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2021/4/30 自然科学
ミレニアム・サイエンス・フォーラム

「サー・マーティン・ウッド賞」

	日本における研究機関で、凝縮系科学における優れた業績をあげた45歳以下
（2021年4月1日現在）の若手研究者

50万円及び英国大学
における講演旅行

2021/7/12

2021/4/30 自然科学
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、2022年4月1日の時点で38歳未
満の研究者を支援する。
申請者の所属する機関の長（学部長・研究科長・学科長・専攻長・センター長・
研究所長など）の推薦を必要とします。

80万円/件 2021/04/01 2021/5/31

2021/4/30
人文社会学・自
然科学

一般財団法人　キヤノン財団
「新産業を生む技術」

「新産業を生む科学技術」プログラムは、新産業の実現につながる新しい価値の
創出をめざし、そのために必要な技術を確立する研究、およびその基礎となる科
学技術研究に対して助成を行います。

2000万円
（上限）

2021/06/01 2021/6/30

2021/4/30 自然科学
一般財団法人　日本デジタル道路地図協会

「研究助成」

分野Ⅰ（DRM 特定分野）
（Ⅰ－１） DRM データベースを利用した道路管理に該当する研究テーマ
（Ⅰ－２） センシングデータ（道路沿線点群データ）を利用した道路管理に該当
するテーマ
（Ⅰ－３） DRM データベースを利用したコンテンツ情報、流通に関するテーマ
（Ⅰ－４） 道路地図の標準化（ISO 化）に関するテーマ
（Ⅰ－５） 走行時記録画像による道路沿線点群データ生成に関するテーマ
分野Ⅱ（デジタル道路地図データベースに関連する一般分野）
現在 DRM 協会が提供するデジタル道路地図データベースに関連し、次に該当
する研究
（Ⅱ－１） デジタル道路地図関連の情報収集や資料収集の方法に関する研究
（Ⅱ－２） デジタル道路地図の作成方法に関する研究
（Ⅱ－３） デジタル道路地図の精度及び鮮度向上に関する研究
（Ⅱ－４） デジタル道路地図及び応用システムの高度化に関する研究
（Ⅱ－５） デジタル道路地図の利活用に関する研究
（Ⅱ－６） デジタル道路地図の新しい概念や形態に関する研究
（Ⅱ－７） その他、デジタル道路地図に関する研究

Ⅰ　200万円
Ⅱ　１00万円

（いずれも上限）
2021/04/01 2021/5/25

2021/4/30 自然科学
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）

2021/04/01 2021/5/31

http://www.msforum.jp/about_sir_martin/nomination_details/
http://www.msforum.jp/about_sir_martin/nomination_details/
http://www.ion.or.jp/grant.html
http://www.ion.or.jp/grant.html
https://www.canon-foundation.jp/aid_industrial_base/information.html
https://www.canon-foundation.jp/aid_industrial_base/information.html
http://www.drm.jp/research/system.html
http://www.drm.jp/research/system.html
http://www.bosaikyo.jp/application/app-info_for_subsidy-y.html
http://www.bosaikyo.jp/application/app-info_for_subsidy-y.html
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2021/4/30 自然科学
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」を支援します。
特に応援したい研究者は、「個人型研究を新たに提案する研究者」、「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」、「ライフイベント（出産、育児、介護）と研究を両立させている研究者」です。

200万円/件 2021/04/01 2021/5/31

2021/4/30 自然科学
公益財団法人　スズキ財団

「課題提案型研究助成」

自動車に代表される移動体の情報・通信、および移動体の制御に関して想定さ
れる課題を提起して、その解決方法に向けた方策を提案する。。

1,000万円
（上限）

2021/04/01 2021/5/21

2021/4/30
人文社会学・自
然科学

公益財団法人　ロッテ財団
「奨励研究助成(A) ・(B)」

本助成は、将来、国際的に活躍する可能性を秘めた、優秀で志の高い若手研
究者（本年4月1日時点で原則※40歳以下の方）を対象とした助成制度です。自
然科学から人文・社会科学にわたる「食と健康」の分野において、独創的・先端
的な研究に専念する優れた若手研究者を助成します。

