
人材育成事業部における最近の主な動き

第４期中期目標・中期計画に基づく主な事業の進捗状況

中期目標 Ⅲ 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項
・「３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成」関連
・「４ 大学等の強みを生かした教育研究機能の強化」関連

令和2年10月21日

人材育成事業部
（大学連携課、研究者養成課、海外派遣事業課）

資料５



「知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成」

特別研究員事業



「３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成」関連

（１）特別研究員事業における新型コロナウイルス感染症の影響への対応

１）新型コロナウイルス感染症の影響により研究活動に支障が生じた採用者か
らの、採用期間に関する相談・要望への対応

① 新型コロナウイルス感染症の影響により研究活動に支障が出たことを事
由とする採用期間の中断を可能とする特例措置設定【7月28日付通知】

② 令和2年度に採用期間が終了する特別研究員-DC1・DC2を対象として、大

学が在学期間の延長を認める期間（原則最大６ヶ月）、採用期間の延長を
認める特例措置設定【7月28日付通知】 ※
※採用延長期間中においても研究奨励金を支給するべく、令和３年度において所要額を概算要求中。

③ 海外渡航の延期を余儀なくされた特別研究員-CPD採用者に対し、「義務と
する海外渡航期間」を３年間→２年６ヶ月に緩和する特例措置設定【9月28
日付通知】

新型コロナウイルス感染症の状況、採用者に生じ得る様々な影響を考慮しつつ、制度の
基本設計等を踏まえた上で各種特例措置を設定。



２）受入研究機関の立入規制や通常の業務運営が困難となっていること等による申
請者及び採用者からの、書類提出期限延長の相談・要望への対応

① 令和３年度採用分特別研究員-RPDの申請書提出期限を ５月７日→ 
６月４日へ延長【４月２０日付通知】

② 令和３年度採用分特別研究員-PD・DCの申請書提出期限を ６月３日→ 
６月１５日へ延長【５月２１日付通知】

③ 採用手続書類（在学証明書、学位取得証明書等）の提出を、提出期限後も
随時受け付けることとする特例措置を実施【４月８日付通知】※

なお、．．．．
※本会の特別研究員採用担当及び研究奨励金支給担当職員は、政府による「緊急

事態宣言」の発出に伴う出勤抑制期間中も大多数の職員が出勤による業務を継
続。採用決定業務及び研究奨励金支給を遅滞なく実施。

（１）特別研究員事業における新型コロナウイルス感染症の影響への対応（続き）

通常の業務運営が困難となっている状況を踏まえつつ、審査スケジュール等も考慮し書
類提出期限の延伸等を実施。一方、R3採用内定、R2採用手続は遅滞なく実施。



「知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成」

海外特別研究員事業
若手研究者海外挑戦プログラム



「３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成」関連

（２）海外特別研究員事業における新型コロナウイルス感染症の影響への対応

１）新型コロナウイルス感染症の影響により、①海外渡航の延期、②海外渡
航後に研究機関の封鎖等で研究中断を余儀なくされた採用者からの相談・要
望への対応

①令和2年度採用者が渡航延期等をせざるを得ない場合の特例措置

○本事業による支援以外に生計手段がなく、渡航困難な状況が継続する採用
者からの相談
⇒ 日本国内での採用開始の措置を実施 （最長1年間の日本での滞在費・

研究活動費の支給） 【3月23日付通知】
⇒ 日本国内滞在のまま採用終了の場合は、令和4年度海外特別研究員

の申請可とする取扱いを設定 【7月31日付通知】

○渡航先の受入見通しが不透明な状況の中で、年度末まで渡航可否の判断
を待てない採用者からの相談
⇒ 翌年度（令和3年度）採用開始を希望する者を許可（所要予算の翌年度

繰越により対応予定） 【7月31日付通知】



②海外で研究中断を余儀なくされている採用者への特例措置
○一時帰国の延長を要望する採用者からの相談
⇒ 一時帰国（通常通算40日間）の上限期間の緩和 【3月23日付通知】

○当初研究計画の遅延が生じた採用者からの採用期間延長の要望
⇒ 採用期間延長の措置を実施 （令和2年度に採用期間が終了する

平成30年度以前の採用者を対象に、上限3ヶ月の滞在費・研究
活動費を追加支給） 【7月31日付通知】

２）その他の特例措置
○令和3年度採用分に係る申請書の提出期限を5月7日→6月4日に延長

【4月20日付通知】

（２）海外特別研究員事業における新型コロナウイルス感染症の影響への対応（続き）

海外特別研究員事業は、「海外の大学等研究機関において長期間（２年間）研究に専念でき
るよう」支援することが運営の基本。新型コロナウイルス感染症の状況、採用者に生じ得る
様々な影響を考慮しつつ、制度の基本設計等を踏まえた上で各種特例措置を設定。



