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HFSP：日本が世界をリードして推進する国際的名声を得ている研究支援プロジェクト。

HFSPは国際的な最先端の場での活躍を目指す意欲ある研究者を求めています。

1990年の事業開始以来、30年以上の研究支援プログラムを通して、

1,000件を上回る研究チーム（約4,000名の研究者が関与）への研究グラント支援

及び3,000名を上回るポスドク・フェローシップ支援を行い、

研究グラント支援を受けた者から28名ものノーベル賞受賞者が輩出されています。

HFSPのユニークな特徴

•◦◦ ライフサイエンスに関係する純粋基礎研究を支援しています ◦◦•

特に独自性豊かな挑戦的な若手研究者への支援を重視しています。

•◦◦ HFSP支援プログラムは「研究グラント」及び「フェローシップ」の２種類 ◦◦•

「研究グラント」の重要ポイント

「Novel & Innovative（新奇性・革新性）」、「Interdisciplinary（専門分野横断型）」及び

「International/Intercontinental（国際共同・大陸横断型）」の研究プロジェクトを推奨。
◦

研究チームへの支援期間は「３年間」、

最大（４名の研究チームの場合）合計139万5,000米ドルの「研究費」を支給。

「フェローシップ」の重要ポイント

「受入研究機関は出身国以外」、「従前の研究分野とは異なる研究対象」、

「ライフサイエンス以外からの参入を対象とする枠組みも用意」。
◦

採択されたフェローへの支援期間は「３年間」、

合計18万1,356米ドル（米国で研究の場合：受入国により異なる）の「生活手当」、

その他「研究費・旅費手当」、「引越し手当」、「児童手当（該当する場合）」等の諸手当。

「研究グラント」又は「フェローシップ」に採択されると、

研究活動の場が大きく広がり、さらなる研究キャリアの構築につながるといわれています。
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　コロナ禍や地球温暖化は、社会を変革する力（トランス

フォーマティブ）を常に備えておくことの重要性を私たちに目覚

めさせた。社会変革は、常に、技術だけではなく、それを利用

する生活スタイルが社会に実装されて初めて実現され得る。

かつてウォークマンが音楽を戸外に広げ、そしてスマートフォン

が世界中の人と情報を身近に引き寄せたように。

　医療の世界も例外ではない。ダウドナ、シャルパンティエ両

博士のゲノム編集技術は、沈滞していた遺伝子治療や細胞

治療の実現に期待を持たせ、これまでに顧みられなかった

難病の治療という、医療の変革がいま進みつつある。

　このような変革の力を、われわれはどこに求めればよいの

か。その源がサイエンスであることは、言を俟たない。

　日本医療研究開発機構（AMED）は、基礎から実用化ま

で一貫した医療研究開発を行う国立研究開発法人として

2015年に設立され、研究成果を早く患者の皆様に届けるこ

とを使命として活動し、今年７年目を迎えた。６年目からの第

２期では、三島良直 理事長のリーダーシップの下、いま日本

にある優れた研究シーズをいち早く医療として実現するのみ

ならず、医療を変革する力を持つ、トップサイエンティストの育

成にも注力している。

ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム（HFSP）は、科学を

変革する研究と、それを実現する研究者を支援する、世界でも数少な

い研究助成事業です。AMEDは、基礎研究の基盤となるトランス

フォーマティブな科学を生み出す研究者の育成に遡って活動を展開

していきます。

社会変革の源流を
ヒューマン・フロンティア・
サイエンス・プログラム

に求める
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ヒューマン•フロンティア•サイエンス•プログラム(HFSP)とは

HFSP は生体の複雑な機能の解明を目的とする国際共同研究助成プログラムで、

1987 年のヴェネチア・サミットにおいて、中曽根康弘首相（当時）の提唱により創

設されました。1989 年に、この事業の実施のため、フランス・ストラスブールに国

際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム機構 (HFSPO) が設置されました。

HFSPO は、2021 年時点で 15 のメンバー国・機関からの支援により運営されてい

ます。日本からは、文部科学省及び経済産業省が予算を計上し、AMED がプログ

ラムの推進に寄与しています。

C
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CHAPTER 1
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ご
紹

