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Ⅰ．科学技術分野の文部科学大臣表彰について 

（1）目的 

この表彰は、科学技術に関する研究開発、理解増進等において顕著な成果を収めた者について、

その功績を讃えることにより、科学技術に携わる者の意欲の向上を図り、もって我が国の科学技術

水準の向上に寄与することを目的とする。 

（2）表彰の種類及び対象 

科学技術分野の文部科学大臣表彰の種類及び対象は、「科学技術分野の文部科学大臣表彰規程（平

成 16年 6月 8日文部科学大臣決定）」に定められた種類及び対象とする（3頁参照）。 

なお、科学技術特別賞、科学技術賞研究部門及び若手科学者賞については、日本国籍を有し海外

を拠点に研究活動等を行う者も対象に含む。 

（3）候補者の要件等 

① 対象となる業績は、自然科学の分野ほか、人文・社会科学の分野において、将来にわたり、何

らかの形で経済社会や国民生活の向上等への貢献が想定される研究等であること。

② 対象となる業績は、1件のみとすること。

③ 科学技術賞、若手科学者賞、創意工夫功労者賞及び研究支援賞は、同一の業績により、すでに

国家栄典（叙勲、褒章）又は文部科学大臣表彰科学技術賞（科学技術功労者等の文部科学大臣

賞及び科学技術庁長官賞を含む。）を受賞している場合は、表彰対象としない。

④ 科学技術賞の対象となるグループは、開発部門、科学技術振興部門、技術部門及び理解増進部

門については、1グループ 5名以内とする。研究部門については、1グループ 3名以内とし、

かつ、本業績に対する各人の貢献度が同程度のものとする。

⑤ 若手科学者賞の対象となる者は、表彰年度の4月1日時点において40歳未満の研究者とする。

ただし、出産・育児により研究に専念できない期間があった場合は、42歳未満の研究者とする。

また、過去に若手科学者賞を受賞した者は、同賞の表彰対象としない。 

⑥ 創意工夫功労者賞の対象となるグループは、1グループ 3名以内とし、かつ 5年以内に当該賞

を受賞していないこと。また、表彰年度の 4月 1日時点において、同一の会社等に 5年以上継

続して勤務していること。

⑦ 研究支援賞の対象となるグループは、1グループ 5名以内とする。

⑧ 候補者（候補者の所属機関を含む。）は、訴訟が係争中、公正取引委員会による取調べ、不祥

事の報道がなされることなどのない大臣表彰を受賞するにふさわしい者であること。

⑨ 詳細は、「Ⅱ．科学技術分野の文部科学大臣表彰各賞の概要及び推薦手続き」を参照のこと。

（4）候補者の推薦 

① 科学技術特別賞については、文部科学省に設置された科学技術分野の文部科学大臣表彰審査委
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員会（以下「審査委員会」という。）において随時選定するものとし、推薦は受け付けない。 

② 科学技術賞、若手科学者賞、創意工夫功労者賞及び研究支援賞については、文部科学省研究振

興局長が推薦依頼を行った機関が推薦を行うものとする（機関推薦）。 

③ 日本国籍を有し海外を拠点に研究活動等を行う者を、科学技術賞研究部門又は若手科学者賞に

推薦する場合は、機関推薦に加え、個人推薦（機関の長、部局長又はこれらに準ずる者からの

推薦）を可能とする。個人推薦の場合、3名の推薦書を提出すること。 

④ 候補者に共同開発者、共著者がいる場合は、候補者が今回の表彰に推薦されることに関して、

事前に当該共同開発者、共著者の了承を得ておくこと。 

⑤ 同一人物の重複推薦を避けるため、他機関に所属する者を推薦する場合は、事前に当該機関の

了解を得ておくこと。 

⑥ 申請書類についての責任は、推薦機関及び推薦者にあるので、推薦に際しては、指定された申

請書類を所定の様式に従い責任を持って作成し、提出すること。 

⑦ 申請書類の記載内容は、候補者の専門分野以外の者が見ても理解できるよう、わかりやすく記

載すること。特に、専門用語やアルファベットによる記載については十分に配慮すること。 

⑧ 令和 5年度科学技術分野の文部科学大臣表彰の推薦期限は、それぞれ以下のとおりとする。 

     令和 4年 7月 21日（木）：科学技術賞、若手科学者賞、研究支援賞 

令和 4年 9月 21日（水）：創意工夫功労者賞 

 

