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頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム

頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム

平成25年度まで

プログラムの抜本的見直し

平成26年度から

○ 若手研究者の長期海外派遣の促進
○ 若手研究者の人材育成

国際研究ネットワークの強化

プログラムの抜本的見直し

① 対象とする研究グループの重点化と優位な研究領域の特定

② 交流相手となる世界トップレベルの研究グループの絞り込み

③ 双方向のネットワークの形成強化・流動性の促進
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15年前と比較し、世界トップクラスの国際共著論文は、ドイツ・英国は
約6,000本増加している一方で、我が国は約1,800本の増加に留まる。
⇒ 相対的にポジションが低下
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【top10%補正論文における国際共著論文の時系列変化】

（本）

出典：「科学研究のベンチマーキング2012」科学技術政策研究所（2013年3月）に基づき文部科学省で作成。
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Top10%補正論文における国際共著論文の時系列変化
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世界の研究ネットワークの中で、日本のポジションが相対的に低下

国際頭脳循環の流れに出遅れ

※ 丸の大きさ ：当該国の科学論文の数 線の太さ：国際共著論文の各国間の共著関係の強さ

2003年 2013年

出典：エルゼビア社スコーパスに基づいて科学技術・学術政策研究所作成
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世界の論文と国際共著論文の状況（2003年 ⇒ 2013年）
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【事業概要】我が国の高いポテンシャルを有する研究グループが特定の研究領域で国際研究ネットワークを戦略的に形成
するため、海外のトップクラスの研究機関と研究者の派遣・受入れを行う大学等研究機関を重点的に支援する。
大学等研究機関の国際戦略に基づき、研究者を海外のトップクラスの研究機関へ長期間派遣するとともに、相手の研究

機関からも研究者を長期間受入れることにより、海外のトップクラスの研究機関と特定の研究領域で強固なネットワークの
構築を目指す。

頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進事業

特定の研究領域における
高い研究ポテンシャル

【期待される効果】
我が国の研究グループと海外のトップクラスの研究グループとの間で、国際的な人材・研究ネットワークが強化され、世界の
頭脳循環の中核に位置付けることで、世界最先端の研究に主体的に関与し、我が国の研究の国際競争力を向上させる。

◆他国に比して、特に中間層（第2,3グループ）が薄く、底上げが
必要◆世界の研究ネットワークの中で、日本のポジションが相対的に低下

【現状・課題】

【top10%補正論文における国際共著論文の時系列変化】
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過去と比較し、世界トップクラスの国際共著
論文は、ドイツ・英国は
約6000本増加している一方で、我が国は
1788本の増加にとどまる。

凡例
上段：1994-1996
下段：2009-2011

日本の大学・研究機関 海外の大学・研究機関
特定の研究領域における
海外のトップクラスの
研究ポテンシャル特定の研究領域

の研究グループ 特定の研究領域
の研究グループ

派遣・受入れの強固な双方向ネットワークの構築

○支援件数
平成27年度新規採択予定

：10～15件程度
○支援経費

派遣：渡航費、滞在費、研究費
招へい：渡航費、滞在費

○支援期間： 1～3年

平成２７年度予定額 ：1,896百万円
（平成２６年度予算額 ：2,030百万円）

～ 【top10%補正論文数の日独比較】

中間層における、
日独間の差が顕著。

論文総数

日：3262.7件
独：4682.0件

（大学順位）（国際共著論文数）
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(出典：科学技術政策研究所「研究論文に着目した大学ベンチマーキング～日独比較の試み～」2013年)(出典：科学技術政策研究所「科学研究のベンチマーキング2012」2013年 に基づき文部科学省で作成。)
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プログラムの主な内容①

目的 国際研究ネットワークの強化

実施主体
大学等研究機関の研究グループ

又は
複数機関の研究者による研究グループ

海外の連携機関 世界トップクラスの研究グループ

ネットワークの形成 派遣・受入れの双方向

支援規模
４,０００万円上限 / 年

(初年度は2,500万円上限)

支援（事業）期間 １～３年

※赤字は平成26年度公募時からの変更点 6



プログラムの主な内容②

派遣

対象者

代表機関又は協力機関に所属する助教、専任講
師、准教授相当の職の者
（研究計画上の必要に応じてポスドク相当の職の
者も可）

人数 毎年度２名以上

期間
原則として１年以上
（複数回の渡航も可能だが、１回の渡航は原則と
して３か月以上）

受入れ

対象者

連携機関に所属する助教、専任講師、准教授相
当の職の者
（研究計画上の必要に応じてポスドク相当、教授
相当の職の者も可）

人数 毎年度１名以上

期間 期間の制限なし（複数回の受入れも可） 7



特定の研究領域で研究ネットワークを戦略的に形成し、我が国の研究グループが
世界最先端の研究に主体的に関与することにより、我が国における研究の国際競
争力が向上。

本プログラムに期待される効果
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本プログラムで特に支援したい研究グループ

