日本学術振興会の人材育成事業の充実方策について
（第一次提言）

平成２８年８月１２日
独立行政法人日本学術振興会
人材育成企画委員会
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１．はじめに
国力の源である学術研究を振興し、我が国が持続的な発展を遂げ、世界に貢
献していくためには、優れた知の創造を絶え間なく行っていくことが不可欠で
ある。その中核を担う優秀な人材を育成・確保するとともに、その能力を最大
限発揮できる環境を整備するためには、学術を中心としながら広い視野から世
界トップレベルの研究者の育成に注力することが急務である。
日本学術振興会人材育成企画委員会（以下「本委員会」という。）においては、
平成 25 年 10 月の設置以降、日本学術振興会（以下「学振」という。
）の業務範
囲にとらわれることなく、人材育成に係る諸課題及びキャリアパス形成全体を
俯瞰した議論に基づき、学振の人材育成事業の今後の在り方について検討を進
めてきた。今般、人材育成事業の強化に向けた基本的考え方、具体的な取組方
策等をとりまとめ、学振に対し第一次の提言を行うものである。なお、今後も、
人材育成事業の実施状況や広く社会動向等に留意しつつ、必要な検討を引き続
き行っていく。
また、本提言は学振の人材育成事業の在り方のみならず、我が国全体の人材
育成に関わる内容を含むものである。本提言で示した内容の実現に向け、学振
をはじめ、国、各大学、研究者等の関係者の積極的な取組を期待する。

