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日 本 学 術 振 興 会 ・研 究 者 海 外 派 遣 基 金 

組織的な若手研究者等海外派遣プログラム 

平成２１年度分公募要領 

 
平成２１年７月 

独立行政法人 日本学術振興会 

 
１．趣旨 
 
独立行政法人日本学術振興会（Japan Society for the Promotion of Science）は、将来

における我が国の経済社会の発展の基盤となる有為な研究者の海外への派遣を集中的に推

進するため、平成２６年３月３１日までの間に限り、平成２１年度の一般会計補正予算に

より交付される補助金により、研究者海外派遣基金を設置することとしました。 
本基金では、我が国の大学等学術研究機関、国公立試験研究機関等が、我が国の若手研

究者等（学部学生、大学院生、ポスドク、助手、助教、講師及びこれらに相当する職の者）

を対象に、海外の研究機関や研究対象地域において研究を行う機会を組織的に提供する事

業に対して助成することにより、我が国の将来を担う国際的視野に富む有能な研究者を養

成することを目指します。 
 

 
２．対象研究分野 
 
 人文・社会科学及び自然科学の全分野 
 
 
３．申請機関等 
 
本事業の実施にあたり、採択決定後から平成２２年３月３１日までの間に海外派遣を開

始する計画を有する機関を募集します。 
なお、平成２２年４月以降海外派遣を開始する計画については、平成２２年度公募要領、

平成２３年度公募要領にて募集いたします。 
 

３－１．申請機関 
 
申請が可能な機関は、a)大学院を置く大学、b)大学共同利用機関、c)国公立試験研

究機関、d)学術研究・研究開発活動を行う独立行政法人（いずれも文部科学省科学研

究費補助金の応募ができる機関に限る）とします。 
本事業は、機関の研究組織（例：大学院研究科）又は国際交流担当部局からの申請
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とします。 
異なる機関が共同して事業を実施する場合には、代表機関から申請してください。 
一機関から複数件申請することが可能です。 

 
３－２．申請の方法 

 
申請者は、機関の長とします。 

  
３－３．申請機関の体制 
  

 申請に当たっては、申請機関に所属する常勤研究者（常勤教員）、常勤職員の中か

ら、当該事業の運営にあたる「主担当研究者（主担当教員）」と「主担当職員」を各

１名ずつ選出してください。 
「主担当研究者（主担当教員）」は、派遣計画の策定、経理管理、派遣の実施、実

施報告等において、責任を負うものとします。 
「主担当職員」は、個々の若手研究者等の派遣を管理し、本会からの助成金の管理

の責任を負うものとします。 
この他、申請機関並びに協力機関に所属する常勤研究者（常勤教員）、常勤職員の

中から、主担当研究者（主担当教員）又は主担当職員を補佐する者として、「担当研

究者（担当教員）」、「担当職員」を複数名選出することも可能です。 
 

 
３－４．申請上の留意事項 

 
（１） 本会において審査・評価を行っている「世界トップレベル研究拠点プログ

ラム（WPI プログラム）」、「グローバルＣＯＥプログラム」、「大学院教育改革

支援プログラム」、「組織的な大学院教育改革推進プログラム」、「質の高い大学

教育推進プログラム」、「大学教育・学生支援推進事業【テーマ A】大学教育推

進プログラム」、「国際化拠点整備事業（グローバル３０）」、また、本会国際事

業部が実施している「拠点大学交流事業」、「先端研究拠点事業」、「アジア研究

教育拠点事業」、「アジア・アフリカ学術基盤形成事業」、「日中韓フォーサイト

事業」、及び「若手研究者インターナショナル・トレーニング・プログラム（Ｉ

ＴＰ）」、「日独共同大学院プログラム」を実施している（あるいは申請中の）申

請機関は、当該事業と本事業との関連性がある場合には、その違いや本事業を

行うことによる相乗効果を明確にしたうえで申請してください。 
 

（２） 本会の国際交流事業を実施中であるか、あるいは過去 5 年間に本会国際交流

事業に採択されたことがある主担当研究者（主担当教員）は、その事業の成果

（見込み）と今回申請の本事業との関連性がある場合はそれを明確にしたうえ

で申請してください。 
 

（３） 本会の「先端研究拠点事業」、「日中韓フォーサイト事業」、「アジア研究教育

拠点事業」、「アジア・アフリカ学術基盤形成事業」、「拠点大学交流事業」、「二

国間交流事業（共同研究・セミナー）」、「日独共同大学院プログラム」、「日仏

交流促進事業（SAKURAプログラム）」、「日米がん研究協力事業」、及び「日
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中医学交流事業」において、コーディネーター、研究代表者、開催責任者とな