本プログラムでは、高いポテンシャルは有しているものの、国際研究
ネットワークに十分アクセスできていない研究グループを特に支援し
ます。これにより、国際研究ネットワークを強化し、我が国における研
究の国際競争力の向上を目指します。

日本ではトップレベルだが、世界トップレベルにはあと少し…！

国際研究ネットワークに入り込むことで、
国際的な研究レベルの引き上げが必要！
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日本は、上位層はある程度優位であるが、中間層で大差をつけられている

日独の個別大学の論文数及びTop10％補正論文数の分布

（注）分数カウント法にとる集計・2007-2011年の平均論文集である。日本、ドイツともに、論文数およびTop10％補正論文数を降順に並べている。ここでは、2002-
2011年の10年間に1,000件以上の論文を産出した日本の128大学、ドイツの68大学を対象としている。
出典：科学技術・学術政策研究所「大学ベンチマーキングシリーズ：研究論文に着目した日本とドイツの大学システムの定量的比較分析～組織レベルおよび研究者
レベルからのアプローチ～」調査資料－233

（論文数の比較） （Top10％補正論文数の比較）
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Top10%補正論文数の分布比

較では、特に日独間の中間層
の差が顕著。



審査方針について（平成２６年度からの変更点）

①人的交流を通じた国際研究ネットワーク
の構築・強化

②研究面での国際的な優位性

③派遣・招へいにかかる支援体制

④国際共同研究計画及びその到達目標
の妥当性

⑤経費の使用計画の妥当性

平成27年度

②人的交流を通じた国際研究ネットワーク
の構築・強化

①研究面での国際的な優位性

③派遣・招へいにかかる支援体制

④国際共同研究計画及びその到達目標
の妥当性

⑤経費の使用計画の妥当性

平成26年度

平成27年度の審査方針では「①人的交流を通じた国際研究ネット
ワークの構築・強化」を最も重視して審査を行う。
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審査方針のポイント①

本プログラムでは、高いポテンシャルは有しているものの、国際研究ネッ
トワークに十分アクセスできていない研究グループを特に支援したいと考
えています。

（既に国際研究ネットワークが確立されている研究グループからの応募
を制限するものではありませんが、本プログラムでの取組により、国際研
究ネットワークの飛躍的な拡充・新たな構築が期待でき、世界水準の研
究を行う研究グループへの支援を特に重視して評価します。）

「平成27年度公募要領」より抜粋

①人的交流を通じた国際研究ネットワークの構築・強化

【国際研究ネットワークの構築・強化の必要性、発展性】
○ 本事業を実施することにより、日本側研究グループの国際化が図られるか。また、当該研究領

域における国際研究ネットワークでの日本側研究グループの優位性の向上が見込めるか。

○ 本事業の実施を通じて、日本側と相手側となる海外の研究グループとの協力関係の強化や、頭
脳循環につながる国際研究ネットワークの構築が図られ、事業終了後の発展性が見込めるか。
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審査方針のポイント②
②研究面での国際的な優位性

【研究領域の優位性・将来性】
○ 設定された研究課題の研究領域が、日本の優位性を発揮し、国際的にも魅力あるものとなって

いるか。また、新しい領域を生み出すなど将来性が期待できるものであるか。

【日本側研究グループ】
○ 本事業の実施主体となる日本側研究グループのこれまでの研究活動が当該研究領域において、

国際的に高い水準のもの、若しくは日本でトップレベル（特殊性、独自性も含めて）のものか。

【相手側となる海外の研究グループ】
○ 国際共同研究の相手側となる海外の研究グループのこれまでの研究活動が当該研究領域にお

いて、世界でトップレベル（特殊性、独自性も含めて）のものか。

④国際共同研究計画及びその到達目標の妥当性

【到達目標設定（指標含む）の妥当性】

○ 本事業により実施する国際共同研究によって達成しようとする研究成果の到達目標が、国際的に
高い水準となっており、これまでの実績に照らし、適切なものとなっているか。

○ 本事業の実施によって達成しようとする国際研究ネットワークの強化・拡大について、客観的な指
標（国際共著論文数、被引用数、及び、それらと同等の客観性をもった指標）に基づいた目標設
定になっているか。
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今後のスケジュール

平成２７年 ～５月 HPで公募要領を周知
※公募説明会（3月12
日、16日）

５月11日～13日 応募受付

５月～９月 JSPSによる審査・選定

９月～１０月頃 採択決定・交付内定

１０月頃 国際共同研究及び派
遣、招へい開始

採択予定件数 １０件～１５件程度
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【事業計画調書 提出先】

〒１０２－００８３ 東京都千代田区麹町５－３－１
独立行政法人 日本学術振興会 人材育成事業部 海外派遣事業課

（「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム」担当）

～ ご応募 お待ちしています ～
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