２．人材育成事業の強化に向けた基本的な考え方
（１）人材育成事業を取り巻く現状と課題
学術研究は多様な知の創造を目指すものであって、知の限界に挑み、未踏
の分野を拓く営みは、研究者自身の自由で柔軟な思考と斬新な独創的発想に
基づく知的創造活動を最大限に発揮することによってのみなし得る。このよ
うな特性を持つ学術研究は、新たな知を基にした価値の創造と同時に広く知
識社会を牽引する人材を育成する重要な役割を担うとともに、我が国のイノ
ベーションの源泉や国際社会におけるプレゼンスの向上に寄与している。
学術振興を目的とする我が国唯一の独立した資金配分機関である学振は、
我が国の学術研究の将来を担う独立した研究者となることが期待される若手
研究者の養成の中核を担う制度である特別研究員事業や海外特別研究員事業
を実施するとともに、国の示す大学改革の方向性を踏まえた大学教育再生の
戦略的推進に係る事業を通じて大学改革の取組を支援することにより、次世
代の人材育成と大学の教育研究機能の向上に貢献してきた。また、各事業の
実施に当たっては、特別研究員事業及び海外特別研究員事業における資格年
齢制限の全廃や、特別研究員-PD の研究機関移動の義務化による流動性の向上
といった制度改善を逐次行うとともに、大学改革の取組への支援を拡大して
きたところである。
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他方、人材育成に関する環境は以前にも増して厳しい状況になっている。
先行きの見通しが立ちにくい急激な社会変化の中で、アカデミズムの砦とし
ての人材のみならず、広く産学官にわたり活躍し得る幅広い視野や基礎的思
考力をしっかりと持った知的基盤社会の担い手を生み出すことが求められて
いるにも関わらず、依然として我が国の社会において博士の学位の価値が十
分に理解されていないため、大学院博士課程修了後のキャリアパスが描きづ
らい状況が続いている。
そのような中、大型競争的研究費によるポストドクターなどの任期付き研
究員のポストが増える一方で大学のテニュアポストが減るなど、若手研究者
が将来のキャリアパスに対して自信と見通しを持つことが難しくなっている。
そのため、大学院修士課程から博士課程への進学者が大幅に減少しているほ
か、現状として、望ましい能力を持つ人材が博士課程後期を目指していない
との指摘がある。また、海外研究機関への中・長期派遣者が約 10 年間で半数
近くも減少している。柔軟性の高い若手が海外で切磋琢磨する経験を積む機
会を逃してしまうことで、学術研究の多様性の醸成が阻まれることが危惧さ
れる。さらに、厳しい財政状況の中で、研究者養成を支える特別研究員事業
及び海外特別研究員事業の予算は近年漸減傾向にある。
このような状況の中で、短期的成果主義によるポストの確保が優先される
状況が生まれている。この状況を克服すべく人材育成支援が十分になされな
ければ、学術研究が持つ多様性・挑戦性や本質的な課題設定を躊躇させ、学
術研究を担う人材が確保できなくなり、我が国の知的基盤の源泉が枯渇する
危機につながり得る。
人口減少が見込まれる我が国において、優秀な若手人材育成が男女問わず
求められている。このような中で、産休育休の制度あるいは運用面でのマタ
ニティ・ハラスメントなどの課題、育児・介護中等の常勤の研究者への支援
制度の不足、研究者の評価における多様性の不足など、研究者のワークライ
フバランスの重要性についての理解がいまだに不足していることが懸念され
る。周囲からの圧力や遠慮で離職せざるを得ないといったことが起きないよ
うな配慮が十分になされず、研究に専念しやすい環境や評価されやすい条件
を持った人材のみが研究者として活躍できるという状況であれば、我が国が
有する潜在的人的資源を真に活用していないことになる。
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（２）強化に向けた基本的な考え方
人類社会の発展に貢献する優れた知は、人文学、社会科学から自然科学ま
でのすべての研究者の絶え間ない独創的な研究活動の積み重ねによって生み
出されるものであり、その源泉となる次世代の人材育成と大学教育研究機能
の向上はとりわけ重要である。
また、優れた知の創造やその活用の中核を担うことが期待される「博士」
の学位を有する人材については、いかなる状況変化や新しい課題に直面して
も柔軟かつ的確に対応し、自ら学び、自ら問う力を持ち、シナリオを立てな
がら目的を達成できる能力を持った人材が産業界、学術界を問わず求められ
ているところである。
学振の人材育成事業は、若手研究者が自由な発想に基づく研究に自主的・
自律的に専念できるところにその特徴を有し、他に類を見ないものであり、
我が国の研究者の養成・確保を図る上で不可欠な事業である。
これに関して、自立して研究活動を行い得る段階に達し、研究能力が急速
に高まる時期に適切に研究環境の場を与え、実際の研究活動を通じて真に優
れた研究者を見出し、育成することが極めて重要である。そのため、発想力
が柔軟で適応力の高い、優れた若手研究者に対し、研究奨励金及び科学研究
費補助金（特別研究員奨励費）を支給することにより、生活の不安なく研究
に専念することを可能にする特別研究員事業並びに長期間海外の研究機関で
研究に専念することを可能にする海外特別研究員事業は、極めて有効な制度
である。特に、研究者のワークライフバランスの観点からも、自立した研究
者として自身の人生設計を決定できる稀有なポジションであり、産休育休の
取得方法を明確に提示し、更に採用中断中に半分の研究奨励金で復帰の準備
ができるという方法が用意されている点も先進的である。
また、各大学がその強みや特色を生かして実施している大学改革の中で、
新たな人材育成の試みが行われており、それら大学における組織的な人材育
成と学振の人材育成事業は相乗的な意義を持っている。
このような観点を踏まえ、学振は我が国の学術研究を担う優秀な人材の育
成・確保と、それらの活躍促進を図るため、キャリアパスの確保に留意しつ
つ、優れた若手研究者の裾野の拡大と質の向上に向けた支援を充実するとと
もに、大学の教育研究機能の向上に積極的に貢献する必要がある。
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３．特別研究員事業の充実による若手研究者の養成・確保
（１）基本的な方向性
特別研究員事業は、昭和 60 年度（1985 年度）創設以来、生活の不安なく自
由な発想の基に主体的に研究に専念する機会を与えることにより、我が国の
研究者養成の中核的な事業としての役割を果たしてきた。学術研究を担う人
材の養成と確保のためには、本事業の博士課程在学者を対象とする特別研究
員-DC と博士の学位取得者等を対象とする特別研究員-PD の予算増と採用人数
の拡充を図ることが不可欠である。
特別研究員-DC については、第 3～5 期科学技術基本計画では、
「博士課程（後
期）在籍者の 2 割程度が生活費相当額程度を受給できることを目指す」とし
ている。特別研究員-DC は本計画に沿った支援であるが、現状では博士課程（後
期）在籍者の 6％程度を支援するに過ぎない。また、博士課程（後期）在籍者
のうち、これを含めて何らかの制度によって生活費相当額の支援を受けてい
る者は 10％程度に留まっている。そのため、上記の「2 割程度」という目標
を達成するための方策として特別研究員-DC を現状の 2 倍程度に拡充すること
が必要である。
特別研究員-PD は、個人の自由な発想による自立した研究活動を担保する点
において、プロジェクト雇用のポスドク制度や諸外国のポスドク支援制度と
比較しても我が国独自の世界に誇るべき制度である。第 5 期科学技術基本計
画において「国は、若手研究者が研究能力を高め、その能力と意欲を最大限
発揮できるための研究費支援等の取組を推進する」と記載されており、これ
を踏まえた拡充等も必要である。
また、優れた人材となるチャンスを広げ、優秀な精鋭を養成することが必
要であり、博士課程修了後の自立した研究環境の確保等の要因も踏まえ、特
別研究員の資質の向上に向けた審査方法の充実及び処遇の改善等も望まれる。
（２）具体的な取組方策
１)博士課程（後期）在籍者への支援
○ 特別研究員-DC は、第 3～5 期科学技術基本計画達成を実現する方策とし
て、引き続き文部科学省との連携を通して拡充を目指す。ただし国の財政
状況から予算総額の増額は困難であることが予想される。その場合、現在
の予算規模でより多くの者を支援する方法を考えるべきとの声がある。こ
れを実現する方策としては、やむを得ず特別研究員-DC の研究奨励金を半額
にしてでも、採用者数を 2 倍にすることも一つの方法である。一方で処遇
の改善を求める声もある。これらの意見を踏まえ、支給額の考え方、大学
等における奨学金の受給の取扱い、授業料の減免や TA・RA などの活用状況
も考慮する。
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○ なお、予算増が見込めない場合において薄く広い支援とすることを検討
する場合には、
「研究に専念させる機会を与える」という特別研究員制度の
趣旨との間に整理すべき問題が生まれる。これらを両立させるため、我が
国の博士課程在籍者に対する支援の在り方と特別研究員制度の位置付けに
ついて、実際の採用者の経済状態の考慮など幅広い観点からの更なる検討
を必要とする。
○ また、優れた若手研究者が養成・確保されるよう分野の特性に応じた特
別研究員の充実方策を検討する。
２)博士学位取得後の支援
○ 特別研究員-PD についても、第 5 期科学技術基本計画を踏まえつつ、拡充
を目指す。
○ 博士課程修了後の自立した研究環境の確保等の要因も踏まえ、特別研究
員の処遇の改善の議論を進める。現在の給付水準の見直しや社会保障費相
当の負担軽減の検討など、処遇の改善に当たっては採用人数とのバランス
にも留意する。また、特別研究員としての研究に支障のない範囲でキャリ
アアップの観点も考慮し、受入機関における教育研究に係る報酬の受給を
受けることを容易にするなど、エフォート管理のように柔軟な運用につい
て議論する。
○ 真に世界最高水準の研究能力を有する若手研究者を養成・確保する観点
から、学術システム研究センターの特別研究員等審査システム改善のため
のワーキンググループ等において特別研究員-SPD の在り方についての見直
しを図るとともにキャリア形成支援の方策についても検討を進める。
３）特別研究員事業全般に関わる事項
○ 分野毎の違いや特性を考慮しつつ、学術システム研究センターの特別研
究員等審査システム改善のためのワーキンググループ等において、引き続
き審査方法等の改善を図るとともに、本当に自立した者を選考するため、
面接審査の充実を図るなど、個々の資質を見た上できめ細やかな選考を実
施する必要がある。
○ 学振の特別研究員のプレステージを更に高めるための方策としては、例
えば採用に当たっての学振代表者から特別研究員に対する激励や定期的な
意見交換、同窓会組織の構築といったことも考えられる。また、学振の特
別研究員はプロジェクトで雇用されるポスドクとは異なる位置付けである
ため、両者の違いを明確にし、誇りや矜持を持って活動することを後押し
すべきとの声を踏まえ、
「特別研究員」として違いを明確にした呼称等につ
いて検討を進める。
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４．若手研究者の海外派遣の充実
（１）基本的な方向性
昨今は海外に行くことの意義が以前とは大きく変化してきている。かつて
のように我が国では得られない高度な研究設備等の優れた研究環境を海外に
求めるという意味合いは薄れている。むしろ、切磋琢磨する経験を積むため
に海外へ行くこと、更に場合によっては海外の受入先から必要な経費を獲得
して厳しい状況の中で研鑽を積むことにより、結果的に将来の共同研究や国
際的研究ネットワークの構築につながるという意義が大きい。国際舞台で活
躍できる世界レベルの研究者を目指す人材を育成する観点から、若手研究者
の海外派遣を一層充実させる必要がある。
また、頭脳循環を加速し、国際的な共同研究ネットワークの形成を促進す
るため、研究機関の国際研究戦略に沿った組織的な研究者海外派遣を充実さ
せることが求められる。
（２）具体的な取組方策
○ 海外特別研究員事業は、派遣先や研究内容に枠を嵌めることなく、応募
者が自身の研究内容に応じて選択した、海外の研究環境において多様で豊
かな経験を積み、我が国の将来を牽引できる人材を育成していくためのも
のであり、本事業が果たす役割は計り知れない。そのため、引き続き、海
外特別研究員の採用人数の拡充を目指す。
○ 優れた研究環境を海外に求めるという意味合いが薄れていることが一要
因となって若手研究者の海外への関心の低下が指摘されており、諸外国に
比較して日本の国際的研究ネットワークの構築が後退しかねないという危
機感があることから、海外で研鑽を積むための呼び水となる政策が必要で
ある。そのため、事業目的の異なる特別研究員事業と海外特別研究員事業
の両事業とは別に、ポスドク、博士後期課程の一定期間を海外において新
たな環境へ挑戦する機会を提供する「グローバル枠」の設置を含め、若手
研究者の海外派遣機会の拡大に向け、海外渡航を後押しする新たな支援方
策が早急に求められる。
○ 海外特別研究員は、他から研究費を受給することは可能であるが、給与
の受給には制限がある。研究を一層推進する観点から、学振から完全に経
費支援をする方法のほかに、例えば、海外の受入先から必要経費を獲得で
きる場合には、その受給を認めることがあってもよいのではないかとの意
見がある。その場合には、エフォート管理によりフレキシビリティを高め
る方策を執ることも考えられ、海外特別研究員が自由な発想に基づいて研
究に専念できる環境を維持しつつ、他からの給与を受給することの意義や
その在り方について慎重に検討する。
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○

