
学術賞、研究助成一覧

名 称 連 絡 先 件 数 締 切 助成内容等 概 要

第 50回三菱財団
自然科学研究助成

（公財）三菱財団
☎（03）3214-5754
〒 100-0005
千代田区丸の内 2-3-1

総額
3億 3,000万円

2019年
2月 6日

1件当たり
2,000万円まで

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。2019年度は 50周年記念特
別助成として「若手助成」を新設。

山田科学振興財団
2019年度研究援助

（公財）山田科学振興財団
☎（06）6758-3745
〒 544-8666
大阪市生野区巽西 1-8-1

15件程度
本学会の
推薦枠は 5件

2019年
2月 22日

1件当たり
100～ 500万円、
総額 3,000万円

自然科学の基礎的研究に対して
の研究費援助。
推薦書は山田財団HPより
ダウンロード
http://www.yamadazaidan.jp/

山田科学振興財団
国際学術集会開催助成
（2021年開催）

総額
800万円以内

2018年
4月 1日～
2019年
2月 22日
（募集期間）

総額
800万円以内

以下の要件を満たす学術集会を
山田コンファレンスもしくは山
田シンポジウムと称し、これら
の開催を援助する。
①基礎科学の適切なテーマにつ
いて、国際的視野で最高レベ
ルの研究を総括する。
②研究者の世代間の対話によっ
て、若い世代の研究の発展の
基礎を構築する。
③異分野間の交流を図り、cross-

disciplinaryな討論を通じて新
しい発展を模索する。
詳細 山田財団 HP参照。

第 35回国際生物学賞

国際生物学賞委員会
☎（03）3263-1724
〒 102-0083
千代田区麹町 5-3-1
日本学術振興会内

1件
（1件）

2019年＊
4月 20日

賞状、賞牌、
1,000万円

生物学の研究において世界的に
優れた業績を挙げ、世界の学術
進歩に大きな貢献をした研究者。
授賞分野は、国際生物学賞委員
会が毎年決定する。授賞分野は、
国際生物学賞委員会が毎年決定
する。

2019年度
持田記念学術賞

（公財）持田記念医学薬学振興財団
☎（03）3357-1282
〒 160-0003
新宿区四谷本塩町 3-1
四谷ワイズビル

2件以内
（1件）

2019年＊
5月 20日 1件 1,000万円

学術賞は次の 6項目の研究分野
で、研究の進歩発展のため顕著
な功績のあった研究者に贈呈。
⑴バイオ技術を基盤とする先端
医療に関する研究
⑵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
⑶免疫 /アレルギー /炎症の治
療ならびに制御に関する研究
⑷循環器 /血液疾患の病態解析 /
治療制御に関する研究
⑸創薬・創剤の基盤に関する研究
⑹創薬の臨床応用に関する研究

2019年度
研究助成

総額
2億 7,000万円
90件

2019年＊
5月 10日 1件 300万円

2019年度国内または
海外留学補助金

総額
1,000万円
20件

2019年＊
5月 10日 1件 50万円

2020年度笹川科学
研究助成

（公財）日本科学協会
☎（03）6229-5365
〒 107-0052
港区赤坂 1-2-2
日本財団ビル

生物系で103件
（2018年度実績）

募集期間
2019年＊
9月 17日～
10月 15日

1件当たり 100万
円まで

人文・社会科学および自然科学
（医学を除く）の独創性・萌芽性
をもつ研究に関するもの。4月 1
日現在、35歳以下の若手研究者
へ助成。

上 原 賞
（公財）上原記念生命科学財団
☎（03）3985-3500
〒 171-0033
豊島区高田 3-26-3

2件以内
（1件）

2019年＊
9月 5日

金牌、
3,000万円

生命科学の東洋医学、体力医学、
社会医学、栄養学、薬学一般お
よび基礎医学、臨床医学で顕著
な業績を挙げ、引き続き活躍中
の研究者。

第 36回井上学術賞

（公財）井上科学振興財団
☎（03）3477-2738
〒 150-0036
渋谷区南平台町 15-15-601

5件以内
（2件）

2019年＊
9月 20日

賞状、金メダル、
200万円

自然科学の基礎的研究で特に顕
著な業績を挙げた者（ただし締
切日現在、50歳未満の者）。

第 36回井上研究奨励賞 40件 2019年＊
9月 20日

賞状及び銅メダル、
50万円

過去 3年間に、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、新しい領域を
開拓する可能性のある優れた博
士論文を提出し博士の学位を取
得した研究者で、37歳未満の者。

