
世界中の研究者とともに。

国際的な研究活動は、

ここから始まります。

学術の
国際交流
2016   2017
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日本学術振興会（JSPS）は、
学術研究を支援する
日本で唯一の

ファンディングエージェンシーです。

JSPS は、①世界レベルの多様な知の創造、

②強固な国際協働ネットワークの構築、

③次世代の人材育成と大学の教育研究機能の向上、

④エビデンスに基づいた学術振興体制の構築と社会との

連携の推進を柱として事業を実施しています。

外国人特別研究員
採用者からの声

事業の概要

外国人研究者を
日本に招へいしたい

国際的な共同研究や
セミナーを行いたい

研究者ネットワークを広げたい

若手研究者に国際的な
経験を積ませたい

アウトリーチ活動をしたい

海外で長期間研究したい

大学を国際化したい

お問い合わせ連絡先

　このリーフレットでは、学術研究活動のグローバル

化や研究者の国際流動性を一層促進する観点から、

諸外国の学術振興機関との間で築いた協力関係を

土台に実施しているプログラムを紹介いたします。
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●研究課題名 ：パフォーマーのプレゼンス
 　― 現代日本演劇における非 = 人間、
 　　　新 = 人間的側面の研究

●受入研究機関 ：早稲田大学文学部
●採用期間 ：2015年4月1日～2017年3月31日

【フェロー】

外国人特別研究員

Dr. Krisztina ROSNER
ハンガリー出身／ペーチ大学人文学部・准教授

【受入研究者】

早稲田大学文学部・教授

藤井 慎太郎

　私は現代日本演劇における非=人間、新=人間のプレゼ

ンス（存在感）という概念を、先端技術（ロボット、アンドロイ

ド、ボーカロイド）、自然、そして重要度を増しつつあるシニ

アによる演劇活動という３つの側面から研究しています。

私は人文学、芸術、および演劇は、天災、経済不況、また政

治的困難がもたらす社会的トラウマにうまく対応すること、

また民主主義社会の機能維持のために必要不可欠である

と信じています。

　JSPSのフェローシップのおかげで、独立した研究を行い

つつ受入研究機関と密接な関係を築くという理想的なバラ

ンスが保たれています。早稲田大学の研究施設や環境はた

いへん優れています。また受入研究者である藤井先生との

議論や協力は今や継続的な共同研究と呼べるほどになり

ました。刺激溢れる研究の場です。

　日本文化で最も好きなことは、細部に目が行き届いている

ことですね。特にお気に入りは庭園、あわただしい東京の中で

静けさを味わえます。しばらく散歩して立ち止まり、日本のお

弁当を食べ、そしてまた都会の喧噪へと戻ります。

　舞台芸術を通じて、様々な背景を持った大勢の人たちと接

する機会があります。こうした出会いは、かけがえのない経験

です。異文化研究とは常に相互交流です。私は日本の文化や

日常生活を発見するプロセスを心から楽しみ、慈しんでおり、

それが自分自身にもたらす変化を満喫しています。

日本学術振興会の力添え

を受けて、ハンガリーよりク

リスティナ・ロズナーさんを

研究室に迎えることができ

て、非常に幸運であったと

思っています。ロズナーさん

は年齢もそれほど離れて

おらず、一方的に指導する

相手というよりも共同研究

者に近い存在です。すでにこれまで3回ほど、国際学会・シンポ

ジウムで共同で発表を行ってきました。もともと現代舞台芸術

におけるアクチュアルな表現という関心領域を共有している

上に、今日の舞台芸術における「ポストヒューマン」的な形象を

問い直すロズナーさんの研究の着眼点は私にはなかったも

ので、私自身の研究にとってもたいへん大きな刺激となって

います。私が研究指導を担当する大学院生たちにとっても同様

で、ロズナーさんの存在は研究室を大きく活性化することに

つながり、感謝することが続いています。

理想的なバランス

異文化研究とは
相互交流

外国人特別研究員
採用者からの声

自分自身の変化を楽しむ

ロズナーさん の存在は研究室を大きく活性化
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JSPS は、
国際的な研究活動を
支援します。