海外特別研究員事業の趣旨の理解を広め、海外特別研究員に対する認知
度を一層高める努力は必要である。認知度向上については、本年度から開
始した海外特別研究員体験談のホームページへの掲載等の広報活動の充実
を含め、今後、より一層情報発信を充実させる。
○ 博士課程学生については、国際共同研究を通して学生の相互交流を促す
取組も考えられる。そのため、
「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（文部科学省補助金事業）
」においては、既存の事業に博士
課程学生も対象とすることが考えられる。
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５．人材育成に係る大学改革の取組への支援
（１）基本的な方向性
各大学が強みや特色を生かして実施する大学改革に向けた意欲的な取組が
国の政策目標の実現につながるよう、学術振興の観点から支援するなど、大
学の教育研究機能の向上に積極的に貢献する。その際、大学教育や学術研究
のあるべき姿を見据え、フォローアップを通じた継続的な支援の実施に留意
する。
科研費に関し文部科学省科学技術・学術審議会学術分科会研究費部会にお
いて、ピアレビュー制度等を堅持すべき、との議論が行われたように、大学
改革においても「不易たるもの」を堅持する考え方も重要である。21 世紀 COE
プログラムやグローバル COE プログラムを通した人材育成プログラムは大変
評価が高く、継続の希望が多かった。その成果は、これらのプログラムで蓄
積された人材・研究の強みを生かす新たな政策課題が加わり、博士課程教育
リーディングプログラムやスーパーグローバル大学創成支援といったプログ
ラムにつながってきている。評価の高いプログラムを成長させ、相乗的な向
上につなげる制度設計も重要な施策である。
学振は審査・評価を通じて文部科学省に対し、各プログラムの成果を組み
合わせることにより優れた幅広い人材育成が可能になる点を伝え、施策の後
押しをするべきである。
また、各大学における優れた取組が補助期間終了後も継続されるよう、フ
ォローアップを通じて大学に対し促していくことも必要である。
（２）具体的な取組方策
○ 大学改革の取組への支援に係る各事業は文部科学省が制度設計を行って
いるが、改革の取組によってかえって現場が疲弊してしまうことのないよ
う、各事業の審査・評価業務を通じてあるべきプログラムの形を検討し、
学術振興の観点から制度設計に関して提言等を行う。
○ 審査・評価を通じて大学の各プログラムの優れた点などを大学等の関係
者に広く伝えるため、審査・評価結果等の速やかなホームページ掲載、事
業内容を紹介するパンフレットの作成など、広報戦略について検討を行い、
積極的な情報公開を着実に実施する。
○ 継続的・効果的なプログラムとなるように、補助期間終了後の継続性や
発展性についての評価項目を設けた審査・評価を行うとともに、外部有識
者による指導・助言機能の強化や、アンケート内容を追加して分析強化を
図るなど、フォローアップに重点を置いて審査・評価方法の改善を引き続
き実施する。
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６．若手研究者のワークライフバランスに関する課題解決
（１）基本的な方向性
学術研究を活性化していくためには、人口の半分を占める女性からより
多くの研究者を育成・登用することが不可欠である。ワークライフバラン
スへの配慮によって研究環境を健全なものとすることが優れた研究成果の
創出を生み出すために必須である。
また、ワークライフバランスに関する課題は、研究者自身の育児・介護
等のライフイベントだけでなく、研究費で雇用する立場としての研究者及
び研究機関にとっても、介護、育休制度に対する対応が求められるもので
ある。特に、期間の定めのある研究費の被雇用者等にライフイベントが発
生したとき、研究計画を柔軟に変更するなどにより被雇用者のキャリア意
識を継続させることが必要であるとともに、不安から研究活動が萎縮する
ことのないよう、研究計画の策定や変更に関して早急な対応が求められる
が、これらのことは十分に認識されていない。
我が国の社会的環境の変化に合わせ、人材育成のこれまでの施策をあら
ためて見直し、学振としてフレキシブルに運用できるよう、研究者にとっ
て利便性の良い仕組みを構築していくことが必要である。また、研究の中
断をせずに継続できるような支援の視点も重要である。そのために変更や
新たな取組が必要な場合には速やかに、かつ、大胆な対策をとることが望
まれる。
その際、女性活躍推進法等に基づき、研究者に占める女性採用比率等に
関する明確な数値目標を定めることも必要である。また、本問題の解決は
学振の事業改善のみで達成できるものではない。このため、社会的制約の
排除、ワークライフバランスへの配慮や理解促進、評価の在り方を当然の
ものとして社会が受け入れることや、育児・介護への男女均等な参加を促
す制度設計等を進めることを社会に向け発信することも重要である。
（２）具体的な取組方策
１） ワークライフバランスへの理解促進
○ ワークライフバランスの重要性と問題点について繰り返し強力に発信
し、不当な評価が起きることのないよう理解促進を図る。
○ また、プロジェクト単位での雇用や短期の雇用の場合にも、産休や育
休を取得できる制度を整備し、公募の際に、取得できる期間やその場合
の給与や社会保障及び復帰についての条件等を具体的に明文化すること
も望まれる。なお、こうした明文化がかえって女性の採用を躊躇させる
ことのないよう、必要な措置をとることも望まれる。
○ さらに、大学や研究機関にも民間企業の時短制度に対応するような、
9

一時的に給与を減らして授業負担や大学業務等も減らす働き方の選択肢、
あるいは業務補助者を機関の負担でつけるという選択肢が用意されるよ
う、大学改革等の事業を通して促す。
２） ワークライフバランスの推進に向けた学振の事業の再検討
○ 学振の事業において再検討を行ってワークライフバランスの推進に向
けて必要な措置をとっていく。例えば、積極的に男女共に希望にあわせ
た産休育休取得を促す取組を進める。また、特別研究員-RPD 及び海外特
別研究員-RRA について、特別研究員-PD 及び海外特別研究員にダイバー
シティを重視した優先枠を設けることも含め、支援対象と審査方法等の
改善・充実策を採用者の意見も踏まえた検討が考えられる。
○ 学振の様々な事業において、事務補助者の人件費や託児費等を支出で
きるように配慮するとともに、研究集会では託児を用意することを奨励
し、その費用を援助できるようにすることが課題である。
３） 研究者あるいは研究機関の評価の在り方の見直し
○ 組織支援事業等の採択に際しては、ワークライフバランスに関する課
題解決のための取組状況を、審査項目に加えることを検討する。
○ 個人支援事業の評価においては、研究中断の時期を考慮に入れ、研究
中断の期間（出産育児や介護に限らず、闘病、異なる職種での就業、ボ
ランティアなども可能とする）を自由に記載する欄をもうけることも検
討する。
○ また、賞の選考をはじめとする様々な事業の選考や委員会等において、
評価者の多様性を高める。
４) その他
○ 研究中断制度や特別研究員-RPD などについて、例えば 4 月の報告書提
出が出産直後の場合には、これを数ヶ月遅らせることができるなどの措
置は早急に行うこととする。
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日本学術振興会の人材育成事業の充実方策について（第一次提言）