第 12回井上リサーチ
アウォード

4名以内
（うち 1名以上
女性研究者）

2019年＊
7月 31日

1人当たり
500万円

開拓的発展を目指す若手研究者
の独創性と自立を支援する目的
で、研究を助成。研究期間は 2年。

第 28回木原記念財団
学術賞

（公財）木原記念横浜生命科学振
興財団
☎（045）502-4810
〒 230-0045
横浜市鶴見区末広町 1-6

1件
（1件）

2019年＊
9月 30日

賞状、
200万円

生命科学の分野で優れた独創的
研究を行っている国内の研究者
であり、今後のさらなる発展が
大きく期待できる者。原則とし
て締切日現在 50歳以下を対象と
する。
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名 称 連 絡 先 件 数 締 切 助成内容等 概 要

第 3回バイオ
インダストリー大賞

（一財）バイオインダストリー協会
☎（03）5541-2731
〒 104-0032
中央区八丁堀 2-26-9
グランデビル 8F

1件 2019年＊
4月 23日

賞状、賞牌、
副賞 300万円

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
トリーの分野の発展に大きく貢
献した、または今後の発展に大
きく貢献すると期待される業績
を上げた個人、少人数のグルー
プまたは組織に授与される。

第 3回バイオ
インダストリー奨励賞 10件以内 2019年＊

4月 23日
賞状および
副賞 30万円

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
した研究で、
Ⓐ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
などの分野で産業を生み出す研
究であり、これらの分野に携わ
る有望な若手研究者を対象とす
る。年齢 45歳未満。

住友財団 2019年度
基礎科学研究助成

（公財）住友財団
☎（03）5473-0161
〒 105-0012
港区芝大門 1-12-6
住友芝大門ビル 2号館

総額
1億 5,000万円
90件程度

2019年＊
6月 30日

（データ送信の締切日：6月 7日）
1件当たり 500万
円まで

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
たがる分野の基礎研究で萌芽的
なもの。若手研究者（個人また
はグループ）を対象とする。

第 61回藤原賞
（公財）藤原科学財団
☎（03）3561-7736
〒 104-0061
中央区銀座 3-7-12

2件
（1件）

2019年＊
12月 20日 副賞 1,000万円

推薦の対象は自然科学分野に属
するもの。わが国に国籍を有し、
科学技術の発展に卓越した貢献
をした者。

科学技術分野の文部
科学大臣表彰科学技
術賞および若手科学
者賞

文部科学省
研究振興局振興企画課奨励室
☎（03）6734-4071
〒 100-8959
千代田区霞が関 3-2-2

科学技術賞95
件（年）のうち、
研究部門は 43
件（30年度）
若手科学者賞
は 100 名程度
（学会推薦枠は定
まっていないが推
薦は若干名まで）

2019年＊
7月 25日 表彰状及び副賞

我が国の科学技術の発展等に寄
与する可能性の高い独創的な研
究又は発明を行った個人又はグ
ループを表彰。
萌芽的な研究、独創的視点に立っ
た研究等、高度な研究開発能力
を示す顕著な研究業績を誉げた
40歳未満の若手研究個人。

2019年度島津賞

（公財）島津科学技術振興財団
☎（075）823-3240
〒 604-8445
京都市中京区
西ノ京徳大寺町 1

1件
（推薦件数に制
限なし）

2019年＊
7月 31日

賞状、賞牌、
副賞 500万円

科学技術、主として科学計測に
係る領域で、基礎的研究および
応用・実用化研究において、著
しい成果をあげた功労者を対象
とする。

2019年度島津奨励賞
3件
（推薦件数に制
限なし）

2019年＊
7月 31日

賞状、賞牌、
副賞 100万円

わが国の科学技術振興を目的と
して、科学技術、主として科学
計測に係る領域で、基礎的研究
および応用・実用化研究におい
て独創的成果をあげ、かつその
研究の発展が期待される研究者
を表彰する。対象者は 45歳以下。