奨励研究助成(A)
300万円/最長3年
奨励研究助成(B)

100万円/年
（ともに上限）

2020/04/01 2021/6/4

2021/4/30
人文社会学・自
然科学

公益財団法人　ロッテ財団
「研究者育成助成・ロッテ重光学術賞」

本助成は、「食と健康」の分野において、優れた若手研究者がわが国トップクラス
の研究者として成長することを願い、それにふさわしい支援を行おうとするもので
あり、国内の民間助成としては新しい形態の助成制度です。助成対象者には、
テニュア職に就くことを目標に、育成支援教員の下で安定した研究の場を確保し
つつ、研究に必要な資金を長期にわたり助成します。
本年4月1日時点で原則※40歳以下の博士号取得者。

1,500万円/年
（最長5年間）

2020/04/01 2021/6/25

2021/4/30 自然科学
公益財団法人　井上科学振興財団

「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、2013
年4月1日以降に学位を取得した研究者を助成する。所属長の許可を得た上で
の自薦とする。

500万円/件 2021/04/01 2021/7/30

2021/4/30
人文社会学・自
然科学

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。助成年度開始時（2022年4月1日時点）に自然科学系で
は40歳以下、人文・社会科学系では50歳以下の研究者の応募を期待する。

100万円/件 2021/07/01 2021/9/13

https://www.astellas-foundation.or.jp/assist/gist.html
https://www.astellas-foundation.or.jp/assist/gist.html
http://www.suzukifound.jp/02program/program03.html
http://www.suzukifound.jp/02program/program03.html
http://www.lotte-isf.or.jp/applicants2.html
http://www.lotte-isf.or.jp/applicants2.html
http://www.lotte-isf.or.jp/applicants1.html
http://www.lotte-isf.or.jp/applicants1.html
http://www.inoue-zaidan.or.jp/f-03.html
http://www.inoue-zaidan.or.jp/f-03.html
https://www.inamori-f.or.jp/recipient/
https://www.inamori-f.or.jp/recipient/
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2021/4/30 自然科学
公益財団法人　稲盛財団

「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牽引する人材育
成を図る。
『「物質・材料」研究の前線開拓』
助成年度開始時（2022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）
2021/05/21 2021/7/29

2021/4/30 自然科学
公益財団法人　興和生命科学振興財団

「研究助成」

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研究者、または研究グ
ループで行われるもの。ただし、申請者の年齢は、推薦締切日[令和３年５月３１
日]の時点で､満４０歳未満であること。
A) 「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」
B) 「生命科学における計測と情報の科学技術とその臨床応用に関する研究」

100万円
（上限）

2021/04/01 2021/5/31

2021/4/30 自然科学
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）

2021/04/01 2021/5/14

2021/4/30 自然科学
公益財団法人　持田記念医学薬学振興財団

「研究助成」

下記の研究対象の領域に属する研究を国内において行う研究者で、誕生日が
1976年4月1日以降の方。

　1) バイオ技術を基盤とする先端医療に関する研究
　2) バイオ技術を基盤とするゲノム機能／病態解析に関する研究
　3) 免疫／アレルギー／炎症の治療ならびに制御に関する研究
　4) 循環器／血液疾患の病態解析／治療制御に関する研究
　5) 創薬・創剤の基盤に関する研究
　6) 創薬とその臨床応用に関する研究

300万円/件 2021/03/01 2021/5/6

2021/4/30
人文社会学・自
然科学

公益財団法人　住友財団
「環境研究助成」

一般研究
 　環境に関する研究（分野は問いません。）

　課題研究
　 2021年度募集課題
 　「地球規模で深刻化する環境問題とポストコロナの時代での社会変化に関す
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）

2021/6/9

2021/4/30 自然科学
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
で基礎研究で萌芽的なもの（それぞれの分野における工学の基礎となるものを
含む。）