（5）候補者の審査 

① 審査委員会において審査・選定を行う。審査の過程については非公開とする。 

② 科学技術賞については、審査委員会の審査・選定の過程で推薦時の部門にかかわらず部門を変

更して審査・選定を行う場合がある。 

③ 審査委員会における審査・選定に当たっては、必要な書類等の提出を追加で求める場合がある。 

④ 申請書類等について、本要領の記載事項若しくは所定の様式を満足しない場合、又は、不実、

虚偽の記載の事実等があった場合は、審査の対象から除外する。 

⑤ 受賞者は、審査委員会における審査結果を尊重して、文部科学大臣が決定する。 

 

（6）受賞者の表彰 

表彰の時期は、原則として科学技術週間中（4月）に表彰状及び副賞を授与してこれを行う。た

だし、科学技術特別賞については、随時表彰を行う。 

 

（7）表彰後の取消し 

   受賞者としてふさわしくない非行行為及び受賞者に係る提出書類に不実又は虚偽の記載の事実等

が判明した場合、受賞の決定を取り消す。 
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科学技術分野の文部科学大臣表彰一覧 
 

表彰の種類 表彰対象等 表彰式等 推薦期限 

科学技術特別賞 

イ 科学技術に関する研究開発において特

に優れた成果を収めた個人又はグルー

プ 

ロ 科学技術に関する国民の関心及び理解

の増進に著しく寄与する活動を行い、

又は顕著な研究業績をあげた個人又は

グループ 

随時  

科学技術賞    

 

開発部門 

我が国の社会経済、国民生活の発展向上等

に寄与する画期的な研究開発若しくは発明

であって、現に利活用されているものを行

った個人若しくはグループ又はこれらの者

を育成した個人（30件程度） 

科学技術週間中

（4 月） 

令和 4 年 

7 月 21 日(木) 

研究部門 

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（40 件程度） 

 

 

〃 

 

 

〃 

科学技術振興

部門 

研究開発の社会的必要性に関する研究等の

分野において、科学技術の振興に寄与する

活動を行い、顕著な功績があったと認めら

れる個人又はグループ（10件程度） 

 

 

〃 

 

 

〃 

技術部門 

中小企業、地場産業等において、地域経済

の発展に寄与する優れた技術を開発した個

人若しくはグループ又はこれらの者を育成

した個人（40件程度） 

 

 

〃 

 

 

〃 

理解増進部門 

青少年をはじめ広く国民の科学技術に関す

る関心及び理解の増進等に寄与し、又は地

域において科学技術に関する知識の普及啓

発等に寄与する活動を行った個人又はグル

ープ（20件程度） 

 

 

〃 

 

 

〃 

若手科学者賞 

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

をあげた若手研究者個人（100人程度） 

 

 

〃 

 

 

〃 

創意工夫功労者賞 

優れた創意工夫によって職域における科学

技術の進歩又は改良に寄与した個人又はグ

ループ（500 人程度） 

科学技術週間中

（4 月） 

各推薦機関から

伝達 

令和 4 年 

9 月 21 日（水） 

研究支援賞 

科学技術の発展や研究開発の成果創出に向

けて、高度で専門的な技術的貢献を通じて

研究開発の推進に寄与する活動を行い、顕

著な功績があったと認められる個人又はグ

ループ（10 件程度） 

科学技術週間中

（4 月） 

令和 4 年 

7 月 21 日（木） 
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Ⅱ．科学技術分野の文部科学大臣表彰各賞の概要及び推薦手続き 
 

 

１．科学技術特別賞 
 

 

 

表彰対象 

１．科学技術特別賞は、社会・経済の発展、国民生活の向上等において、特に優れた科学

技術上の画期的成果に対し、時宜を失することなく早期に顕彰するとともに、その成果

に対する功績が顕著な者を表彰する。 

 

２．科学技術特別賞は、次の要件の一に該当する成果を対象とする。 

 イ 科学技術に関する研究開発において特に優れた成果を収めた個人又はグループ 

 ロ 科学技術に関する国民の関心及び理解の増進に著しく寄与する活動を行い、又は顕

著な研究業績をあげた個人又はグループ 

 

 

 

＊1 「科学技術に関する研究開発において特に優れた成果」とは 

・我が国の科学技術水準を内外に知らしめる世界的にも注目される顕著な成果 

・科学技術あるいは経済社会の発展・向上に大きく貢献した世界的にも顕著な成果 

 

＊2 「科学技術に関する国民の関心及び理解の増進に著しく寄与する活動」「顕著な研究業

績」とは 

・我が国の科学技術の発展・向上に寄与するとともに、広く国民に周知され、国民の科

学技術の必要性に対する意識の向上に貢献した顕著な成果 

 

 

  ※ 科学技術特別賞については、文部科学省に設置された審査委員会において随時選定する

ものとし、推薦は受け付けない。 
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