島津科学技術振興
財団研究開発助成

総額
2,300万円

2019年＊
7月 31日

1件当たり
100万円以下

科学技術、主として科学計測に
係る領域で、基礎的研究を対象
とする。国内の研究機関に所属す
る45歳以下の新進気鋭の研究者。
国籍不問。

東レ科学技術賞
（公財）東レ科学振興会
☎（03）6262-1655
〒 103-0021
中央区日本橋本石町 3-3-16
（日本橋室町ビル）

2件以内
（2件）

2019年＊
10月 10日

1件につき
賞状、金メダル、
500万円

理学・工学・農学・薬学・医学（除・
臨床医学）の分野で、学術上の
業績顕著な者、学術上重要な発
見をした者、効果が大きい重要
な発明をした者、技術上の重要
問題を解決し貢献が大きい者。

東レ科学技術研究助成
総額
1億 3,000万円
10件程度
（2件）

2019年＊
10月 10日

特に定めず最大
3,000万円程度
まで

今後の研究の成果が科学技術の
進歩・発展に貢献するところが
大きいと考えられる、独創的、
萌芽的な研究を活発に行ってい
る若手研究者（原則として 45歳
以下）。

ノバルティス研究
奨励金

（公財）ノバルティス科学振興財団
☎（03）6899-2100
〒 106-6333
港区虎ノ門 1-23-1
虎ノ門ヒルズ森タワー 29F

約 35件
指定機関から
の推薦必要

2019年＊
9月 13日 1件 100万円

生物・生命科学、関連する化学
および情報科学の領域における
創造的な研究に対して助成。
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名 称 連 絡 先 件 数 締 切 助成内容等 概 要

第 51回内藤記念科学
振興賞 （公財）内藤記念科学振興財団

☎（03）3813-3861
〒 113-0033
文京区本郷 3-42-6
NKDビル 8F

1件
（1件）

2019年＊
10月 1日

金メダル、
1000万円

人類の健康の増進に寄与する自
然科学の基礎的研究において、
独創的テーマに取り組み、その
進歩発展に顕著な功績を挙げた
研究者。

第 51回海外学者
招へい助成金

前期・後期各
10件以内
（前期・後期
各々 1件）

2019年＊
6月 1日・
10月 1日

1件 20～ 80万円
まで
（エリアによる）

同上のテーマに取り組み、国際
的に高い評価を得ている外国の
研究者を招へいする受入れ責任
者（当該学術集会の組織委員長）
に助成。

ブレインサイエンス
財団研究助成

（公財）ブレインサイエンス振興
財団
☎（03）3273-2565
〒 104-0028
中央区八重洲 2-6-20

15件以内
2019年＊
10月 11日

1件 80～ 100万円 脳科学の広い分野における独創
的な研究計画への助成。

塚原仲晃記念賞 1件 賞牌ならびに
副賞 100万円

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 50歳以
下の研究者。

海外派遣研究助成 若干件

2020年＊
1月 10日

1件 30万円まで
我が国における脳科学の研究の促
進を図るため、国際学会、シンポ
ジウム等への参加、あるいは短期
間の研究者の海外派遣を助成。

海外研究者招聘助成 若干件 1件 30万円まで
脳科学研究分野において独創的
テーマに意欲的に取り組んでい
る外国人研究者の短期間の招聘
を助成。

2019年
コスモス国際賞

（公財）国際花と緑の博覧会記念
協会
☎（06）6915-4513
〒 538-0036
大阪市鶴見区緑地公園 2-136

1件
（1件）

2019年＊
4月 12日

賞状、メダル、
副賞 4,000万円

花と緑に象徴されるすべての生
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
成の本質を解明しようとする研
究や業績を対象とする。

2020年度研究助成
（公財）長瀬科学技術振興財団
☎（06）6535-2117
〒 550-8668
大阪市西区新町 1-1-17

20件程度 2019年＊
11月 14日 1件 250万円

有機化学（材料化学を含む）及
び生化学並びに関連分野におけ
る研究が助成対象。

第 16回日本学術
振興会賞

（独）日本学術振興会
研究者養成課
「日本学術振興会賞」担当
☎（03）3263-0912
〒 102-0083
千代田区麹町 5-3-1

25件程度
機関長推薦
扱いとして
学会推薦枠
も若干件あ
り

2019年＊
4月中旬
（受付日）

賞状、賞碑、
研究奨励金
110万円

人文、社会科学及び自然科学に
わたる全分野が対象。博士の学
位を取得しており、国内外の学
術誌等に公表された論文、著書、
その他の研究業績により学術上
特に優れた成果を上げたと認め
られた研究者（45歳未満）。