附属資料

日本学術振興会の人材育成事業の充実方策について（第一次提言）のポイント
日本学術振興会人材育成企画委員会（以下「本委員会」という。）において、平成25年10月の設置
以降、日本学術振興会（以下「学振」という。）の業務範囲にとらわれることなく、人材育成に係る諸
課題及びキャリアパス形成全体を俯瞰した議論に基づき、学振の人材育成事業の今後の在り方に
ついて検討を進めてきた。今般、人材育成事業の強化に向けた基本的考え方、具体的な取組方策
等をとりまとめ、学振に対し第一次の提言を行うものである。なお、今後も、人材育成事業の実施状
況や広く社会動向等に留意しつつ、必要な検討を引き続き行う。

基本的な考え方
学振の人材育成事業は、若手研究者の自由な発想に基づく研究に自主的・自律的に専念できる
ところにその特性を有し、他に類を見ないものであり、我が国の研究者の養成・確保を図る上で不可
欠である。
このような観点を踏まえ、学振は我が国の学術研究を担う優秀な人材の育成・確保と、それらの活
躍促進を図るため、キャリアパスの確保に留意しつつ、優れた若手研究者の裾野の拡大と質の向
上に向けた支援を充実するとともに、大学の教育研究機能の向上に積極的に貢献する必要がある。

具体的な取組方策
特別研究員事業の充実による若手研究者の養成・確保
１）博士課程（後期）在籍者への支援
○第5期科学技術基本計画を踏まえた特別研究員-DCの拡充、支給額及び大学等に
おける支援の考慮
○支援の在り方と制度の位置付けの検討
○分野の特性に応じた充実方策の検討
２）博士学位取得後の支援
○第5期科学技術基本計画を踏まえた特別研究員-PDの拡充
○特別研究員の処遇の改善等の議論と検討
○特別研究員-SPDの在り方の見直し
３）特別研究員事業全般に関わる事項
○特別研究員等ＷＧにおいて審査方法等の改善・きめ細やかな選考の実施
○学振の特別研究員のプレステージを更に高めるための方策の検討

若手研究者の海外派遣の充実
○海外特別研究員の採用人数の拡充
○特別研究員事業と海外特別研究員事業とは別に、海外渡航を後押しする新たな支援方
策の検討
○海外特別研究員が他からの給与を受給することの意義やその在り方についての検討
○海外特別研究員の認知度向上のための情報発信の充実
○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（文部科学省補助金事業）に
博士課程学生も対象とすることの検討

人材育成に係る大学改革の取組への支援
○学術振興の観点からの制度設計への提言等
○積極的な情報公開の実施
○補助期間終了後のプログラムの継続性・発展性に重点を置いた審査・評価方法の改善

若手研究者のワークライフバランスに関する課題解決
１)ワークライフバランスへの理解促進
○重要性と問題点の理解促進
○公募時の産休・育休の条件等の明文化
○大学改革等の事業を通じた促進
２)ワークライフバランス推進に向けた学振の事業の再検討
○支援対象と審査方法等の改善・充実等の検討
○事務補助者の人件費の配慮・託児費の奨励
３)研究者あるいは研究機関の評価の在り方の見直し
○ワークライフバランスに関する審査項目の検討
○研究中断期間の記載欄の検討
○評価者の多様性の充実
４)特別研究員-RPDなどでの配慮
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䞉 ᅜ䛿䚸ྛᶵ㛵䛾ྲྀ⤌䜢ಁ㐍䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸䝣䜵䝻䞊䝅䝑䝥䛾ᐇ➼䜢ᅗ䜛䚹䛣䜜䛻䜘䜚䚸䛂༤ኈㄢ⛬䠄ᚋᮇ䠅ᅾ⡠⪅䛾䠎⛬ᗘ䛜⏕ά㈝┦ᙜ㢠⛬ᗘ䜢ཷ⤥䛷䛝䜛䛣䛸䜢┠ᣦ䛩䛃䛸䛾➨䠏ᮇཬ䜃
➨䠐ᮇᇶᮏィ⏬䛜ᥖ䛢䛯┠ᶆ䛻䛴䛔䛶䛾᪩ᮇ㐩ᡂ䛻ດ䜑䜛䚹