ここからは、JSPS が取り組む

様々な国際交流事業についてご紹介します。

国際的な共同研究への支援、海外の研究者の招へい、

グローバルに活躍する若手研究者の育成など

多様なニーズに応えるプログラムを

皆様にご提供しておりますので、

きっと、有効な施策が見つかるはずです。

ぜひ、積極的に申請をご検討ください。

事業の概要

外国人特別研究員

■一般
諸外国の優秀な若手研究者を１～２年間日本に招へいし、
受入研究者の指導のもとに共同研究に従事する機会を
提供します。

■欧米短期
欧米諸国の博士号取得前後の若手研究者を比較的短期間
（1～12か月）日本に招へいする機会を提供します。

■サマー・プログラム
欧米6か国の博士号取得前後の若手研究者を夏期2か月間
日本に招へいします。

■戦略的プログラム
主要先進国をはじめ特定の国との間で、特に将来が期待さ
れている優秀な若手外国人研究者を戦略的に日本に招へ
いします。

■定着促進
諸外国の優秀な若手研究者を大学等で常勤職として採用
する取組を促すため、外国人研究者を１～２年間日本に招
へいします。

担当：人物交流課

外国人招へい研究者（長期・短期・短期Ｓ）

■長期
諸外国の中堅～教授級の研究者を長期間（2か月～10か月）
日本に招へいする機会を提供します。

■短期
優れた業績を有する研究者を短期間（14日～60日）日本に
招へいする機会を提供します。

■短期Ｓ
ノーベル賞級の国際的な賞の受賞者等、特段に優れた業
績を有する著名研究者を短期間（7日～30日）日本に招へい
する機会を提供します。

担当：人物交流課

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をします。

担当：人物交流課

外国人研究者を
日本に招へいしたい
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共同セミナーにおけるグループディスカッションの様子（2015年3月 ドイツ・ハレ大学）

研究拠点形成事業

■Ａ．先端拠点形成型
世界的水準の研究交流拠点の構築を目的として、世界各国の研
究機関との協力関係により実施する共同研究、セミナー等の活動
を支援します。

■Ｂ．アジア・アフリカ学術基盤形成型
アジア・アフリカ地域における諸課題の解決に資するため、アジア・
アフリカ諸国の研究機関と実施する共同研究、セミナー等の活動
を支援します。

担当：研究協力第一課

A3ワークショップ「数学と生物をつなぐ分野横断的研究」集合写真（2016年4月 中国・北京大学）
（東北大学原子分子材料科学高等研究機構提供）

日中韓フォーサイト事業
日中韓の学術振興機関が共同で、世界トップレベルの研究拠点
の構築を目的として実施する共同研究、セミナー等の活動を支援
します。

担当：研究協力第一課

日独共同大学院プログラム

日独の大学が共同課程を設定し、大学院博士課程の学生や教員
及びポスドク等の若手研究者を相互に派遣して、学生の研究指
導、論文指導を共同で行う取組を支援します。

担当：研究協力第二課

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共同研究の推進と、若手研
究者の研鑽機会の充実を目的とした国際共同研究を支援します。

担当：国際企画課

第19回日印合同科学評議会（2016年4月インド・バンガロール）

諸外国との二国間交流事業／特定国派遣研究者

■二国間交流事業
二国間の研究チームの持続的ネットワーク形成を目指し、共同研
究・セミナーの実施に要する経費を支援します。①諸外国との覚
書や協定等に基づき行うもの（対応機関との合意に基づく共同
研究・セミナー）と、②全ての国を対象として行うもの（オープン
パートナーシップ共同研究・セミナー）の２種類があります。

■特定国派遣研究者
我が国の研究者が相手国の研究者を訪問し、研究、意見交換等
を行うための経費を支援します。

担当：研究協力第二課

国際的な共同研究や
セミナーを行いたい

シリコン量子コンピュータワークショップ
（2015年8月 日本・高松市）

ポスター発表（2015年8月 日本・高松市）
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JSPSの外国人特別研究員等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、JSPS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～ 45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します。

外国人研究者再招へい事業 （BRIDGE Fellowship Program）
担当：研究者国際交流センター

留日経験研究者データベース （JARC-Net）

留日経験のある外国人研究者及び海外との共同研究に関
心のある日本人研究者の情報を集めたオープンデータベー
スです。登録によりデータベース内を自由に検索して、共同
研究のパートナーを探すことができます。
https://www.jsps.go.jp/j-affiliated/index.html

