度/年

② 2,300万円程度/年

（ともに上限、
直接経費のみ）

2019/6/3
2019/7/29 12：00

e-Rad申請
https://www.jst.go.jp/ristex/exam
in/sdgs/solve.html

シナリオに基づき研究開発を行い、地域での実証試験を経て社
会課題の解決策の有効性、及び他地域展開への適用可能条件
や環境設定を提示する。並行して、プロジェクト終了後の自立的
継続計画（事業計画）の策定及び計画実行の準備を行う。

自然 公益財団法人　山崎香辛料振興財団
「研究助成」
香辛料の基礎的研究並びに香辛料の原材料や応用などの関連
分野に関する研究を支援する。

100万円/件
（基準額）

- 2020/5/15(必着)
http://yamazakispice-
promotionfdn.jp/bosyu_yoryo.sht
ml

自然 文部科学省

【英知を結集した原子力科学技術・人材育成推進事業】
「共通基盤型原子力研究プログラム」
廃炉を含む原子力学に係る共通基盤研究であり、共通基盤的な
研究や情報処理等の原子力分野以外の技術に関するものも含
めた共通基盤の構築に資する研究を支援する。

①　500万円
②　1,000万円

（ともに上限、間接経費
2020/3/17

2020/4/14 17:00
e-Rad申請

https://fukushima.jaea.go.jp/hairo
/task/2019_eichi.html

① 若手研究
研究開始年度の4月1日において、39歳以下の研究者を対象
② 一般研究

含む）


