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新型コロナウイルス感染症を
踏まえた主な取組状況
 二国間交流事業（共同研究・セミナー）

（我が国の大学等の優れた研究者が相手国の研究者と協力して行う共同研究・セミナーの実施に要
する経費を支援）

① 事前の申請及び委託契約の変更により 、委託期間を延長可能に
② 事業終了後の報告書提出期限を延長
③ オンライン等を介した交流等の実施に必要な設備・備品に係る経費の

支出可能に

 国際共同研究事業
（海外の学術振興機関との連携のもと、我が国の大学等の優れた研究者が海外の研究者と協力し
て行う国際共同研究を支援）

① 事前の申請及び委託契約の変更により 、委託期間を延長可能に

 研究拠点形成事業
（我が国において先端的かつ国際的に重要と認められる研究課題、又は地域における諸課題解決
に資する研究課題について、我が国と世界各国の研究教育拠点機関との間の協力関係に基づく双
方向交流として、「共同研究」「セミナー」「研究者交流」を組み合わせて実施）

① 事前の申請及び委託契約の変更により 、委託期間を延長可能に
② 実施報告書の提出期限を延長

※国際共同研究事業及び研究拠点形成事業においては、従来より、オンライン等を介した交流等の実施に必要な設
備・備品に係る支出を可能としている １



新型コロナウイルス感染症を
踏まえた主な取組状況
 外国人研究者招へい事業
（諸外国の優秀な研究者を招へいし、我が国の研究者との共同研究、討議、意見交換等を行う機会を
提供することにより、外国人研究者の研究の進展を支援すると同時に、外国人研究者との研究協力関
係を通じて、我が国の学術研究の推進及び国際化の進展を図ることを目的とした事業）

① 令和２年度採用分（一部）に係る申請書の提出期限を延長
② 令和元年度採用者の来日期限を延長
③ 一時出国や中断などの取扱いについて柔軟な対応を実施
④ 一定の要件を満たす者に、採用期間１ヶ月延長を認める特例

 外国人研究者再招へい事業（BRIDGE Fellowship Program）
（学振の事業に採用されて来日し、日本での研究活動を終了した外国人研究者のうち、学振公認の研
究者コミュニティ（同窓会）の会員となっている者に対し、再度来日（14日～30日）して日本人研
究者との研究協力関係を形成・維持・強化する機会を提供）

① 令和元年度採用者の来日期限を延長

 論文博士号取得希望者に対する支援事業
（アジア・アフリカ諸国等の優れた研究者が、日本の大学において大学院の課程によらず論文提出に
よって博士の学位を取得するための支援）

① 事前の申請及び委託契約の変更により 、委託期間を延長可能と
する特例 ２
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新型コロナウイルス感染症を
踏まえた主な取組状況

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえ、
集合形式のイベント・会議の開催や、
海外機関等との面会に代えて、オンラインにより
実施する事例が徐々に増加。

各事業で採用している研究課題においても、
今年度はオンラインを活用したセミナーの開催、
ミーティング等を通じて学術国際交流や共同研究を進め
ている。



JSPS事業による支援を受けた者等の組織化を図り、日本との諸外国の研究者ネットワークの形成・維持・強
化を図る。（平成１5年度～）
 年次総会・シンポジウム等の開催
 ニューズレターの発行、HPの管理運営
 採用者への渡航前オリエンテーションの実施
 再招へい事業（※）実施のための公募・選考等
※ＪＳＰＳ海外研究連絡センターとの密接な連携により活動。センターのない国では、在外公館、
コーディネータ等の協力により実施。

研究者コミュニティ（同窓会）設置２０か国（設立年、会員数）

同窓会全会員数：8,186人 (2020年3月末現在）

米国・カナダ(2004年、2,530人)

タイ(2010年、93人)フランス語圏(2003年、638人)

韓国(2008年、545人）

英国・アイルランド(2004年、803人)

フィンランド(2009年、95人)

スウェーデン(2005年、173人）

中国(2010年、1,358人)

エジプト(2008年、83人）

ドイツ語圏(1995年、452人)

東アフリカ(2008年、57人)＊

インド(2006年、406人）

フィリピン(2013 年、170人)

ネパール(2015年、39人)

デンマーク(201５年、40人)

インドネシア(2016年、143人)

オーストラリア(2017年、252人)

ノルウェー(2019年、61人)
マレーシア(2019年、88人)

＊ブルンジ、エチオピア、ケニア、ルワンダ、
タンザニア、ウガンダ、ザンビアで構成。

バングラデシュ(2009年、160人)

４

海外研究者コミュニティ（同窓会）形成支援

http://www.sarago.co.jp/nfhtm/fi.html


ストックホルム研究連絡センター

（2001）

バンコク研究連絡センター
（1989）

日本学術振興会 東京本部

サンフランシスコ研究連絡センター

（2002）

ワシントン研究連絡センター
（1990）

カイロ研究連絡センター
（1984）

ロンドン研究連絡センター
（1994）

ナイロビ研究連絡センター
（1965）

北京研究連絡センター
（2007)