担当：研究者国際交流センター

リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣事業

ノーベル賞受賞者を招き、若手研究者への講演や議論を行
う会議（ドイツ南部リンダウで開催）に、日本からの参加候補
者を推薦するとともに参加に係る経費を支援します。

担当：研究協力第一課

若手研究者に国際的な
経験を積ませたい
若手研究者に国際的な
経験を積ませたい

研究者ネットワークを
広げたい
研究者ネットワークを
広げたい

第12回日独先端科学（JGFoS）シンポジウム　質疑応答（2015年10月 日本・京都）

ドイツ語圏JSPS同窓会主催 第20回日独学術シンポジウム（2015年5月 ドイツ・ポツダム）

研究者コミュニティ形成支援

フェローシップ採用期間終了後も外国人研究者間のネット
ワークを継続できるよう、セミナー・シンポジウムの実施や
ニューズレター発行など、事業経験者による研究者コミュ
ニティのフォローアップ活動を支援しています。現在、16か
国においてJSPSが認定した同窓会が組織されています。

担当：研究者国際交流センター

HOPEミーティング

アジア太平洋・アフリカ
地域から選抜された博
士課程学生及び若手研
究者が、ノーベル賞受賞
者をはじめとする著名研
究者や同世代の参加者
と交流を行う合宿形式
の会議を開催します。

担当：研究協力第一課

第8回HOPEミーティング（講演者S. Haroche
博士）（2016年3月 日本・つくば）

若手研究者のための学術セミナー・ワークショップ

人文学、社会科学を含む
全領域における二国間の
研究協力を促進し、若手研
究者の育成やネットワーク
形成を支援するための学
術セミナー及びワーク
ショップを実施します。

担当：研究協力第一課

2014年度若手研究者ワークショップでのディス
カッション（2015年2月 ブラジル・サンパウロ）
（千葉大学提供）

先端科学（FoS）シンポジウム

新進気鋭の若手研究者が、最先端科学のトピックについて
分野を越えて討議する合宿形式のシンポジウムを、各国対
応機関との共催で実施します。

担当：研究協力第一課
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海外研究連絡センター共同利用による
成果の一例

●慶應義塾大学
JSPSロンドン研究連絡センターとの共同利用により、英国ロン
ドンで 2011年度以降日本留学フェア（Experience Japan 
Exhibition）を毎年開催しており、欧州の高校生、大学生
および研究者等に、日本留学・研究、日本体験プログラム等
の情報を提供し、日本への関心を喚起する機会となりま
した。海外事務所の利点を活かし、欧州との国際交流の
促進に寄与することができました。

●神戸大学
JSPS北京研究連絡センターとの共同利用により、現地の留学
説明会などに参加し、広報活動を行うことができました。また、
中国に拠点のある企業に対し本学での就職相談会の参加を
要請し、学生の就職支援を充実させることができました。

大学の海外活動の展開支援
一部の海外研究連絡センター事務所を共同利用に供し、
大学の教職員等が海外に長期滞在できる場を提供すること
により、大学の海外活動の展開を支援します。

担当：国際企画課

大学職員の海外実務研修の実施

海外研究連絡センターや東京本部において、大学の事務系
職員を対象に国際学術交流の実務や語学研修、海外実地
研修などを実施します。

担当：国際企画課

海外学術動向ポータルサイト
大学等の国際展開活動の参考としていただくため、ポータル
サイトを開設し、海外研究連絡センター等が収集した世界
各国の高等教育や、学術動向に関する情報を、積極的に配信
しています。  https://www-overseas-news.jsps.go.jp/

担当：国際企画課

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

国際共同研究ネットワークの核となる優れた研究者の育成
と、国際研究ネットワークの強化を図るため、海外のトップ
クラスの研究機関と世界水準の国際共同研究を行うことを
通じて､相手側への若手研究者の長期派遣（原則１年間以
上）と相手側からの研究者招へいの双方向の人的交流を展
開する取組を支援します。

担当：海外派遣事業課

海外特別研究員事業
我が国における学術の将来を担う国際的視野に富む有能な
研究者を養成・確保するため、優れた若手研究者が海外の
特定の大学等研究機関において長期間研究に専念できる
よう支援します。