≉ู◊✲ဨ
ண⟬ேᩘ䛾᥎⛣
≉ู◊✲ဨ
ᖺᗘูண⟬ᐃဨᩘ䛾᥎⛣
≉ู◊✲ဨ
ண⟬ேᩘ䛾᥎⛣
㻡㻘㻜㻜㻜

㻠㻘㻢㻜㻢㻌
㻠㻘㻞㻢㻜㻌

㻠㻘㻡㻜㻜
㻠㻘㻜㻜㻜

ண
⟬
ே
ᩘ

㻠㻘㻡㻝㻞㻌

㻠㻘㻠㻣㻜㻌

㻠㻘㻢㻢㻜㻌

㻠㻘㻡㻝㻞㻌

㻠㻘㻡㻤㻞㻌

㻠㻘㻠㻞㻡㻌

㻠㻘㻡㻝㻡㻌

㻟㻘㻤㻥㻜
㻟㻘㻢㻜㻜

㻟㻘㻡㻜㻜
㻟㻘㻜㻜㻜

㻰㻯
㻼㻰

㻞㻘㻡㻜㻜

㻿㻼㻰
㻾㻼㻰

㻞㻘㻜㻜㻜
㻝㻘㻠㻟㻢㻌
㻝㻘㻟㻤㻡㻌

㻝㻘㻡㻜㻜
㻝㻘㻝㻠㻢

㻝㻘㻜㻡㻞㻌

㻝㻘㻜㻡㻞

㻝㻘㻠㻞㻜㻌

㻝㻘㻝㻢㻢㻌
㻝㻘㻝㻞㻢㻌

㻝㻘㻜㻡㻞㻌

㻝㻘㻜㻡㻞㻌

㻝㻘㻜㻠㻣㻌

㻝㻘㻜㻜㻜
㻡㻜㻜
㻟㻢 㻟㻜

㻢㻜
㻟㻢

㻟㻢㻌

ᖹᡂ㻝㻥ᖺ
ᗘ

ᖹᡂ㻞㻜ᖺ
ᗘ

㻤㻜㻌

㻥㻜㻌

㻝㻞㻜㻌

㻟㻢㻌

㻟㻢㻌

㻟㻢

ᖹᡂ㻞㻝ᖺ
ᗘ

ᖹᡂ㻞㻞ᖺ
ᗘ

ᖹᡂ㻞㻟ᖺ
ᗘ

㻝㻟㻜

㻟㻢

㻝㻠㻜

㻟㻢

㻝㻡㻜

㻝㻡㻜
㻟㻢

㻝㻣㻡
㻟㻢

㻞㻜㻜
㻟㻢

㻜
ᖹᡂ㻝㻤ᖺ
ᗘ

ᖹᡂ㻞㻠ᖺ
ᗘ

ᖹᡂ㻞㻡ᖺ
ᗘ

ᖹᡂ㻞㻢ᖺ
ᗘ

ᖹᡂ㻞㻣ᖺ
ᗘ

ᖹᡂ㻞㻤ᖺ
ᗘ

᥇⏝ᖺᗘ
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ᵐᵖ࠰ࡇʖም᫇ᾉᵐᵊᵎᵎᵖίႊɢόὸ

ෙٳཎКᄂᆮՃʙಅ

ʙಅႸႎ

ίᵐᵕ࠰ࡇʖም᫇ᾉᵐᵊᵎᵔᵎίႊɢόὸὸ

ඃ䜜䛯ⱝᡭ◊✲⪅䛜䚸ᾏእ䛾Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵䛻䛚䛔䛶䚸⮬䜙䛾◊✲ィ⏬䛻ᇶ䛵䛝㛗ᮇ㛫◊✲䛻ᑓᛕ䛷䛝䜛䜘䛖ᨭ䛩䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᡃ䛜ᅜ䛾Ꮫ⾡䛾ᑗ᮶䜢ᢸ䛖ᅜ
㝿ⓗど㔝䛻ᐩ䜐᭷⬟䛺◊✲⪅䜢㣴ᡂ䞉☜ಖ䛩䜛䚹

࣏ᙲࣱ
䚾➨䠑ᮇ⛉Ꮫᢏ⾡ᇶᮏィ⏬䚿䠄ᖹᡂ䠎䠔ᖺ䠍᭶䠎䠎᪥㛶㆟Ỵᐃ䠅ᢤ⢋
➨䠐❶ ⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䛾ᇶ┙ⓗ䛺ຊ䛾ᙉ
䞉ዪᛶ䛜䚸◊✲⪅䜔ᢏ⾡⪅䜢䛿䛨䜑⛉Ꮫᢏ⾡䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢ᢸ䛖ከᵝ䛺ேᮦ䛸䛧䛶୍ᒙά㌍䛷䛝䜛䜘䛖ྲྀ⤌䜢ຍ㏿䛩䜛䚹ᅜ䛿䚸ዪᛶ䛜䚸◊✲➼䛸䝷䜲䝣䜲䝧䞁䝖䛸䛾୧❧
䜢ᅗ䜛䛯䜑䛾ᨭ䜔⎔ቃᩚഛ䜢⾜䛖䛸䛸䜒䛻䚸䝻䞊䝹䝰䝕䝹䜔ዲ䜢ᖜᗈ䛟࿘▱䛧䚸ሗඹ᭷䜢ᅗ䜛䚹
䞉ᾏእ䛻ฟ䛶ୡ⏺䝺䝧䝹䛷◊✲άື䜢ᒎ㛤䛩䜛◊✲⪅➼䛻ᑐ䛩䜛ᨭ䜢ᙉ䛩䜛䚹ලయⓗ䛻䛿䚸ᅜ䛿䚸Ꮫཬ䜃බⓗ◊✲ᶵ㛵➼䛻䛚䛡䜛䚸㧗䛔䝫䝔䞁䝅䝱䝹䜢᭷䛩䜛
ᾏእ◊✲ᶵ㛵䛸䛾⤌⧊㛫䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏䚸ᅜ㝿ඹྠ䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜈䛾ཧ⏬䚸ᅜ㝿ᶵ㛵ཬ䜃ᾏእ䛾Ꮫ➼䛾◊✲ᶵ㛵䜈䛾◊✲⪅ὴ㐵䚸䜾䝻䞊䝞䝹䝲䞁䜾䜰䜹䝕䝭䞊
䜈䛾ཧ⏬➼䜢ಁ㐍䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸ᾏእὴ㐵◊✲⪅ཬ䜃ᅾ᪥⤒㦂䜢᭷䛩䜛እᅜே◊✲⪅➼䛾䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᵓ⠏➼䜢᥎㐍䛩䜛䚹

ʙಅಒᙲ

600
᪂つ

ᡃ䛜ᅜ䛾Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵䛻ᡤᒓ䛩䜛ᖖ䛾◊✲⪅䜔༤ኈ䛾Ꮫ䜢᭷䛩䜛⪅➼
䛾୰䛛䜙ඃ䜜䛯ⱝᡭ◊✲⪅䜢䛂ᾏእ≉ู◊✲ဨ䛃䛸䛧䛶᥇⏝䛧䚸ᡤᐃ䛾㈨㔠䛾ᨭ⤥
䛻䜘䜚䚸ᾏእ䛾Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵䛻䛚䛔䛶㛗ᮇ㛫◊✲䛻ᑓᛕ䛷䛝䜛䜘䛖ᨭ䚹

ଓଚफ़ࢄ

㛗ᮇὴ㐵
䠄2ᖺ㛫䠅

400

ޒކѢോ̠फ़ࢄ࠘

໘ႎୟఀࢹݵ
JSPS

182

135

190

126

204

300

㑅⪃䞉ᨭ

⏦ㄳ

⥅⥆

500

200

䞉ᅾ㈝䞉◊✲άື㈝
(380䡚520/ᖺ)
䞉 ⯟✵㈤

366

363

24

25

317

372

316

100
0

Წ࠰᧓ƷᄂᆮѣưࢳƢǔјௐ

26

27

28

ෙٳཎКᄂᆮՃὼᵰᵰᵟửૼᚨίૼᙹʴḵᾄʴὸ

Ŭᄂᆮᎍᐯ៲ƷǭȣȪǢȑǹƴƢǔᄂᆮᏡщƷӼɥ
ᲢH27࠰ࡇᡙួᛦ௹ኽௐᲴဇኳʕ5࠰ኺᢅࢸƷࠝѮᄂᆮᎰݼᎰྙ97.2Ჟ Უ
Ŭφ˳ႎƳᄂᆮௐᲢᛯ૨ሁᲣ
ŬݩஹƷσӷᄂᆮƴƭƳƕǔᄂᆮᎍȍȃȈȯȸǯƷನሰ
ͤᢔ᧓ኳʕࢸŴƕƷܖٻሁᄂᆮೞ᧙Ʒᨥ҄Ʒਖ਼ᡶƴǋᝡྂ

Ꮫ⾡◊✲ศ㔝䛻䛚䛡䜛⏨ዪඹྠཧ⏬䜢᥎㐍䛩䜛ほⅬ䜢㋃䜎䛘䚸ඃ䜜䛯ⱝ
ᡭ◊✲⪅䛜⤖፧䞉ฟ⏘䞉⫱ඣ䞉ㆤ➼䛾䝷䜲䝣䜲䝧䞁䝖䛻䜘䜛◊✲୰᩿➼䛾
ᚋ䛻䚸ᾏእ䛾≉ᐃ䛾Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵䛻䛚䛔䛶㛗ᮇ㛫◊✲䛻ᑓᛕ䛷䛝䜛䜘䛖
ᨭ䚹