っている者（となる見込みの者）は、本事業の主担当研究者（主担当教員）と

なることができません。 
 
 
４．事業の助成期間 
 
事業開始日から２年間又は３年間とします。 
事業開始日は、採択通知後から平成２２年３月３１日までの間とします。 

 
 
５．採択予定件数 

 
５０件～１００件程度 

 
 
６．本会が助成する事業内容と助成経費 
 

６－１．助成経費総額 
 
本会から採択された事業に対して支給する１件当たりの総額は、助成期間を通じて

原則として３，０００万円～１億円程度（１０％以内の一般管理費を含む。）とします。 
 

６－２．助成内容、派遣期間 
 

本事業では、学部学生、大学院生及び原則として 42 歳以下のポスドク、助手、助

教、講師及びこれらに相当する職の者（若手研究者等）を対象とします。 
本会が助成する経費は、若手研究者等の研究活動等（海外の研究機関又は研究対象

地域における研究の実施、実験、フィールドワーク、セミナー、インターンシップ、

サマースクール等の講習等）のための渡航費・滞在費その他派遣に必要な経費です。 
派遣期間は、最大 1 年間です。 

 
６－３．派遣計画 
 

研究者海外派遣基金では 5 年間で１．５万人から３万人の若手研究者等を海外に派

遣することとしています。また、中長期にわたって、ポスドク以上の若手研究者を海

外に積極的に派遣することを求めております。このため、本事業においては、事業規

模に応じて申請１件当たりの派遣人数の下限を設けております。具体的には申請書記

入要領を参考にしてください。 
 
 
７．申請手続 
 

（１） 機関長を申請者として、本会の定める申請書等必要書類を以下の期間中に本会

へ提出してください。 
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（２） 申請受付期間 

平成２１年８月２５日（火）～平成２１年９月２５日（金）（本会必着） 
 
８．審査方針 
 
   以下の観点から審査を行います。 
 
①【若手研究者等の人材育成に対する取り組み】 
・申請機関の若手研究者等の人材育成に対する組織的な取り組み姿勢が明確であり、か

つ、適切なものであるか。 
・本事業が申請機関の研究戦略上において明確に位置づけられており、事業実施計画が

機関の研究戦略と整合性のとれた内容となっているか。 
・本事業と機関で行っている若手研究者等に対する研究指導体制の有機的な連携が図ら

れているか。 
・本事業により派遣された若手研究者等の機関における活用方策が計画に含まれている

か。 
・大学の場合、学部学生に対する研究指導体制が確保されているか。 

 
 
②【研究活動面での質の高さ】 
 ・申請された研究領域の設定が合理的であり、適切な研究計画が立てられているか。 
 ・担当研究者（担当教員）のこれまでの研究活動が、当該研究領域において高い水準を

満たしつつ国際的に展開されているか。 
 
 
③【研究と人材育成の連携】 
 ・本事業の実施を通して、研究成果から人材育成（大学の場合は教育）への反映がさら

に促進されるか。 
 ・大学の場合、学部学生に対し、研究活動に従事する機会を提供することによる教育の

質向上など、研究と教育の連携に対する明確な方針・取組を有しているか。 
 
 
④【事業実施計画の特色・独自性及び具体性・実現可能性】 
 ・事業実施計画に特色・独自性があるか。 
 ・事業の目標達成に向けた計画が具体的であり、かつまた実現性の高い内容となってい

るか。 
・若手研究者等の派遣において、派遣身分毎に研究活動等の具体的な計画及びそれを支

援する体制が整備されており、それに係わる担当研究者（担当教員）、担当職員の役割

が明確であるか。 
・大学の場合、本事業と大学改革のための文部科学省補助事業や本会が実施している研

究者等の国際交流事業等と密接な関係があるか。 
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⑤【事業運営体制の整備】 
・事業実施に当たって安全確保と危機管理体制が整備されているか。 
・事業の目標達成にあたって必要な事業運営体制が組織的に整備されているか。もしく