ストラスブール研究連絡センター

（2001）

ボン研究連絡センター
（1991）

サンパウロ海外アドバイザー

（2015）

JSPSは、学術に関する国際交流における我が国と諸外国との関係強化を図るため、
9か国10か所に海外研究連絡センターを設置しています。

５

ＪＳＰＳ海外研究連絡センター

※括弧内は設置年度
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フィリピン同窓会・バンコクセンター
におけるウェビナー

• 2020年8月より”Coping with COVID-19 Pandemic”というシリーズの
テーマを掲げ、ウェビナーを開催。新型コロナウイルス感染症に関連
したトピックをとりあげ、毎回一人の講演者に登壇いただいている。

• すでに2回実施し、今後の開催も決定しているなど、シリーズ化。

開催日・参加人数 テーマ・講演者

第1回 2020年8月29日
（参加人数：209）

コロナ禍における教育システムのオンライン化について
Prof. Maricar S. Prudente（フィリピン デ・ラ・サル大学
科学教育学科）

第2回 2020年9月26日
（参加人数：148）

コロナ禍における持続可能な畜産農業のための農務省のプ
ロジェクトについて
Dr. Lerma Ocampo（フィリピン農務省所管カラバオセン
ター 研究開発部門）

第3回 2020年10月31日 ASEAN5か国におけるコロナ禍に対するマクロ経済政策に
ついて
Dr. Laura B. Fermo（フィリピン中央銀行エコノミスト）

第4回 2020年12月26日 感染性廃棄物をどのように取り扱うか
Dr. Susan Gallardo（フィリピン デ・ラ・サル大学）



フィリピン同窓会・バンコクセンター
におけるウェビナー アンケート結果
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参加者アンケート結果
総合的な満足度（2回合算）

非常に満足

満足

普通

非常に不満

190

6
第1回
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＜参加者からの主な感想＞
• 今後も参加したい。
• トピックが時宜にかなっており適切。
• 講演者の知識が豊富だった。
• ウェビナーを通じて共通の関心を持つ人を

見つけることができた。
• 接続が不安定だった。
• 質疑応答の時間がもっとほしい。
＜同窓会運営側からの声＞
• 講演者が準備期間を長くとることが可能。
• 旅費なしで他国からの参加ができる。
想定よりも多くの参加があり、
参加者・運営者双方から概ね高評価

７



その他のウェビナー事例

←インドネシア同窓会・バンコクセンター
• 2020年7月24日開催。
• 日本とインドネシアの研究者が新型コロナウイル

ス感染症に関して講演。
• 当日参加できなかった方向けに、YouTubeでも

アーカイブ配信している。

マレーシア同窓会・バンコクセンター →
• 2020年9月14日開催。
• 新型コロナウイルス感染症に限らず、日本とマ

レーシア双方の研究について講演。
• WPIプログラムとの連携活動。

時間的空間的制約を超えて実施できるオンラインのメリットを活か
し、日本と同窓会所在国双方から講演者が登壇

８
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カイロセンターにおけるシンポジウム

コロナ禍における現状を打開するため、エジプト、インドの
ほか、日本、モロッコ、ブラジル、英国など多様な国の研究
者がそれぞれの見地からCovid-19に関するトピックで講演。

タイトル “COVID 19 crisis and the sustainable development 
goals : Rule of the science & Health challenges” 

主催 カイロ研究連絡センター
共催 National Research Centre（NRC, エジプト国立科学研究所)
開催日 2020年8月9日～13日（カイロ時間12時～16時）
講演者数 18名
参加人数 エジプトや日本だけではなく世界各国から延べ184名が参加

エジプト同窓会の協力の下、これまで築いてきた国際交流ネットワーク
を活用しつつ、オンラインで実施
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カイロセンターにおけるシンポジウム