500万円
（上限）

2020/04/15 2021/6/9

https://www.inamori-f.or.jp/inaris/
https://www.inamori-f.or.jp/inaris/
http://www.kowa.co.jp/kzd/study_grant.html
http://www.kowa.co.jp/kzd/study_grant.html
http://yamazakispice-promotionfdn.jp/bosyu.shtml
http://yamazakispice-promotionfdn.jp/bosyu.shtml
http://www.mochida.co.jp/zaidan/kenkyu.html
http://www.mochida.co.jp/zaidan/kenkyu.html
http://www.sumitomo.or.jp/html/kankyo/kankyou.htm
http://www.sumitomo.or.jp/html/kankyo/kankyou.htm
http://www.sumitomo.or.jp/html/kiso/kisokagaku.htm
http://www.sumitomo.or.jp/html/kiso/kisokagaku.htm
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2021/4/30 自然科学
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 2021/5/31

2021/4/30 自然科学
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、2021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/件
A2　200万円/件
A3　300万円/件
（いずれも上限）

2021/04/01 2021/8/25

2021/4/30 自然科学
公益財団法人　鉄鋼環境基金

「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：2021 年 4 月 1 日時点において、
満年齢 39 歳（２年計画で申請する場合は 38 歳）以下の者、または
博士号取得後８年未満（２年計画で申請する場合は７年未満）の者
【募集課題】
http://www.sept.or.jp/02jyoseijigyou/01bosyuuyoukou/2020bosyuuyoukou.pdf

① 150万円/年
② 100万円/年
（ともに上限）

2021/04/01 2021/5/31

2021/4/30 自然科学
公益財団法人　東電記念財団

「国際技術交流援助 (海外渡航・滞在)（上期）」

「国際技術交流援助事業」は、電気・エネルギー関連の産業・生活に係わる技術
の向上を目的とした国際会議での研究成果発表や共同研究の打ち合わせを始
めとする様々な形での国際技術交流を支援いたします。
2022年4月1日時点で 40 才未満。
渡航内容を理解する大学教授級、または所属機関長級の研究者（いずれも論文
共著者は除く）等による推薦が必要です。

20万円（上限） 2021/04/01 2021/5/31

2021/4/30 自然科学
公益財団法人　内藤記念科学振興財団
「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11年未満の研究者を支援する。

600万円/件
（200万円×3年間）

2021/9/30

2021/4/30 自然科学
公益財団法人　内藤記念科学振興財団

「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）
2021/6/1

http://www.okawa-foundation.or.jp/application/okawa_prize.html
http://www.okawa-foundation.or.jp/application/okawa_prize.html
http://www.refec.org/
http://www.refec.org/
http://www.sept.or.jp/02jyoseijigyou/02sinnseisyo/sinseisyo.html
http://www.sept.or.jp/02jyoseijigyou/02sinnseisyo/sinseisyo.html
https://www.tmf-zaidan.or.jp/application.html
https://www.tmf-zaidan.or.jp/application.html
https://www.naito-f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?data=about
https://www.naito-f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?data=about
https://www.naito-f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?data=about
https://www.naito-f.or.jp/jp/joseikn/jo_index.php?data=about
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2021/4/30 自然科学
公益財団法人　日立財団

「日立感染症関連研究支援基金」

臨床研究や生物医学的研究ではなく、COVID-19禍が市民生活、政治・経済、
法制度、科学技術、地域社会、国際関係などに及ぼした影響についての人文社
会科学、政策科学、社会医学的側面からの調査分析や国際比較調査分析など
としますが、必ずしもCOVID-19の感染症に限定するものではありません。研究
対象国は日本に限定する必要はありません。

・複数の研究者（以下、「研究チーム」）による共同研究提案であること。
・研究チームには、必ず海外の大学または研究機関に所属している共同研究者
が含まれていること。

大型研究5000万円/
件

中型研究3000万円/
件

2021/04/01 2021/6/30

2021/4/30
人文社会学・自
然科学

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
ジェクトに助成します。純粋にアカデミックな研究も対象になりますが、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します。

100万円
（上限）

2021/04/15 2021/6/30

2021/4/30 自然科学
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. 人の活動を高度に支援するための革新的技術に関する研究
2. 革新的なモビリティ社会の創出を支える基盤技術に関する研究