「３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成」関連

（３）若手研究者海外挑戦プログラムにおける新型コロナウイルス感染症の影響への対応

１）新型コロナウイルス感染症の影響により、①海外渡航の延期、②海外渡航後
に研究機関の封鎖等で研究中断を余儀なくされた採用者からの相談・要望
への対応

①令和元年度採用者渡航予定で渡航延期等をせざるを得ない場合の特例措置
○渡航先受入の見通しが不透明な状況の中で、翌年度渡航順延を要望する

採用者からの相談
⇒ 渡航順延による翌年度（令和2年度）採用開始を許可 （所要予算の翌年度

繰越により対応） 【3月23日付実施】

②海外で研究中断を余儀なくされている採用者への特例措置
○海外研究機関の封鎖や研究中断が継続し、一時帰国を要望する採用者から

の相談⇒ 一時帰国への柔軟な対応 （通常は原則一時帰国を禁止）
【1月31日付（中国派遣者から）実施】

２）その他の特例措置
○令和2年度採用分（第2回）に係る申請書の提出期限を4月17日→6月4日に延長

新型コロナウイルス感染症の状況、採用者に生じ得る様々な影響を考慮しつつ、制度の基本
設計等を踏まえた上で各種特例措置を設定。



「知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成」

日本学術振興会育志賞
卓越研究員事業



３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成

（４）日本学術振興会育志賞における新型コロナウイルス感染症の影響への対応

① 令和元年度実績報告書の提出期限を ４月３０日 → ５月２９日に延長

② 平成２９年度成果報告書の提出期限を ４月３０日 → ５月１５日に延長

令和２年度受賞候補者に係る推薦受付期間を ６月１日～６月５日 → ７月
２日～７月８日へと延期

（５）卓越研究員事業における新型コロナウイルス感染症の影響への対応

通常の業務運営が困難となっている状況を踏まえつつ、審査スケジュール等も考慮し書類提出
期限の延伸等を実施。

「３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成」関連

（４）日本学術振興会育志賞及び（５）卓越研究員事業における新型コロナウイルス感染症の影響への対応



「大学等の強みを生かした教育研究機能の強化」

卓越大学院プログラム など



（１）卓越大学院プログラム
令和元年度実施状況報告書の提出期限を ５月８日 → ６月５日へと延長

【４月３０日付通知】

（２）博士課程教育リーディングプログラム
令和元年度実施状況報告書の提出期限を ５月１５日 → ６月１２日へと延長

【４月３０日付通知】

（３）各事業の審査・評価・フォローアップの実施

「４ 大学等の強みを生かした教育研究機能の強化」関連

「新型コロナウイルス感染症の影響」を踏まえた各プログラムにおける対応等

大学の学部や大学院の教育改革、グローバル化を支援する下記の事業について、採択プログラムの評価や
フォローアップを継続して実施中。

【令和２（2020）年度の取組】
卓越大学院プログラム：プログラム委員会を設け42件の申請を受け４件を採択。

平成30（2018）年度採択15件、令和元(2019)年度採択11件の事業のフォローアップを実施。

大学教育再生加速プログラム（AP）：平成26（2014）年度採択46件、平成27（2015）年度採択12件及び平成28（2016）年度採択19件の事業の事後評価を実施。

地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（COC+）：平成27（2015）年度採択42件の事業の事後評価を実施。

スーパーグローバル大学創成支援事業：平成26（2014）年度採択37 件の事業の中間評価（２回目）を実施。

大学の世界展開力強化事業：アフリカ諸国を交流相手先に文部科学省が公募、振興会が審査を実施。
平成30（2018）年度採択10件の事業の中間評価、平成27（2015）年度採択11件の事業の事後評価を実施。
平成28（2016）年度採択25件、平成29（2017）年度採択11件及び令和元（2019）年度採択３件の事業のフォローアップを実施。



（４）知識集約型社会を⽀える⼈材育成事業の審査の実施（令和２年度より事業開始）
・Society5.0時代等に向け、狭い範囲の専門分野の学修にとどまるのではなく、今後の社会や学術の新たな変化や展開に対して柔軟に
対応しうる能力を有する幅広い教養と深い専門性を持った人材育成を実現するため、全学的な教学マネジメントの確立を図りつつ新たな
教育プログラムを構築・実施する大学を支援するもの。文部科学省において令和２年度より実施。
・振興会ではプログラム委員会を設け、本事業に関する審査・評価を実施。令和２（2020）年度は新規公募に係る審査を実施しており、
１１月頃に選定結果を発表する予定。