ᖹᡂ㸰㸶ᖺᗘண⟬㢠㸸ⓒ
㸦ᖹᡂ㸰㸵ᖺᗘண⟬㢠㸸ⓒ㸧

㢌⬻ᚠ⎔䜢ຍ㏿䛩䜛ᡓ␎ⓗᅜ㝿◊✲䝛䝑䝖䝽䞊䜽᥎㐍ᴗ

䛆ᴗᴫせ䛇
ᡃ䛜ᅜ䛾㧗䛔䝫䝔䞁䝅䝱䝹䜢᭷䛩䜛◊✲䜾䝹䞊䝥䛜≉ᐃ䛾◊✲㡿ᇦ䛷ᅜ㝿◊✲䝛䝑䝖䝽䞊䜽䜢ᡓ␎ⓗ䛻ᙧᡂ䛩䜛䛯䜑䚸ᾏእ䛾䝖䝑䝥䜽䝷䝇
䛾◊✲ᶵ㛵䛸◊✲⪅䛾ὴ㐵䞉ཷධ䜜䜢⾜䛖Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵䜢㔜Ⅼⓗ䛻ᨭ䛩䜛䚹
Ꮫ➼◊✲ᶵ㛵䛾ᅜ㝿ᡓ␎䛻ᇶ䛵䛝䚸◊✲⪅䜢ᾏእ䛾䝖䝑䝥䜽䝷䝇䛾◊✲ᶵ㛵䜈㛗ᮇ㛫ὴ㐵䛩䜛䛸䛸䜒䛻䚸┦ᡭ䛾◊✲ᶵ㛵䛛䜙䜒◊✲⪅
䜢㛗ᮇ㛫ཷධ䜜䜛䛣䛸䛻䜘䜚䚸ᾏእ䛾䝖䝑䝥䜽䝷䝇䛾◊✲ᶵ㛵䛸≉ᐃ䛾◊✲㡿ᇦ䛷ᙉᅛ䛺䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏䜢┠ᣦ䛩䚹

䛆⌧≧䞉ㄢ㢟䛇
䕺ୡ⏺䛾◊✲䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾୰䛷䚸᪥ᮏ䛾䝫䝆䝅䝵䞁䛜┦ᑐⓗ䛻పୗ

䕺ᅜ䛻ẚ䛧䛶䚸≉䛻୰㛫ᒙ䠄➨2,3䜾䝹䞊䝥䠅䛜ⷧ䛟䚸ᗏୖ䛢䛜ᚲせ
䠄ㄽᩥᩘ䠅

䛆top10%⿵ṇㄽᩥ䛻䛚䛡䜛ᅜ㝿ඹⴭㄽᩥ䛾⣔ิኚ䛇

㐣ཤ䛸ẚ㍑䛧䚸ୡ⏺䝖䝑䝥䜽䝷䝇䛾ᅜ㝿ඹⴭ
ㄽᩥ䛿䚸䝗䜲䝒䞉ⱥᅜ䛿
⣙7000ᮏቑຍ䛧䛶䛔䜛୍᪉䛷䚸ᡃ䛜ᅜ䛿
1488ᮏ䛾ቑຍ䛻䛸䛹䜎䜛䚹

᪥ᮏ

400

䡚

䛆top10%⿵ṇㄽᩥᩘ䛾᪥⊂ẚ㍑䛇

350

ㄽᩥ⥲ᩘ

᪥䠖3262.7௳
⊂䠖4682.0௳

300
250
200

䝗䜲䝒

ซ
ୖẁ䠖1996-1998
ୗẁ䠖2011-2013

ⱥᅜ

୰㛫ᒙ䛻䛚䛡䜛䚸᪥⊂
㛫䛾ᕪ䛜㢧ⴭ䚹

150
100
50

䡚

䠄ᅜ㝿ඹⴭㄽᩥᩘ䠅

䠄Ꮫ㡰䠅
0
ฟ䠖⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䛂◊✲ㄽᩥ䛻╔┠䛧䛯Ꮫ䝧䞁䝏䝬䞊䜻䞁䜾䡚᪥⊂ẚ㍑䛾ヨ䜏䡚䛃ᖺ

ฟ䠖⛉Ꮫᢏ⾡ᨻ⟇◊✲ᡤ䛂⛉Ꮫ◊✲䛾䝧䞁䝏䝬䞊䜻䞁䜾 䛃ᖺ

᪥ᮏ䛾Ꮫ䞉◊✲ᶵ㛵
≉ᐃ䛾◊✲㡿ᇦ䛻䛚䛡䜛
㧗䛔◊✲䝫䝔䞁䝅䝱䝹

≉ᐃ䛾◊✲㡿ᇦ䛾
◊✲䜾䝹䞊䝥

䕿ᨭ௳ᩘ
ᖹᡂ28ᖺᗘ᪂つ᥇ᢥ䠖10䡚15௳⛬ᗘ
䕿ᨭ⤒㈝
ὴ㐵䠖Ώ⯟㈝䚸ᅾ㈝䚸◊✲㈝
ᣍ䜈䛔䠖Ώ⯟㈝䚸ᅾ㈝
䕿ᨭᮇ㛫
1䡚3ᖺ

ᾏእ䛾Ꮫ䞉◊✲ᶵ㛵

ὴ㐵䞉ཷධ䜜䛾ᙉᅛ䛺᪉ྥ䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛾ᵓ⠏

≉ᐃ䛾◊✲㡿ᇦ䛻䛚䛡䜛
ᾏእ䛾䝖䝑䝥䜽䝷䝇䛾
◊✲䝫䝔䞁䝅䝱䝹
≉ᐃ䛾◊✲㡿ᇦ䛾
◊✲䜾䝹䞊䝥

䛆ᮇᚅ䛥䜜䜛ຠᯝ䛇
ᡃ䛜ᅜ䛾◊✲䜾䝹䞊䝥䛸ᾏእ䛾䝖䝑䝥䜽䝷䝇䛾◊✲䜾䝹䞊䝥䛸䛾㛫䛷䚸ᅜ㝿ⓗ䛺ேᮦ䞉◊✲䝛䝑䝖䝽䞊䜽䛜ᙉ䛥䜜䚸ୡ⏺䛾㢌⬻
ᚠ⎔䛾୰᰾䛻⨨䛡䜛䛣䛸䛷䚸ୡ⏺᭱ඛ➃䛾◊✲䛻యⓗ䛻㛵䛧䚸ᡃ䛜ᅜ䛾◊✲䛾ᅜ㝿➇தຊ䜢ྥୖ䛥䛫䜛䚹

-3-

ᅜබ⚾❧Ꮫ䜢㏻䛨䛯Ꮫᩍ⫱⏕䛾ᡓ␎ⓗ᥎㐍
Ꮫᩍ⫱⏕ᡓ␎᥎㐍㈝䛿䚸ᩍ⫱⏕ᐇ⾜㆟䜔୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟➼䛷ᥦゝ䛥䜜䛯ᨻ⟇ㄢ㢟䛻≉䛧䛯ㄏᑟᆺ䛾⿵ຓ㔠䛷䛒䜚䚸
㻝䠊㠉᪂ⓗ䞉ඛᑟⓗ䛺ᩍ⫱◊✲䝥䝻䜾䝷䝮䛾㛤Ⓨ䚸㻞䠊༟㉺䛧䛯ᩍ⫱◊✲ᣐⅬ䛾ᙧᡂ䜢ಁ㐍䛩䜛䚹