1,000万円/件
（3年間）

2020/06/01 2021/8/31

2021/4/30
人文社会学・自
然科学

公益信託富士フイルム・グリーンファンド
FGF助成

研究助成を申請するものは、身近な自然環境の保全・活用の促進に関する具体
的な研究や、ふれあいの場としての緑地の質的向上を目指した実証研究等を
行っていること。

総額850万 2021/04/01 2021/5/6

2021/4/30
人文社会学・自
然科学

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　令和3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）


自然科学分野（感染
症関連）250万円（上

限）
人文・社会科学分野

50万円（上限）

2021/04/01 2021/5/17

http://www.hitachi-zaidan.org/works/environment/kurata/index.html
http://www.hitachi-zaidan.org/works/environment/kurata/index.html
https://system.nsam.or.jp/login/index.html
https://system.nsam.or.jp/login/index.html
https://www.yazaki-found.jp/applications/s_research.html
https://www.yazaki-found.jp/applications/s_research.html
http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/fgf_ken.htm
http://www.jwrc.or.jp/service/shintaku/fgf_ken.htm
https://www.pref.yamanashi.jp/shigaku-kgk/omura_project/wakatekennkyu.html
https://www.pref.yamanashi.jp/shigaku-kgk/omura_project/wakatekennkyu.html


HP掲載日 分野別 募集機関・事業名 募集内容 金額 受付開始 締め切り

2021/4/30
人文社会学・自
然科学

　国立研究開発法人　科学技術振興機構（JST）
「輝く女性研究者賞（ジュン アシダ賞）」

【輝く女性研究者賞】（女性研究者）
　原則40歳未満、ライフイベント等による研究活動休止期間を勘案
　科学技術に関連していれば研究分野は不問

【輝く女性研究者活躍推進賞】（機関）
　女性研究者の活躍推進に貢献する、他機関のモデルとなるような取り組みを
行っている機関

副賞　100万円 2021/04/01 2021/6/30

2021/4/30 自然科学
公益財団法人　マツダ財団

「マツダ研究助成」

助成の対象は、現在ならびに将来にわたって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といたします。
特に次のような研究分野の先進的・独創的な研究を期待します。

(1)機械に係わる研究分野
機械力学、熱・流体工学、材料力学、機械加工、成形加工、設計・生産工学、計
測制御、ロボティクス・メカトロニクス、機械材料などに係わる研究分野
(2)電子・情報に係わる研究分野
計算機、情報処理、情報通信、回路設計、人工知能、ロボティクス・メカトロニク
ス、マルチメディア、計測制御などに係わる研究分野
(3)化学系材料に係わる研究分野
無機材料、有機・高分子材料、複合材料の開発と高機能化に係わる研究分野
(4)物理系材料に係わる研究分野
金属材料、半導体、超伝導体、誘電体、磁性材料、光・量子エレクトロニクス、機
能デバイスなどに係わる研究分野
また、上記各研究分野において、循環・省資源に寄与する研究を歓迎します。

100万円/件 2021/04/12 2021/5/31

2021/4/30
人文社会学・自
然科学

公益財団法人　カシオ科学振興財団
「研究助成」

自然科学（特に電気・機械工学系）／（医学・生理学系）および人文科学の研究
を助成し、わが国の学術研究の振興に寄与しようとするものです。この目的達成
のため、大学研究機関の推薦協力を得て有意義な研究、特に若手研究者で萌
芽的な段階にある先駆的・独創的研究を重点的に選定し、本年度の研究助成を
行ないます。
https://casiozaidan.org/files/pdf/2020entry_josei.pdf#zoom=80

申請書類の入手が必要なため希望者は早めに研究支援センターにお申し出く
ださい。

＜特別テーマ＞ 500
万円

　＜基本テーマ＞ 300
万円

（ともに上限）

2021/04/30 2021/5/31

https://www.jst.go.jp/diversity/about/award/index.html
https://www.jst.go.jp/diversity/about/award/index.html
https://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/science_serach/index.html
https://mzaidan.mazda.co.jp/bosyu/science_serach/index.html
https://casiozaidan.org/naiyou/entry/
https://casiozaidan.org/naiyou/entry/