「新型コロナウイルス感染症の影響」を踏まえた各プログラムにおける対応等（続き）

※文部科学省資料より抜粋



－ 参 考 資 料 －
「３ 知の開拓に挑戦する次世代の研究者の養成」関連



 特別研究員 総採用者数 5,446人→ 5,714人
・特別研究員- DC 4,196人 → 4,464人
・特別研究員- PD 1,000人 → 1,000人
・特別研究員- SPD 36人 →     36人
・特別研究員- RPD 214人 → 214人

 国際競争力強化研究員（特別研究員-CPD） 総採用者数 28人 → 42人

 海外特別研究員 総採用者数 540人 → 540人
・海外特別研究員 525人 → 525人
・海外特別研究員-RRA 15人 →  15人

 若手研究者海外挑戦プログラム 新規採用 140人 → 140人

令和3年度（2021年度）概算要求について

研究者養成事業 要求内容

※上記に加え、以下に係る予算を概算要求中。
•新型コロナウイルス感染症の影響による採用期間の延長対応のため、特別研究員-DCにおいて
1,265人分、海外特別研究員（RRA含む）において190人分を要求。

•PD、SPD、RPDを対象とする傷害保険制度の整備のため、26百万円を要求。



特別研究員事業
令和3年度要求・要望額 17,815百万円
（前年度予算額 15,635百万円）

※運営費交付金中の推計額

■特別研究員終了後の就職状況
平成31年4月1日現在

⇒約９割が常勤の研究職に就職

・ＤＣ採用終了から10年経過後・ＰＤ採用終了から５年経過後

※傷害保険制度の整備（PD、SPD、RPD対象） 26百万円

『サイエンス誌に載った日本人研究者』（2015-2019年版）に掲載されている論文（計254編）において、
特別研究員採用経験者または特別研究員が著者に含まれる割合は、60.6％と過半数を占めている。

■特別研究員の優れた研究成果

特別研究員
（ＤＣ）

【対象：博士後期課程学生、研究奨励金：年額 2,400千円、採用期間：3年間（DC1）、2年間（DC2）】
○ 優れた研究能力を有する博士後期課程学生が、経済的に不安を感じることなく研究に専念し、研究者としての能力を向上できるよう支援
○ 支援人数 4,196人⇒4,464人 （新規 1,793人→2,000人）

博
士
課
程
学
生

ポ
ス
ト
ド
ク
タ
ー

10,078百万円⇒12,232百万円

特別研究員
（ＲＰＤ）

特別研究員
（ＰＤ）
（ＳＰＤ）

【対象：博士の学位取得者、 研究奨励金：年額 4,344千円（PD）、5,352千円（SPD）、 採用期間：3年間】
○ 博士の学位取得者で優れた研究能力を有する者（PD）及び世界最高水準の研究能力を有する者（SPD）が、大学等の研究機関で研究に

専念し、 研究者としての能力を向上できるよう支援
○ 支援人数 PD： 1,000人⇒1,000人（新規 353人→342人）

SPD： 36人⇒36人（新規 12人→12人）

【対象：出産・育児による研究中断から復帰する博士の学位取得者、 研究奨励金：年額 4,344千円、 採用期間：3年間】
○ 博士の学位取得者で優れた研究能力を有する者が、出産・育児による研究中断後、円滑に研究現場に復帰することができるよう、大学等

の研究機関で研究に専念し、研究者としての能力を向上できるよう支援
○ 支援人数 214人⇒214人（新規 64人→75人）

PD： 4,344百万円⇒4,344百万円
SPD： 193百万円⇒  193百万円

930百万円⇒930百万円

＋新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた採用延長1,265人

○優れた若手研究者に対して、その研究生活の初期において、自由な発想のもとに主体的に研究課題等を選びながら研究に専念する機会を与え、我が国の学術研究の将来を担う創造性に富んだ
研究者の養成・確保を図る制度として昭和60年度から実施。

○近年、修士課程修了者の博士後期課程への進学率は減少傾向が続いており、博士後期課程学生支援の充実等により、彼らが研究に打ち込める環境の整備を図ることが喫緊の課題。
○新型コロナウイルス感染症の影響により若手研究者のキャリアパスへの不安が増す中、優れた若手研究者が安定的に研究活動を継続できるよう積極的かつ柔軟な支援が不可欠。