ẔܖٻᏋϐဃỉဦႎਖ਼ᡶẕ

ᖹᡂ䠎䠔ᖺᗘண⟬㢠 䠏䠔䠕൨䠄๓ᖺᗘண⟬㢠䠐䠎䠔൨䠅

ᾀ ɭမửἼὊἛẴỦᏋਗໜỉ࢟

䈜 ㉥Ꮠ䛿Ꮫ㐃ᦠㄢ䛷ᑂᰝ䞉ホ౯➼ᴗົ䜢⾜䛳䛶䛔䜛ᴗ

ṺҦٟᛢᆉᏋἼὊἙỵὅἂἩἿἂἻἲ
ʖም᫇ᾀᾆΕόίᾀᾆᾇΕόὸ
ငܫܖỆỪẺụἂἿὊἢἽỆẴỦἼὊἒὊửẴỦẺỜỉܖٻᨈᏋỉ৷ஜႎો᪃ửૅੲ
ṺἋὊἣὊἂἿὊἢἽܖٻሁʙಅ
ʖም᫇ᾆᾆΕόίᾇᾆΕόὸ
ầỉ᭗ሁᏋỉᨥᇤʗщỉӼɥӏỎἂἿὊἢἽʴỉᏋửỦẺỜẆᨥ҄ử࣋ࡁẲềᡶỜỦܖٻởẆܖဃỉἂἿὊἢἽࣖݣщᏋỉẺỜỉ˳Сࢍ҄ửᡶỜỦ
ܖٻửૅੲ
Ṻܖٻỉɭမޒщࢍ҄ʙಅ
ʖም᫇ᾀᾅΕόίᾁᾃΕόὸ
ܖٻᏋỉἂἿὊἢἽޒщỉࢍ҄ửỦẺỜẆầỆểẾềဦႎỆᙲễὉ؏עểỉ᧓ỂẆឋ̬ᚰửˤẾẺܖဃʩ්ሁửਖ਼ᡶẴỦᨥᏋᡲઃởἕἚὁὊἁ࢟
ỉӕኵửૅੲ
ṺᧈЎửૅảỦऴإ২ᘐʴỉᏋਗໜỉ࢟ίᶃᶌᵮᶇᵲὸ
ʖም᫇ᾆΕόίᾃΕόὸ
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ᾁ ᪃ૼႎὉέݰႎᏋᄂᆮἩἿἂἻἲỉႆਖ਼ᡶ
ίᾀὸܖٻᏋỉឋỉӼɥỉඥႆỆẴỦἴἙἽನሰ
ṺܖٻᏋϐဃьᡮἩἿἂἻἲίᾐᾟὸẐ᭗ٻዓો᪃ਖ਼ᡶʙಅẑ
ʖም᫇ᾀᾄΕόίᾀᾁΕόὸ
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ᅆỉẺỜỉјௐႎễඥሁửႆẲẆέݰႎễἴἙἽểễỦӕኵửૅੲ
Ṻ᧓ܖٻᡲઃσӷᏋਖ਼ᡶʙಅ
ʖም᫇ᾀᾄΕόίᾁᾁΕόὸ
؏עởЎỆࣖẳềܖٻầႻʝỆᡲઃẲẆᅈ˟ỉᙲᛪỆࣖảỦᏋὉឋ̬ᚰἉἋἘἲửನሰẴỦӕኵửૅੲ
ίᾁὸܖٻỉೞᏡКЎ҄ỉਖ਼ᡶỆẴỦἴἙἽನሰ
ṺעίჷὸỉਗໜܖٻỆợỦ૾עоဃਖ਼ᡶʙಅίᾒᾞᾒὺὸ
ʖም᫇ᾃΕόίᾃᾃΕόὸ
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Ệӕụኵớܖٻửૅੲ

Ẕ᭗ࡇҔၲʴỉểܖٻ၏ᨈỉೞᏡࢍ҄ẕ
ṺέᡶႎҔၲỶἠἫὊἉἹὅʴʙಅ
ʖም᫇ᾁᾇΕόίᾂᾁΕόὸ
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ʙಅӸ

ҦٟᛢᆉᏋἼὊἙỵὅἂ
ἩἿἂἻἲ
ίᵦᾁᾂ῍ᾁᾈ࠰ࡇẆᵦᾁᾃ῍ᾂ࠰ࡇẆᵦᾁᾄ῍ᾂ
ᾀ࠰ࡇὸ

ܖٻᏋϐဃьᡮἩἿἂἻἲ
ίᾐᾟὸ
ίᵦᾁᾅ῍ᾂ࠰ࡇẆᵦᾁᾆ῍ᾂᾀ࠰ࡇὸ

᧓ܖٻᡲઃσӷᏋਖ਼ᡶʙಅ
ίᵦᾁᾃ῍ᾁᾇ࠰ࡇὸ
ḤܖਰỆấẬỦಅѦỊᾁᾅ࠰ࡇˌᨀỉ
ᚸ̖ಅѦỉỚ

עίჷὸỉਗໜܖٻỆợỦ
૾עоဃਖ਼ᡶʙಅίᵡᵭᵡὺὸ
ίᵦᾁᾆ῍ᾂᾀ࠰ࡇὸ
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ϋܾ

ˑૠ

Οᅵễܖဃử̳ყщểощửͳả࠼ẪငܫܖỆỪẺụἂἿὊἢἽỆẴỦἼὊἒὊồểݰẪẺỜẆϋ
ٳỉᇹɟኢỉՃὉܖဃửኽᨼẲẆငܫܖỉӋဒửࢽếếẆᧉݦЎỉửឬảềҦٟᛢᆉЭὉࢸ
ɟᝦẲẺɭမỆᡫဇẴỦឋỉ̬ᚰẰủẺܖˮἩἿἂἻἲửನሰὉޒẴỦܖٻᨈᏋỉ৷ஜႎો᪃ỉૅ
ੲửᘍạẇ
ḷ ܖٻᨈᏋỉ৷ஜႎો᪃ửૅੲ

৸ᵔᵐˑ
ίဎᛪᵑᵐᵕˑὸ

᭗ሁܖఄởᅈ˟ểỉό๖ễዓỉờểẆᾂếỉἯἼἉὊίẐỴἛἱἕἉἹὅὉἯἼἉὊẑẐỽἼỿἷἻἲὉἯἼἉὊẑ
ẐἙỵἩἿἰὉἯἼἉὊẑὸỆؕỀẨẆλụӝẦỤЈӝộỂឋ̬ᚰỉˤẾẺܖٻᏋửܱྵẴỦẺỜẆέᡶႎễ
ӕኵửܱẴỦܖٻሁửૅੲẴỦẇ
ḷ ܖٻᏋો᪃ỉьᡮ

ᢠܭᵓᵖˑ
ίဎᛪᵐᵖᵖˑὸ

πᅶᇌỉᚨፗ࢟७ửឬảẆ؏עởЎỆࣖẳề᧓ܖٻầႻʝỆᡲઃẲẆᅈ˟ỉᙲᛪỆࣖảỦσӷỉ
ᏋὉឋ̬ᚰἉἋἘἲỉನሰửᘍạӕኵỉɶẦỤẆΟủẺӕኵửᢠܭẲẆໜႎễᝠૅੲửᘍạẇ
ḷ ᅈ˟ỉᙲᛪỆࣖảỦσӷỉᏋὉឋ̬ᚰἉἋἘἲỉನሰ