第 10回日本学術
振興会育志賞

16件程度
（1件）

2019年＊
6月中旬
（受付日）

賞状、賞碑、
学業奨励金
110万円

我が国の学術研究の発展に寄与
することが期待される優秀な大
学院博士課程の学生を顕彰（34
歳未満）。

（一財）材料科学技術
振興財団
山﨑貞一賞

（一財）材料科学技術振興財団
☎（03）3415-2200
〒 157-0067
世田谷区喜多見 1-18-6

各分野
1件

2019年＊
4月 26日

賞状、金メダル、
300万円

授賞対象は、「材料」、「半導体及
び半導体装置」、「計測評価」、「バ
イオサイエンス・バイオテクノ
ロジー」の 4分野からなり、う
ち 2分野が毎年の授賞対象とさ
れる。論文の発表、特許の取得、
方法・技術の開発等を通じて、
実用化につながる優れた業績を
あげている者。

平成 31年度研究助成
（公財）光科学技術研究振興財団
☎（053）454-0598
〒 430-0926
浜松市中区砂山町 325-6

20～ 30件
総額
5,000万円

2019年＊
7月 12日

助成金総額
約 5,000万円

光科学に関係する研究に対して
助成。対象課題有り。

2019年度朝日賞

朝日新聞社 CSR推進部
「朝日賞」事務局
☎（03）5540-7453
〒 104-8011
中央区築地 5-3-2

ここ最近は
4～ 5件
（1件）

2019年＊
8月 23日

正賞（ブロンズ像）
と副賞 500万円

学術、芸術などの分野で傑出し
た業績をあげ、わが国の文化、
社会の発展、向上に多大の貢献
をされた個人または団体に贈ら
れる。

第 31回加藤記念
研究助成

（公財）加藤記念バイオサイエンス
研究振興財団
☎（042）725-2576
〒 194-8533
町田市旭町 3-6-6

総額
5,000万円

2019年＊
9月 30日 1件 200万円

バイオサイエンスの基礎分野に
おいて、独創的かつ先駆的研究
をめざす国内の若手研究者（40
歳以下）を支援する。
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名 称 連 絡 先 件 数 締 切 助成内容等 概 要

第 9回（2019年度）
三島海雲学術賞

（公財）三島海雲記念財団
☎（03）5422-9898
〒 150-0012
渋谷区広尾 1-6-10
ジラッファビル

自然科学部門
で 2件以内
（2件）

2019年＊
9月 30日

賞状、
副賞 200万円

自然科学部門は、食の科学に関
する研究が対象。国内外の学術
誌等に公表された論文、著書、
その他の研究業績により独創的
で発展性のある顕著な業績を挙
げている 45歳未満の若手研究
者。

2019年度
三島海雲学術研究
奨励金

全部門計
60件程度

2019年
1月 10日
～ 2月 28日

個人研究奨励金は
1件 100万円

食の科学に関する学術研究。若
手研究者および女性研究者の積
極的応募を期待する。

第 7回ヤマト科学賞

ヤマト科学㈱内
ヤマト科学賞選考委員会事務局
☎（03）5639-7070
〒 135-0047
江東区富岡 2-11-6
HASEMANビル

1件 2019年＊
11月 29日

賞状、賞牌、
副賞 100万円

独創性、創造性に富む、気鋭の
研究者を顕彰。対象分野はライ
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
イエンス等の自然科学、技術分
野およびその融合領域分野。

2019年度
小野医学研究助成

（公財）小野医学研究財団
☎（06）6232-1960
〒 541-8526
大阪市中央区道修町 2-1-5

12件以内
2019年＊
6 月 3 日 ～
7月 31日
（受付日）

1件 200万円 助成テーマは脂質代謝異常に伴
う疾患の病態生理に関する研究
（2018年度）。①基礎医学②臨床
医学③疫学④薬学⑤その他の領
域
研究奨励助成は満 40歳以下に限
る。

2019年度
小野医学研究奨励
助成

16件以内 1件 100万円

第 3回早石修記念賞 1件
（1件）

2019年＊
8月 30日

正賞（楯）、
副賞 500万円

脂質研究において、独創的な研
究による新しい分野の確立等、
その進展に著名な功績をあげた
研究者。

●件数の（ ）内は、応募に当たり学協会等からの推薦が必要な場合、本学会の推薦枠を示しています。
＊は、本年度の案内を受取っておらず、昨年の締切日を参考に示してあります。
締切日を過ぎているものは、本年度応募は終了していますが、参考資料として掲載しました。
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