はその見込みがあるか。また、申請された経費の額と用途が妥当であり、事業遂行上、

必要不可欠なものであるか。 
 
 
⑥【期待される成果とその検証方法】 
・申請機関の若手研究者等が、将来、世界的水準の研究人材として国際的に活躍できる

ことが期待されるか。また、それを検証する体制が整えられているか。 
 
 
９．選考方法と選考結果通知 

 
９－１．選考方法 

 
本会に設置する本事業の審査委員会（「人社系」・「理工農系」・「医療系」に区分）にお

いて、第１次書面・面接審査を行い、第１次審査を通ったものを対象に、国際事業委員

会において合議審査を行います。合議審査においては、必要に応じて面接を実施します。 
 

 ９－２．選考結果の通知 
   

書面審査の結果、不採択となった申請機関に対しては、平成２１年１２月中旬（予定）

に、文書で申請機関長宛にその旨通知します。 
 

書面審査において不採択となった申請機関については、審査におけるおおよその位置

づけを、以下の区分によって文書で申請機関長宛に通知します。 
 

・不採択Ａ（不採択の中で上位） 
・不採択Ｂ（不採択の中で中位） 
・不採択Ｃ（不採択の中で下位） 
 

合議審査の結果（最終選考結果）は、平成２１年１２月下旬に、文書で申請機関長宛

に通知します。 
 
 
１０．採択決定後の手続 
 
本会は、申請機関長宛に、事業実施に必要な諸手続を通知します。 
 
 

１１．評価 
 
事業終了後、実施報告書を提出していただき、国際事業委員会において事後評価いたし

ます。 
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１２．採択機関の義務 
 

（１） 事業進捗状況の報告 
 

採択となった申請機関は、本会の求めに応じ、毎年度事業（経理処理を含む）の

進捗状況を報告する義務を負います。 
 

（２） 事後評価 
 

採択となった申請機関は、本会の求めに応じて、事後評価を受けなければなりま

せん。 
 

（３） 成果の本会への通知と積極的公開 
 
採択となった申請機関は、本事業の実施により生じた成果を本会に通知するとと

もに、各機関のホームページ等を活用し、派遣計画の内容、経過、成果等を日本語

及び英語（あるいはその他の外国語）によって社会に対して積極的に情報公開する

ことにより、学術の国際交流の推進に協力する義務を負います。 
本事業の実施により生じた成果物の権利について、本会は関与しませんが、成果

発表に際しては、本会の助成を受けたことを明記する義務を負います。 
 
 
１３．不正使用等に対する措置 
 
 研究者等による競争的資金等の不正使用等や教育研究活動における不正行為（ねつ造、

改ざん、盗用等）、すべての人権侵害行為（人種差別、性差別、セクシュアルハラスメント、

アカデミックハラスメント、パワーハラスメント、職権濫用、ネグレクト等）等の非違行

為、法令違反等が認められた場合は、採択の決定の取消し、既に配分された資金・経費等

の一部又は全部の返還等のしかるべき措置を行います。 
 競争的資金等の適正な使用等については、別添（「競争的資金等の適正な使用等について」）

をご参照ください。 
 
 
１４．個人情報の取扱い 
 
申請書類に含まれる個人情報については，「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に

関する法律」及び本会の「個人情報保護規定」に基づき厳重に管理し、組織的な若手研究

者等海外派遣プログラムの業務遂行のために利用（データの電算処理及び管理を外部の民

間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む）します。 
なお、採択された事業については、申請機関名、協力機関名、担当研究者及び担当職員

の氏名・職名・所属部署名、実施計画、実績報告及び評価結果等が、本会のホームページ

において公表されるほか、関係機関へ周知されることがあります。 
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１５．その他 
 

（１） 本会は、本事業実施期間中に生じた傷害、疾病等の事故について、一切の責

任を負いません。 
 

（２） 本会は、軍事目的の研究を助成しません。 

 
（３） 経費の取扱いについては、別途定めます。 

 
 
１６．連絡先 
 
〒102-8471 東京都千代田区一番町６ 

独立行政法人 日本学術振興会 国際事業部 海外派遣基金事業課 
（「組織的な若手研究者等海外派遣プログラム」担当） 

電話：０３－３２６３－１９４２・１９４３（ダイヤルイン） 
（照会受付時間：祝日を除く月～金 9:30-17:30） 
E-mail:daikokai@jsps.go.jp 
ホームページ：http://www.jsps.go.jp/j-daikokai/index.html 
（本会「組織的な若手研究者等海外派遣プログラム」ホームページよ

り、申請書等のダウンロードが可能です。） 
 



（別添） 

競争的資金等の適正な使用等について 
2008 年６月 

国際事業部 

 
 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成 19 年２月 15
日文部科学大臣決定）等を踏まえ、国際事業部の各種公募事業について、以下のように取り扱う

