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頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム

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

平成25年度まで

プログラムの抜本的見直しによる公募

平成26年度から

○若手研究者の長期海外派遣の促進
○若手研究者の人材育成

国際研究ネットワークの強化

プログラムの抜本的見直し

① 対象とする研究グループの重点化と優位な研究領域の特定

② 交流相手となる世界トップレベルの研究グループの絞り込み

③ 双方向のネットワークの形成強化・流動性の促進



【 海外派遣研究者数の減少傾向 】
日本の研究者数は増加する一方で、
日本から海外に中長期（１か月以上）派遣される研究者数は、2000年以降減少傾向

【 若手研究者が海外に行くことができない要因の例 】

■ 帰国後のポストに不安がある
■ 短期での成果を求められ、国内での研究を優先せざるを得ない
■ 海外の研究機関へのコネクションがない

＜「我が国の科学技術人材の流動性調査」（Ｈ２１．１ 科学技術政策研究所）など＞

研究者が組織に所属したまま海外で研鑽を積むことを可能にする形での支援が必要

＜日本の研究者数の推移＞

出典：「科学技術要覧（平成24年度版）」 （平成24年10月 文部科学省）

＜日本の中長期派遣研究者数の推移＞

出典：「国際研究交流の概況（平成22年度版）」 （平成24年5月 文部科学省）
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頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム

国際共同研究

若手研究者派遣
（原則１年以上）

世界各国

大学等研究機関大学等研究機関

日本

国際研究ネットワークの核となる優れた研究者の育成を図るため、研究組織の国際研究

戦略に沿って、若手研究者を海外へ派遣し、派遣先の研究機関との間で行う世界水準の国

際共同研究に携わり、様々な課題に挑戦する機会を提供する大学等研究機関を支援する。

審査体制

国際企画委員会
審査・評価部会

書面審査 ⇒ 面接審査

事 業 概 要

日本学術振興会

提案申請

経費支援

人社系 理工系

生物系 総合系

支援期間：１～３年

若手研究者の長期海外派遣の促進
⇒ 国際研究ネットワークの核となる若手研究者の人材育成

平成25年度まで



これまでの支援によって見えてきた効果と課題
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日本の中長期派遣研究者数は回復傾向にある一方で、
国際共著論文数は相対的にポジションが低下

【日本の中長期派遣研究者数の推移】
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【top10%補正論文における国際共著論文の時系列変化】

（本）

2000年以降減少していた我が国の中長
期派遣研究者数は、2008年から徐々に
回復傾向。

⇒海外派遣支援事業の一定の効果

15年前と比較し、世界トップクラスの国
際共著論文は、ドイツ・英国は約6,000
本増加している一方で、我が国は約
1,800本の増加に留まる。

⇒相対的にポジションが低下

出典：「国際研究交流の概況（平成22年度版）」 （平成24年5月 文部科学省）

出典：「科学研究のベンチマーキング2012」
（2013年3月 科学技術政策研究所）
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世界の研究ネットワークの中で、日本のポジションが相対的に低下

国際頭脳循環の流れに出遅れ

※ 丸の大きさ ：当該国の科学出版物の数 線の太さ：科学出版物の各国間の共著関係の強さ
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出典：「OECD Science, Technology and Industry Outlook 2010」 (OECD, 2010) 

世界の科学的出版物と共著論文の状況（1998年 ⇒ 2008年）



本プログラムの見直しの方向性

人材育成から国際研究ネットワークの強化を重視した事業へ

① 対象とする研究グループの重点化と優位な研究領域の特定

② 交流相手となる世界トップレベルの研究グループの絞り込み

③ 双方向のネットワークの形成強化・流動性の促進



【事業概要】 高いポテンシャルを有する我が国の研究グループが特定の研究領域で国際研究ネットワークを戦略的に
形成するため、事業を抜本的に見直し、目的の明確化・対象とする研究グループの絞り込みを行った上で、海外のトッ
プクラスの研究機関と研究者の派遣・受入れを行う大学等研究機関を重点的に支援する。

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
平成２６年度予定額 ：2,030百万円
（平成２５年度予算額 ：1,522百万円）

世界の研究ネットワークの中で、日本のポジションが相対的に低下

特定の研究領域における
高い研究ポテンシャル

【事業内容】 大学等研究機関の国際戦略に基づき、研究者を海外のトップクラスの研究機関へ長期間派遣するととも
に、相手の研究機関からも研究者を長期間受入れることにより、海外のトップクラスの研究機関と特定の研究領域で強
固なネットワークを構築する大学等研究機関の取り組みを支援する。

【現状・課題】

【期待される効果】 我が国の研究グループと海外のトップクラスの研究グループとの間で、国際的な人材・研究ネットワークが強
化されることで、我が国の研究グループが世界最先端の研究に主体的に関与し、我が国の研究の国際競争力が向上。

◆優位性のある独自の研究領域を有する我が国の大学等研究機関を
世界の研究ネットワークにおける「頭脳循環」の中に位置付け

◆我が国の研究機関が世界レベルの研究に主体的に関与し、
有望な研究領域において、国際競争力が向上

【top10%補正論文における国際共著論文の時系列変化】
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過去と比較し、世界トップクラスの国
際共著論文は、ドイツ・英国は
約6000本増加している一方で、我が
国は1788本の増加にとどまる。