ᢠܭᵒᵗˑ
ίဎᛪᵏᵓᵑˑὸ

ẐעίჷὸỉਗໜૢͳʙಅίܖٻᵡᵭᵡᴾʙಅὸẑửႆޒẰẶẆ૾עπσ˳ׇở˖ಅሁểңẲềẆܖဃỆểẾề
᭽щẝỦݼᎰέửоЈὉਏẴỦểểờỆẆẸỉ؏עầ൭ỜỦʴửẴỦẺỜỆ࣏ᙲễᏋỽἼỿἷἻ
ἲỉો᪃ửૺᘍẴỦܖٻỉӕኵửૅੲẴỦẇ
ḷ ؏עầ൭ỜỦʴỉửẴỦẺỜỉᏋો᪃ỉܱᘍ

ᢠܭᵒᵐˑ
ίဎᛪᵓᵔˑὸ

ᨥႎỆỂẨỦἂἿὊἢἽʴỉᏋểܖٻᏋỉἂἿὊἢἽޒщỉࢍ҄ửႸਦẲẆ᭗ሁᏋỉ
ឋỉ̬ᚰửụễầỤẆଐஜʴܖဃỉෙٳသܖểٳʴܖဃỉဦႎӖλửᘍạỴἊỴὉὉ߸ሁỉ
ܖٻểỉᨥᏋᡲઃửᘍạӕኵửૅੲẴỦẇ
ḷ ᏋἩἿἂἻἲỉᨥ҄ểܖဃʩ්ỉਖ਼ᡶ

৸ᵔᵔˑ
ίဎᛪᵑᵒᵒˑὸ

ầỉ᭗ሁᏋỉᨥᇤʗщỉӼɥửႸႎỆẆෙٳỉҢឭẲẺܖٻểỉᡲઃởܖٻો᪃Ệợụ࣋ࡁẲ
Ẻᨥ҄ửᡶỜỦẆɭမἾἫἽỉᏋᄂᆮửᘍạἚἕἩܖٻởᨥ҄ửཏࡽẴỦἂἿὊἢἽܖٻỆݣẲẆ
Сࡇો᪃ểኵỚӳỪẶໜૅੲửᘍạẇ
ḷ ܖٻỉᨥᇤʗщỉӼɥ

৸ᵑᵕˑ
ίဎᛪᵏᵎᵗˑὸ

ኺฎᅈ˟ỉႆޒỆẴỦẮểửႸႎỆẆἂἿὊἢἽễᑈӨỆᆢಊႎỆਪẲɭမỆỂẨỦʴỉᏋ
ửỦẺỜẆܖဃỉἂἿὊἢἽࣖݣщử࣋ࡁႎỆࢍ҄Ẳਖ਼ᡶẴỦኵጢႎễᏋ˳Сૢͳỉૅੲửᘍạẇ
ḷ ἂἿὊἢἽʴửᏋẴỦᏋ˳Сỉૢͳ

৸ᵒᵐˑ
ίဎᛪᵏᵓᵐˑὸ
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（参考：平成２５年度までに終了した事業）

21 世紀 COE プログラム
我が国の大学に世界最高水準の研究教育拠点を形成し、研究水準の向上と世界をリードする
創造的な人材育成を図るため、重点的な支援を行うことを通じて、国際競争力のある個性輝く
大学づくりを推進することを目的とした事業（平成 20 年度終了）。

公募対象

支援期間

採択件数
274 件

国公私立大学における大学院研究科専
5年

攻等（博士課程レベル）が世界的な研
究教育拠点を形成するための事業計画

平成 14 年度採択：113 件
平成 15 年度採択：133 件
平成 16 年度採択：28 件

グローバル COE プログラム
「21 世紀 COE プログラム」の評価・検証を踏まえ、その基本的な考え方を継承しつつ、我
が国の大学院の教育研究機能を一層充実・強化し、国際的に卓越した研究基盤の下で世界をリ
ードする創造的な人材育成を図るため、国際的に卓越した教育研究拠点の形成を重点的に支援
し、もって、国際競争力のある大学づくりを推進することを目的とした事業（平成 25 年度終
了）。

公募対象

支援期間

採択件数
140 件

国公私立大学における大学院研究科専
攻等（博士課程レベル）が国際的に卓

5年

越した教育研究拠点を形成するための

平成 19 年度採択：63 件
平成 20 年度採択：68 件
平成 21 年度採択：9 件

事業計画
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䞉Ꮚ౪ᡭᙜ䠄ᖏྠ䛩䜛Ꮚ୍ே䛻䛴䛝ᅾ㈝䞉◊✲άື㈝䛾㻝㻜䠂┦ᙜ䠅
ྛᖺᗘ䠑ྡ⛬ᗘ䠄ᖹᡂ䠎䠔䞉䠎䠕ᖺᗘເ㞟せ㡯䠅
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平成２８年度人材育成企画委員会委員名簿
（平成28年 8月12日現在）
池

道

彦

甲斐

知恵子

大阪大学大学院工学研究科 教授
東京大学医科学研究所 教授

岸 本

美 緒

お茶の水女子大学基幹研究院 教授

黒 田

一 雄

早稲田大学大学院アジア太平洋研究科 教授

黒

丸

◎ 小 安

修
重 夫

佐々田
鈴 木
武

槙子
啓 介

田

穣

中外製薬株式会社 人事部部長
理化学研究所 理事
東京大学大学院数理科学研究科 准教授
東京工業大学理学院化学系化学コース 教授
岡山大学戦略的プログラム支援ユニット
上級リサーチ・アドミニストレーター

水 野

紀 子

東北大学大学院法学研究科 教授

山 田

豊 和

千葉大学大学院融合科学研究科 准教授

山 本

一 彦

東京大学大学院医学系研究科 教授

米 田

仁 紀

電気通信大学レーザー新世代研究センター 教授

◎：委員長
計１３名
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（五十音順

敬称略）

人材育成企画委員会

審議経過

平成２５年度
●平成２５年１０月２８日（月）人材育成企画委員会設置
○第１回委員会 平成２５年１２月１７日（火）
人材育成企画委員会の設立趣旨・人材育成に係る諸課題について審議
○第２回委員会 平成２６年 １月２９日（木）
人材育成に係る諸課題について審議
○第３回委員会 平成２６年 ２月１８日（火）
人材育成に係る諸課題・特別研究員制度について審議
○第４回委員会 平成２６年 ３月 ５日（火）
特別研究員について・国際性を持った若手研究者の育成について審議

平成２６年度
○第１回委員会 平成２６年 ５月１３日（火）
特別研究員・国際性を持った若手研究者の育成について審議

平成２７年度
○第１回委員会 平成２８年 １月２５日（月）
検討項目毎に、各事業の見直しの基本的な方向性について審議
○第２回委員会 平成２８年 ３月 ８日（火）
特別研究員事業の充実による優れた若手研究者の養成・確保について審議
○第３回委員会 平成２８年 ３月２９日（火）
若手研究者の海外派遣の充実・大学改革の取組への支援・中間的な意見のまとめに
ついて審議

平成２８年度
○第１回委員会 平成２８年 ４月２２日（金）
中間まとめ・女性研究者の活躍促進について審議
●平成２８年

５月２６日（木）
「中間まとめ」確定

○第２回委員会 平成２８年
第一次提言について審議

６月２４日（金）

○第３回委員会 平成２８年
第一次提言について審議

８月１２日（金）

-8-