ことといたします。 
 
（１）「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平成 19 年２月

15 日文部科学大臣決定）に基づく措置 
 本ガイドライン別紙にある『競争的資金等』の一覧等に該当する事業については、各研究機関

において標記ガイドラインに基づく研究費の管理・監査体制の整備、及びその実施状況等につい

ての報告書を文部科学省に提出することが必要です（実施状況報告書の提出がない場合の研究実

施は認められません）。 
なお、当該措置の詳細及び具体の報告書の提出依頼については、文部科学省等からのお知らせ

に従って対応してください。 
  
（２）不合理な重複・過度の集中の排除 
①不合理な重複に対する措置 

研究者が、実質的に同一の研究内容について、国あるいは独立行政法人の競争的資金制度

等による配分を受けている場合、または受けることが決定している場合、本事業において、

審査対象からの除外、採択の決定の取消し、又は資金・経費等の減額（以下、採択の決定の

取消し等とする。）を行うことがあります。 

なお、本事業への申請段階において、他の競争的資金制度等への応募・申請を制限するも

のではありませんが、他の競争的資金制度等に採択された場合には速やかに本事業の事務担

当に報告してください。この報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消

し等を行う可能性があります。 

②過度の集中に対する措置 

本事業に申請された研究内容と、他の競争的資金制度等を活用して実施している研究内容

が異なる場合においても、研究者に配分される研究費等の経費全体が効果的・効率的に使用

できないと判断される場合には、本事業において、採択の決定の取消し等を行うことがあり

ます。 

このため、本事業への申請書類の提出後に、他の競争的資金制度等に応募・申請し採択さ

れた場合等、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに本事業の事務担当に報告してくださ

い。この報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消し等を行う可能性が

あります。 

 



 
 

（３）競争的資金等の不正使用等に対する措置 
  日本学術振興会平成 20 年規程第３号「競争的資金等の不正使用等への対応に関する規程」に

基づき、競争的資金等の適正な管理・運営及び不正使用等の防止のため、国際事業部の各種公

募事業について、不正使用等（※１）を行った研究者等については、以下の措置を執るものとし

ます。 
  ※１ここでの不正使用等とは、競争的資金等をその交付の目的又は契約内容等に違反して使用すること及び

偽りその他不正な手段により競争的資金等の交付を受けることをいいます（同規程第２条）。 

① 不正使用等が明らかになった場合には、当該競争的資金等の交付を取り消すとともに、既

に配分された研究費の一部又は全部を返還させる。 

② 不正使用等を行っていた者が研究代表者として応募・申請している課題は採択しない。研

究分担者となっているものについては、当人を除外しなければ採択しない。 

③ 措置の対象者に対し、振興会の所管するすべての競争的資金等を一定期間交付しない。 

 なお、措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、

不正使用等が行われた競争的資金等名、当該研究費の金額、不正使用等の内容及び研究機関等が

行った調査結果報告等を速やかに公表します。 
 
（４）研究活動の不正行為に対する措置 
 日本学術振興会平成 18 年規程第 19 号「研究活動の不正行為への対応に関する規程」に基づき、

研究活動の公正性を厳正に確保するため、国際事業部の各種公募事業について、不正行為（※２）

を行った者については、以下の措置を執るものとします。 
  ※２ここでの不正行為とは、研究成果の中に示されたデータ、調査結果又は論文等の捏造、改ざん又は盗用

等をいいます（同規程第２条）。 

① 不正行為があったと認定された研究に係る競争的資金等を打ち切るとともに、既に配分さ

れた研究費の一部又は全部を返還させる。 
② 不正行為があったと認定された者が研究代表者として応募・申請している課題は採択しな

い。研究分担者となっているものについては、当人を除外しなければ採択しない。 
③ 措置の対象者に対し、振興会の所管するすべての競争的資金等への応募・申請を一定期間

制限する。 
 なお、措置を決定したときは、原則として、措置の対象となった者の氏名・所属、措置の内容、

不正行為が行われた競争的資金等名、当該研究費の金額、不正行為の内容及び研究機関が行った

調査結果報告書等を速やかに公表します。 
 
（５）関係法令等に違反した場合の取扱い 
  申請書類に記載した内容が虚偽であった場合や、関係法令・指針等に違反して研究計画を実

施した場合には、本会から資金・経費等を支給しないことや、採択の決定を取り消すことがあ

ります。 