担当：海外派遣事業課

海外で
長期間研究したい
海外で
長期間研究したい

サイエンス・ダイアログ
JSPSの外国人特別研究員等に採用されている若手の外国人研
究者が高等学校等を訪れ、英語で講義を行うプログラムです。

担当：人物交流課

Dr. Christopher J. VAVRICKA from Okayama University（米国）
（2015年6月 大阪府立富田林高等学校）

大学を
国際化したい
大学を
国際化したい

ボン研究連絡センター主催海外特別研究員オリエンテーションおよびキャリアフォーラム
（2016年6月 ドイツ・ボン）

アウトリーチ活動をしたいアウトリーチ活動をしたい
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海外研究連絡センター

事業に関するお問い合わせは各担当部署へ

北京研究連絡センター／ JSPS Beijing Office 
E-mail : beijing@jsps.org.cn
URL : http://www.jsps.org.cn/

カイロ研究連絡センター／ JSPS Cairo Research Station 
E-mail : webmaster@jspscairo.com 
URL : http://jspscairo.com 

ナイロビ研究連絡センター／ JSPS Nairobi Research Station 
E-mail : jsps1@africaonline.co.ke 
URL : http://www.jspsnairobi.org/

サンパウロ海外アドバイザー／ JSPS Science Advisor in São Paulo
E-mail : ninomiya@jspsbr.org 
URL : https://www.jsps.go.jp/english/saopaulo/index.html

ワシントン研究連絡センター／ JSPS Washington Office 
E-mail : info@jspsusa.org
URL : http://www.jspsusa.org 

サンフランシスコ研究連絡センター／ JSPS San Francisco Office 
E-mail : webmaster@jspsusa-sf.org
URL : http://www.jspsusa-sf.org 

ボン研究連絡センター／ JSPS Bonn Office 
E-mail : info@jsps-bonn.de
URL : http://www.jsps-bonn.de 

ロンドン研究連絡センター／ JSPS London Office 
E-mail : enquire@jsps.org
URL : http://www.jsps.org 

ストックホルム研究連絡センター／ JSPS Stockholm Office 
E-mail : jsps-sto@jsps-sto.com
URL : http://www.jsps-sto.com/

ストラスブール研究連絡センター／ JSPS Strasbourg Office 
E-mail : jsps@unistra.fr  
URL : http://jsps.unistra.fr/ 

バンコク研究連絡センター／ JSPS Bangkok Office 
E-mail : bkk02@jsps-th.org 
URL : http://www.jsps-th.org/ 

米国

米国

ドイツ

英国

スウェーデン

フランス

タイ

中国

エジプト

ブラジル

ケニア

TEL : 03-3263-1798 ／ FAX : 03-3234-3700
E-mail : intlcoop1@jsps.go.jp

TEL : 03-3263-1697 ／ FAX : 03-3234-3700
E-mail : core-to-core@jsps.go.jp 

TEL : 03-3263-1769 ／ FAX : 03-3234-3700
E-mail : nikokukan@jsps.go.jp

国際企画課

研究協力第一課

研究協力第二課

TEL : 03-3263-3444 ／ FAX : 03-3263-1854
E-mail : gaitoku@jsps.go.jp

TEL : 03-3263-1872 ／ FAX : 03-3263-1854
E-mail : fellowsplaza@jsps.go.jp

TEL : 03-3263-1943 ／ FAX : 03-3237-8305
E-mail : hakenjigyoka@jsps.go.jp

人物交流課

研究者国際交流センター

海外派遣事業課

お問い合わせ連絡先

本会では、国際交流事業などの各種公募案内をはじめ最新
の情報を、メールマガジンにて配信しています。 
配信を希望される方は、下記 ホームページからご登録くだ
さい。

プログラムの詳細や申請方法など、不明な点については、ホーム ページをご覧いただくか、
各担当窓口にお気軽にお問い合わせください。公募情報はすべて ホームページでお知らせします。

https://www.jsps.go.jp/j-mailmagazine/index.html



https://www.jsps.go.jp
詳細はホームページをご覧ください。

公募はすべてホームページ上でお知らせします。

独立行政法人日本学術振興会