HP掲載日 分野別 募集機関・事業名 募集内容 金額 受付開始 締め切り

2021/3/20
人文社会学・自
然科学

NPO法人　モバイル・コミュニケーション・ファンド
「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（1972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

2021/03/01 2021/5/31

2021/3/20 自然科学
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 2021/03/11 2021/5/21

2021/3/20 自然科学
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
（上限）

2021/5/14

2021/3/20
人文社会学・自
然科学

公益財団法人　日本生命財団（ニッセイ財団）
「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、2021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
・新型コロナ感染下における高齢者ケアの実践 (2021 年度特別分野)

100万円
（上限）

2021/6/15

http://www.mcfund.or.jp/mobilescience/entry.html
http://www.mcfund.or.jp/mobilescience/entry.html
https://www.gas.or.jp/oshirase/20210311jyoseikinseido.pdf
https://www.gas.or.jp/oshirase/20210311jyoseikinseido.pdf
https://www.gas.or.jp/oshirase/20210311jyoseikinseido.pdf
http://yamazakispice-promotionfdn.jp/bosyu.shtml
http://yamazakispice-promotionfdn.jp/bosyu.shtml
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html
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2021/3/20
人文社会学・自
然科学

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」

本財団は２００１年より、研究者と実践家が協働して現場の実践をベースにして、
実践に役立つ成果をあげるための実践的研究への助成を行っています。 本年
度もこの実践的研究をより発展させていくために下記の分野の中の テーマ（表
1）に対する課題を明確にした実践的課題研究への助成を行います。
・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
・新型コロナ感染下における高齢者ケアの実践 (2021 年度特別分野)

400万円/2年
（ともに上限）

2021/6/15

2021/3/20 自然科学
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）

2021/04/01 2021/6/30

2021/3/20 自然科学

国立研究開発法人　日本医療研究開発機構
（AMED）

医療分野国際科学技術共同研究開発推進事業
（Interstellar Initiative）

AMEDは、本プログラムの令和3年度のテーマ「Healthy Longevity」に関する医
療研究分野の難課題の解決に対して、独創的なアイデアを持つ若手研究者
（Early Career Investigators）をニューヨーク科学アカデミー（NYAS）と共同で世
界各国から公募します。
求められる専門分野については、医学生物学分野だけでなく、自然科学（化学、
物理、数学等）やテクノロジー（AI、コンピューターサイエンス、エンジニアリング
等）、健康分野等（疫学、栄養学、看護学、行動科学等）など広く対象としていま
す。詳細は>公募要領（英文） PDFをご覧下さい。
なお、採択された場合には2021年9月10日～12日と2022年2月24～25日に米
国・ニューヨークで開催が予定されている2度のワークショップへの参加が求めら
れます。

約230万円 2021/03/05 2021/5/11

2021/3/20 自然科学

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】
「課題解決型廃炉研究プログラム」

廃炉基盤研究開発課題、潜在的な廃炉課題など、1Ｆ廃炉を着実に進展させる
ためのニーズに基づいた研究開発の推進により課題解決を目指す

4000万円
（ともに上限、間接経

費含む）
2021/03/19 2021/5/17

http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html
http://www.nihonseimei-zaidan.or.jp/kourei/02.html
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/public/example/list.html
https://www.smtb.jp/personal/entrustment/management/public/example/list.html
https://www.amed.go.jp/koubo/20/01/2001B_00009.html
https://www.amed.go.jp/koubo/20/01/2001B_00009.html
https://www.amed.go.jp/koubo/20/01/2001B_00009.html
https://www.amed.go.jp/koubo/20/01/2001B_00009.html
https://fukushima.jaea.go.jp/hairo/task/index.html
https://fukushima.jaea.go.jp/hairo/task/index.html
https://fukushima.jaea.go.jp/hairo/task/index.html
https://fukushima.jaea.go.jp/hairo/task/index.html
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2021/2/26
人文社会学・自
然科学

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およびバイオインダストリーの分野におけ
る自然科学および人文・社会科学分野の研究・技術開発および産業化推進活
動で、バイオインダストリーの健全な発展に大きな貢献をなした、または今後の発
展に大きな貢献をなすと期待される業績を上げた個人、少人数のグループまた
は組織とします。