背景・課題

出典：「サイエンス誌に載った日本人研究者（2015-2019年版）」（ AAAS ）を基に日本学術振興会作成出典：「特別研究員の就職状況調査」（日本学術振興会）

【統合イノベーション戦略2020 （令和2年7月17日 閣議決定） 抜粋】
〇 外部資金等を含めた多様な財源による優秀な博士後期課程学生への学内奨学金・ＲＡ・特別研究員（ＤＣ）等の支援の充実を促進する。



・我が国の研究力向上に向け、国際コミュニティの中核に位置する一流の大学・研究機関において挑戦的な研究に取り組みながら、著名な研究者等とのネットワーク形成に取り組む
優れた若手研究者を支援。
・豊富なネットワークや国際共同研究の経験を有するシニア研究者のサポート等により、国際コミュニティで存在感のある研究者としての更なる成長を促す。
・ポストコロナにおける国際的研究連携のハブとなる人的基盤整備を着実に推進するべく、新規支援人数を安定的に維持し、世界で活躍できる多様な研究人材を継続的に
育成・確保する。
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引用論文出版初年

＜引用論文の空間的時間的広がり＞

（出典）村上由紀子著「人材の国際移動とイノベーション」,NTT出版（2015）, p.163

新たな知が創出され論文が出版された時に，当該研究領域の国際的な研究者コミュニティの
中心の近くに位置する研究者ほど速く当該論文を引用した論文を発表

☆ 優秀な若手研究者の海外派遣の強化。

☆ 最終年度は帰国し、我が国の大学・研究機関に、海外で培った国際ネットワークを還元。

● 関連分野の研究者ネットワーク構築に資する
情報の蓄積

● 世界トップクラスの大学・研究機関における
挑戦的な研究

● 研究者ネットワークを活用した我が国の大学・
研究機関の研究力の強化

● 質の高い国際共著論文の増加

※原則、3年間は海外の大学・研究機関に海外渡航

1年目 5年目3年目2年目 4年目

海外研究者ネットワーク構築をサポート

海外の大学
・研究機関

国内の大学
・研究機関

研究者コミュニティ

経験豊富なシニア研究者

ネットワーク構築基盤活動

サポート

若手研究者 若手研究者

サポート
研究者コミュニティ

研究と共に国際ネットワーク形成を支援する新制度

※別途、科学研究費助成事業（科研費）「特別研究員奨励費」を交付するほか、海外渡航に
係る往復航空券を支給

令和３年度要求・要望額 ： 263百万円
（前年度予算額 ： 188百万円）

※運営費交付金中の推計額国際競争力強化研究員事業

【期待される効果】

✔ 質の高い国際共著論文が増加するとともに、我が国の研究者が引用論文
をより早期に産み出し、新たな研究成果を我が国により速く移転し活用
できるようになる。

✔ 海外研究者コミュニティにおける日本人研究者のプレゼンスが向上する
とともに、形成された研究者ネットワークを活用し、我が国の大学・研
究機関の研究力の強化が図られる。

【事業概要】

✔ 支援人数 ２８人⇒４２人（新規 １４人）
✔ 支援期間 5年（うち、3年間は海外研鑽）
✔ 支援額（国内） 5,352千円

背景・課題

【統合イノベーション戦略2020 （令和2年7月17日 閣議決定） 抜粋】
〇 若手研究者を対象にした海外研鑽機会を提供する各種プログラムの充実を図る。



H26年度新規採用者204人を調査。
Elsevier社Scopusを基に、同社の
研究分析ツールSciValを用い集計。
集計日：2020年8月

優れた若手研究者が、海外の大学等研究機関において、自らの研究計画に基づき長期間研究に専念できるよう支援することにより、我が国の学術の将来を担う国際的に競争力
のある研究者を養成・確保する。また、新進気鋭の若手研究者に世界トップレベルの国際経験を積む機会を提供することで、次世代のリーダーとなる若手研究者の育成や国際的
研究者ネットワークの拡大・強化を図る。

ノーベル・プライズ・
ダイアログ東京201９
（ノーベル賞受賞者５
名によるパネルディス
カッション）

令和3年度要求・要望額 189百万円
(前年度予算額 189百万円)