日 主な講演者 主なトピック
1 岸村 顕広 准教授（九州大学）他、インド

シスター・ニブディータ大学、英国セント
アンドリュース大学、モロッコ農水省より

COVID-19パンデミック危機、社会と
科学の信頼関係、オープンサイエン
ス、等

2 Prof. Dr. Fatema Calcuttawala（インド
シスター・ニブディータ大学）他、エジプ
ト アイン・シャムス大学、エジプト ア
ル＝アズハル大学より

COVID-19と健康、環境問題、等

3 Prof. Dr. Rafaela Salgado Ferreira（エジプ
ト ミナス・ジェライス連邦大学）他、イ
ンド シスター・ニブディータ大学、イン
ド SRM大学、エジプト NRCより

コロナ禍におけるリーダーシップ論、
統計学の変革、COVID-19の原因ウイ
ルスのメインプロテアーゼ阻害薬の
デザイン、等

4 妹尾 昌治 教授（岡山大学）他、インド
パンジャブ中央大学、エジプト NRC、エ
ジプト ベニ・スエフ大学より

将来のCOVID-19に対するワクチン、
COVID-19と青年期の肥満、等

5 Prof. Dr. Ibrahim Tantawy（エジプト同窓会
会長、エジプト ミヌーフィーヤ大学）他、
エジプト NRCより

COVID-19と製薬、等

モデレーターのDr. Walaa Saad（エジプト同窓会会員・NRC）により進行



サンフランシスコセンターにおける
事業説明会と日本人研究者交流会
【事業説明会の概要】
2020年5月よりUC San Diegoや UC Berkeley等の機関と連携し合計6回、オンラインにて事業
説明会を実施。合計98名の参加。
1. 相手機関担当者より開会の挨拶
2. JSPS サンフランシスコ研究連絡センター長（副センター長）より挨拶に続き、センターの活動紹介
3. 国際協力員より、フェローシップ（欧米短期、一般、招聘）の内容及び応募方法に関する説明
4. 現地職員より当会ウェブサイトの説明
5. 質疑応答（Zoom のチャット機能を利用し、開催中、随時質問を受付け、説明会の最後に全体に対して
回答）

• 現地にいなくとも参加可能なことから、日本在住で米国よりフェローを受け
入れたいという研究者の参加も可能

• これまで訪問できなかった遠方の大学にプロモーションの範囲を広げること
が可能

【日本人研究者交流会（オンライン）の概要】
日時：2020年9月18日（日本時間9月19日）
参加者数：交流会55名、懇親会30名
次第：1. 米国の大学に在籍中の特別研究員による研究紹介3件

2. 現地研究機関に所属する日本人研究者、ウェインライト（村上）治子 氏（ローレンス・バーク
レー国立研究所研究員 /カリフォルニア大学バークレー校原子核工学科客員教授）による講演
3. 情報交換会（SpatialChat という仮想空間を移動して参加者同士交流できるツールを用いた）

目的：米国において活躍している日本人研究者の分野を越えた交流を促進し、研究活動を一層充実してい
ただくことを目的として開催。

11



オンラインを活用した取組の今後の主な予定

12

 令和2（2020）年度及び令和3（2021）年度外国人特別研究員（サマー・プログラム）
（欧米主要国の博士号取得前後の研究者を、夏期2ヶ月間、我が国に招致する事業。）
2020年7月、オリエンテーションに代わるコンテンツ配信サイトを構築。関係者による
ビデオメッセージや交流機能等を準備中。
2021年5月頃、来日前オリエンテーションをオンラインにて実施予定。
関係者によるスピーチ、元フェローによるプレゼンテーション、e-learning形式の日本
語授業、オリエンテーションのウェブサイトの構築など。

 令和2（2020）年度サイエンス・ダイアログ
（招へい外国人研究者に有志を募り、国内の高等学校等において英語で研究に関する講演を行う機
会を提供する事業。）
2020年度2・3学期実施分について、希望校は講義をオンラインにて実施。

 令和2（2020）年度外国人特別研究員（一般）オリエンテーション
（長期間日本に滞在する若手外国人研究者を対象に我が国の研究システムや生活に関する情報等を
提供するためのオリエンテーション）
2021年2月～3月頃、外国人特別研究員を対象としたオリエンテーションを
オンラインにて実施予定。

 令和2（2020）年度ボストンフォーラム（ワシントンセンター主催）
（世界規模の課題を解決するために研究者同士が共同研究を刺激し合い、分野融合の機会を
創造することを目的として、在ボストン日本国総領事館との共催により2016年より実施）
2020年11月15日に”AI for Clinical Translational Research”をテーマに
オンラインにて実施予定。
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オンラインを活用した取組のメリットと課題の例
～国際的な学術イベント等について～

＜メリット＞
コロナ禍において、感染リスクなく、各国の入国制限等の影響を受けずに事業を実

施することが可能。
非常時であっても、従来培ってきた国際研究ネットワークの継続が可能。
時間的・空間的制約が緩和された中で事業を実施することが可能。従来参加しな

かった幅広い層の開拓にも資する。
様々な機能の組み合わせにより利便性の増も期待できる。
＜課題＞
国際研究ネットワークの基盤がない場合、オンラインによる学術国際交流をゼロか

ら開始することは困難な面もある。
共催/対応機関との合意、各地域やイベント参加者等のインターネット環境によっ

ても左右される。
インフォーマルな交流を通じた信頼関係構築等、多面的ネットワーク形成に壁があ

る。
聴衆の反応が見えないケースも多く、一方向的な情報発信に陥りがちで、臨場感に

欠けることもあり、講演者や運営側が抵抗感をもつこともある。
企画内容によっては、時差による制約を解消できない。



14

ウイズコロナ・ポストコロナに向けて
コロナ禍においても学術国際交流を促進させていくべく、
事業の趣旨・性格を踏まえつつ、可能なものはオンライン
を活用した取組を積極的に行うことによって、国際研究
ネットワークの維持・強化を図る。

新型コロナウイルス感染症の収束後は、対面形式の交流
によるネットワーク構築を迅速に再開するとともに、コロ
ナ禍の経験を踏まえ、対面とオンラインそれぞれが有する
特長を活かし、コロナ禍以前よりも多角的に国際研究ネッ
トワークの構築を目指す。

対面による学術国際交流が再開できるようになった際に、
研究者に本会事業を活用していただけるよう、これまで以
上にオンラインを通じて事業に関する情報発信に努めてい
く。
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