副賞　300万円 2021/02/22 2021/5/6

2021/2/26 自然科学
株式会社　堀場製作所

「堀場雅夫賞」

ライフサイエンス分野の分光分析・計測技術
ライフサイエンス分野の中でも特に、先端の創薬および製薬に寄与する分光分
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
技術を対象とします。

・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
生産プロセスの効率向上に繋がる計測、自動化技術およびデータサイエンスを
活用した新しいプロセスコントロール手法に関する研究。

・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
先端創薬の飛躍的な進歩に繋がる技術で、特に細胞、微生物、細胞外微粒子
を対象としたもののうち将来の産業化や生産プロセスでの活用・効率化を視野に
入れた研究。

*マイクロ流体デバイスなどを用いた試料の前処理、データサイエンスを用いた
データ解析手法など、研究分野の壁を越えた研究開発を特に期待します。

副賞 200万円
（100万円/年×2年）

2021/02/15 2021/5/14

2021/2/26
人文社会学・自
然科学

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）

2021/04/01 2021/6/18

2021/2/26 自然科学
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（2021 年 4 月 1 日現在）の研究者を支援す
る。

100万円
（直接経費のみ、上

限）
2021/02/12 2021/5/15

https://www.jba.or.jp/images/award/5th_leaflet.pdf
https://www.jba.or.jp/images/award/5th_leaflet.pdf
https://www.horiba.com/jp/corporate-news/news/article/2021-68099/
https://www.horiba.com/jp/corporate-news/news/article/2021-68099/
http://www.dnp.co.jp/foundation/grants/
http://www.dnp.co.jp/foundation/grants/
http://www.nagamori-f.org/subsidy/applicatioguidelines.html
http://www.nagamori-f.org/subsidy/applicatioguidelines.html
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2021/2/26 自然科学
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）

2021/06/01 2021/7/31

2021/2/26 自然科学
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。

② 提案型：申請者自らが課題設定する研究
② 15万円程度/件 2021/6/18

2021/2/12 自然科学
　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３研究領域で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
同研究提案を募集します。
・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

・信頼されるAIシステムを支える基盤技術（CREST）


採択された場合、日本側グループはJST（CREST）から、フランス側グループは
ANRから、それぞれ支援を受けます。
応募にあたって日仏の研究代表者は共同研究提案書（英語、CREST-ANR共通
書式）を作成し、JST、ANR両機関に申請してください。両機関に申請されること
が審査の要件となります。

※JST及びANR双方への申請を要件とする。

JST支援額3億円/件
（直接費総額、上限）

2021/02/12 2021/5/6

2021/2/10
人文社会学・自
然科学

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・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 2021/02/22 2021/5/6

http://www.ds-fdn.or.jp/support/index.html
http://www.ds-fdn.or.jp/support/index.html
http://www.cat.hokudai.ac.jp/r3_kyoten.htmlhttp:/www.cat.hokudai.ac.jp/r3_kyoten.html
http://www.cat.hokudai.ac.jp/r3_kyoten.htmlhttp:/www.cat.hokudai.ac.jp/r3_kyoten.html
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
https://www.jst.go.jp/kisoken/boshuu/teian.html
https://www.jba.or.jp/images/award/5th_leaflet.pdf
https://www.jba.or.jp/images/award/5th_leaflet.pdf
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2021/2/10 自然科学
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、2021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 2021/02/22 2021/5/6

2020/7/1 自然科学
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。

② 提案型：申請者自らが課題設定する研究
② 15万円程度/件 2021/10/22

https://www.jba.or.jp/images/award/5th_leaflet.pdf
https://www.jba.or.jp/images/award/5th_leaflet.pdf
http://www.cat.hokudai.ac.jp/r3_kyoten.htmlhttp:/www.cat.hokudai.ac.jp/r3_kyoten.html
http://www.cat.hokudai.ac.jp/r3_kyoten.htmlhttp:/www.cat.hokudai.ac.jp/r3_kyoten.html

	公募情報出力データマクロ実行後 (5)