③若手研究者研鑽シンポジウム事業

・ＨＯＰＥミーティング

ノーベル賞受賞者とアジア・太平洋・アフリカ
地域から選抜された約100名の若手研究者が日本
にて合宿形式の会議を開催。

・ノーベル・プライズ・ダイアログ
ノーベル賞受賞者を含む有識者と、若手研究

者を含む一般との対話を目的とした公開シンポ
ジウムを開催。ノーベル財団の公式YouTubeチャ
ンネル等で全講演を中継。

財団傘下のノーベル・メディアとの共催。

・若手研究者のリンダウ会議への派遣推進事業

ノーベル賞受賞者及び世界各国の若手研究者
が参加するリンダウ・ノーベル賞受賞者会議
（1951年開設）へ日本人若手研究者を派遣。

・先端科学（Frontiers of Science：FoS）シンポ
ジウム
日本及び諸外国の新進気鋭の若手研究者が、

最先端の科学トピックについて分野横断的な
議論を行う合宿形式のシンポジウムを開催。

HOPEミーティング
（ノーベル賞受賞者
による講演）

先端科学シンポジウム
（国・分野を越えた討議）

【事業の目的・概要】
新進気鋭の若手研究者に世界トップレベルの

国際経験を積む機会を提供することで、次世代
のリーダーとなる若手研究者の育成や国際的
研究者ネットワークの拡大・強化を図る。

海外派遣等による若手研究者の養成 令和3年度要求・要望額 3,595百万円
（前年度予算額 2,738百万円）

※運営費交付金中の推計額

①海外特別研究員事業

博士の学位を有する者の中から優れた若手研究者を「海外特別研究員」
として採用、海外の大学等研究機関において長期間（2年間）研究に専念
できるよう支援。また、結婚・出産・育児・介護等のライフイベントによ
る研究中断等を経た若手研究者を「海外特別研究員-RRA」として採用。

海外という新たな環境へ挑戦し、３か月～１年程度海外
の研究者と共同して研究に従事する機会を提供することを
通じて、将来国際的な活躍が期待できる豊かな経験を持ち
合わせた博士後期課程学生等の育成に寄与する。

令和3年度概算要求額 265百万円
(前年度予算額 265百万円)【事業の目的・概要】

【事業スキーム】

【成果】

【事業の目的・概要】

【事業スキーム】事業開始：平成29年度
支援対象者：博士後期課程学生等
支援経費：往復航空賃

滞在費（100～140万円）
研究活動費（上限20万円）等

渡航期間：3か月～1年程度

【COVID-19対応含む】 令和3年度要求・要望額 3,142百万円
(前年度予算額 2,284百万円)

事業開始：昭和57年度
支援対象者：ポスドク等
支援経費：往復航空賃、滞在費・研究活動費等（約450～620万）

支援期間：2年間

新規（見込み）：178人（新規＋継続540人）【要求のポイント】

②若手研究者海外挑戦プログラム

新規（見込み）：140人【採用人数】

被引用数TOP10%論文の割
合

国際共著論文の割合

採用期間 採用期間

米国

日本

名古屋大学 トランスフォーマティブ
生命分子研究所 客員教授、海外主任研究者 鳥居 啓子(とりい けいこ)

遺伝学的・分子生物学的解析によって明らかにした気孔形成システムは、植物分化の最もシンプル
かつ美しいシステムとして世界の注目を集めている。平成27年度猿橋賞受賞。

【平成７年度採用】

東京工業大学
地球生命研究所(ELSI)所長・教授 廣瀬 敬(ひろせ けい)

地球内部の深さ2600km付近からマントルの底（深さ2900km）までを構成する誰も見たことのな
い未知の鉱物「ポストペロフスカイト」の発見を2004年5月科学誌「Science」で発表。
平成28年度藤原賞受賞。

【平成９年度採用】

国立情報学研究所 副所長
情報学プリンシプル研究系教授

河原林 健一(かわらばやし けんいち)【平成１８年度採用】

Kawarabayashi-Toftの６色定理は、計算機による場合分けが不要な証明を持つ最初の美しい定理
と言われており、この理論を応用することによって、多数の画期的な高速アルゴリズムが開発された。
平成24年度日本学術振興会賞、日本学士院学術奨励賞受賞。

本事業は、我が国の海外派遣支援事業のフラグシップモデルであり、国
際的に競争力のある研究者の創出、国際研究ネットワークの構築・強化に
資するものである。海外特別研究員173人、海外特別研究員-RRA5人を新
規採用するとともに、COVID-19の影響による採用期間延長に係る支援を
行う。

海外特別研究員

中国

ドイツ

★被引用数TOP10%論文、国際共著論文の割合が採用後に増加

★活躍する海外特別研究員経験者が多数

★採用終了５年経過後の常勤研究職就職率89.2%（R元年度追跡調査結果）



－ 参 考 資 料 －
「４ 大学等の強みを生かした教育研究機能の強化」関連
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