日本の大学・研究機関 海外の大学・研究機関
特定の研究領域における
海外のトップクラスの
研究ポテンシャル

特定の研究領域
の研究グループ

特定の研究領域
の研究グループ

派遣・受入れの強固な双方向ネットワークの構築

採択予定件数：25件程度

派遣：２～４名
受入：１～２名

（１グループ当たり）



特定の研究領域で研究ネットワークを戦略的に形成し、
我が国の研究グループが世界最先端の研究に主体的に関与することにより、

我が国における研究の国際競争力向上

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に期待される効果



プログラム内容の主な変更点

H25年度まで H26年度公募

目 的
○若手研究者の長期海外派遣の促進
○若手研究者の人材育成

○国際研究ネットワークの強化

支援対象
若手研究者に海外での研鑽を積ませるため、
組織的に長期海外派遣を促進したい研究グ
ループ

高いポテンシャルは有しているものの、国際
研究ネットワークに十分にアクセスできてい
ない研究グループ

海外の連携機関 研究内容に適した研究グループ 世界トップクラスの研究グループ

ネットワークの形成 派遣のみの片方向 派遣・受入れの双方向

支援規模 ３,０００万円上限 / 年 ５,０００万円上限 / 年

支援（事業）期間 １～３年 １～３年

若手研究者の人材育成にも寄与



派遣・受入れ条件の主な変更点

H25年度まで H26年度公募

派遣

対象者
代表機関又は協力機関に所属する45歳以下
の研究者、又は博士後期課程学生

代表機関又は協力機関に所属する助教、専
任講師、准教授相当の職の者

（研究計画上の必要に応じてポスドク相当の
職の者も可）

人数 毎年度１名以上 毎年度２名以上

期間
原則として１年以上
（複数回の渡航も可能かつ下限設定なし）

原則として１年以上

（複数回の渡航も可能だが、１回の渡航は原
則として３か月以上）

受入れ

対象者

連携機関に所属する助教、専任講師、准教
授相当の職の者

（研究計画上の必要に応じてポスドク相当、
教授相当の職の者も可）

人数 毎年度１名以上

期間 期間の制限なし（複数回の受入れも可）



本プログラムのねらい

本プログラムでは、高いポテンシャルは有しているものの、国際
研究ネットワークに十分アクセスできていない研究グループを特に
支援します。これにより、国際研究ネットワークを強化し、我が国に
おける研究の国際競争力の向上を目指します。

日本ではトップレベルだが、世界トップレベルにはあと少し…！

国際研究ネットワークに入り込むことで、
国際的な研究レベルの引き上げが必要！



審査方針のポイント（支援のターゲット）

研究面での国際的な優位性

【研究領域の優位性・将来性】
設定された研究課題の研究領域が、日本の優位性を発揮し、国際的にも魅力あるものとなっているか。
また、新しい領域を生み出すなど将来性が期待できるものであるか。

【日本側研究グループ】

本事業の実施主体となる日本側研究グループのこれまでの研究活動が当該研究領域において、国際的に高い水
準のもの、若しくは日本でトップレベル（特殊性、独自性も含めて）のものか。

【相手側となる海外の研究グループ】

国際共同研究の相手側となる海外の研究グループのこれまでの研究活動が当該研究領域において、世界でトッ
プレベル（特殊性、独自性も含めて）のものか。

人的交流を通じた国際研究ネットワークの構築・強化

【国際研究ネットワークの構築・強化の必要性、発展性】

本事業を実施することにより、日本側研究グループの国際化が図られるか。また、当該研究領域における国際研
究ネットワークでの日本側研究グループの優位性の向上に繋がる可能性があるか。

◆日本に強みがある or 今後伸びる可能性がある研究領域か
◆日本側研究グループは高いポテンシャルを有しているか
◆相手側となる海外の研究グループは世界トップレベルか

◆日本に強みがある or 今後伸びる可能性がある研究領域か
◆日本側研究グループは高いポテンシャルを有しているか
◆相手側となる海外の研究グループは世界トップレベルか

◆本プログラムの支援によって国際研究ネットワークに十分アクセスできるようになるか◆本プログラムの支援によって国際研究ネットワークに十分アクセスできるようになるか



審査方針のポイント（目標設定）

国際共同研究計画及びその到達目標の妥当性

【到達目標設定（指標含む）の妥当性】

○本事業により実施する国際共同研究によって達成しようとする研究成果の到達目標が、国際的に高い水準と
なっており、これまでの実績に照らし、適切なものとなっているか。

○本事業の実施によって達成しようとする国際研究ネットワークの強化・拡大について、客観的な指標（国際共著
論文数、被引用数、及び、それらと同等の客観性をもった指標）に基づいた目標設定になっているか。

◆研究領域の特性に応じた客観的な指標に基づいた目標設定がなされているか
（特に国際研究ネットワークの強化・拡大について）

◆研究領域の特性に応じた客観的な指標に基づいた目標設定がなされているか
（特に国際研究ネットワークの強化・拡大について）

海外のトップクラスの研究グループと国際研究ネットワークを強化し、
優位性のある研究領域で高いポテンシャルを有する我が国の研究グループを

世界の研究ネットワークにおける「頭脳循環」の中に位置づけ

これらの審査方針で選定された研究グループを支援することで・・・



～ご応募お待ちしています～

【事業計画調書提出先】

〒１０２－００８３ 東京都千代田区麹町５－３－１
独立行政法人 日本学術振興会 人材育成事業部 海外派遣事業課

（「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」担当）