介

国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム機構（HFSPO）

理事会  Board of Trustees

運営全般に責任を有するものであり、HFSPOメンバー国が指名する理事から構成されています。

科学者会議  Council of Scientists

科学的事項を審議・決定するものであり、HFSPOメンバー国が指名する科学者から構成されています。

審査委員会  Review Committee

研究者からの申請書を審査し、助成対象者を選定しています。

事務局  Secretariat

理事会及び科学者会議が決定する方針に沿って事業の運営を担当しています。

運営資金の拠出
3ヵ年資金計画の策定

応募申請 助成金

各国の研究者

業務の報告

運営支援国(HFSPOメンバー国)
日本・オーストラリア・カナダ・ＥＣ・フランス・ドイツ・インド・イタリア
イスラエル・韓国・ニュージーランド・シンガポール・スイス・英国・米国
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1989年の創設当初は、我が国が1,578万米ドル、HFSPO全体の97.1%を拠出して開始していましたが、

他国の拠出金額の増加により、2021年度の我が国の拠出金予算額は2,050万米ドル、

HFSPO全体予算の37.0%となっています。

HFSPOへの拠出額
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HFSPOの歩み

年 トピックス HFSPO
メンバー国会合 HFSPOメンバー国 研究分野／審査方法 事業の制定（開始） 受賞者会合

1987 ヴェネチア・サミットで中曽根元首相が
制度の創設を提案

G7メンバー国が
制度創設に賛同

1989 仏ストラスブールにHFSPO設立
G7メンバー国（加、仏、
独、伊、日、英、米）で

活動開始。EC（欧州コ
ミュニティ）加入

２つの研究分野：
「脳機能の解明」と

「分子論的アプローチによる
生体機能の解明」

1990 スイスが加入 ピアレビューの仕組み確立 プログラムグラント、長期／短期
フェローシップの開始

1991

1992 HFSPOメンバー国会合でHFSP継続合意 第1回IGC
（東京）

1993

1995

1997 さらに５年間継続することに合意 第2回IGC
（ワシントンDC）

1999 HFSPO創設10周年記念行事（東京（日本）、
ストラスブール（仏）、ワシントンD.C.（米国））

2000

2001 研究分野を「生体の複雑
な機能の解明」に統合 若手研究グラント開始 第1回：

伊

2002 さらに5年間継続することに合意 第3回IGC
（ベルリン） ２段階審査方式を適用 第2回：

独

2003 CDA開始 第3回：
英

2004 2007年度まで継続することに合意 第4回IGC
（ベルン） 豪国、韓国が加入　 第4回：

日

2005 学際的フェローシップの開始 第5回：
米

2006 NZ、インドが加入 第6回：
仏

2007 2010年度まで継続することに合意 第5回IGC
（オタワ）

第7回：
豪州

2008 ノルウェーが加入 短期フェローシップ終了 第8回：
独

2009 第9回：
日

2010 HFSPO創設20周年記念行事（東京（日本）、
ストラスブール（仏））

第6回IGC
(キャンベラ）　 HFSP中曽根賞の開始 第10回：

印

2011 ２０１４年度までに
「新しい財政フレームワークの策定」に合意

第11回：
加

2012 第12回：
韓

2013
さらに負担の公平化、定性的、又は定量的

インジケーターを考慮した長期的な貢献計画の
策定、民間等からの資金導入の可能性検討

第7回IGC
(ブリュッセル)

第13回：
仏

2014 HFSPO創設25周年記念行事
（ルガノ（スイス）、ストラスブール（仏）） シンガポール加入 オープンアクセス・

ステートメントの承認
第14回：
スイス

2015 第15回：米

2016
・日本以外各国による2% の拠出増に合意
・拠出金額算定に係るGDP 等の指標の導入検討
・為替変動に対応する仕組みとして
  自国通貨による拠出の検討

第8回IGC
(ロンドン)

第16回：
シンガポール

2017 第17回：
ポルトガル

2018 CDA募集終了 第18回：
加

2019
HFSPO創設30周年記念行事が東京（日本）、
ストラスブール（仏）及びワシントンD.C.（米国）

で開催

第1回TCHM
（三年毎会合

（東京））
第19回：

日

2020 ノルウェーが脱退、
イスラエルが加入

2021 第20回：
オンライン開催

CHAPTER 1 HFSPのご紹介
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研究対象領域

実施内容

生体の精妙かつ複雑なメカニズムの解明のための基礎研究

HFSPO は、研究グラント(Research Grants) を通じて、世界の研究者の国境を越えた革新的な協同研究への支援を行っ

ています。また、若手研究者に対し、国際的な研究の機会をもたらすフェローシップ (Postdoctoral Fellowships) 事業も

実施しています。さらに年に一度 HFSP 受賞者が一同に会する受賞者会合 (Awardees Meeting)、顕著な研究成果を挙

げた研究者を称える顕彰制度である HFSP 中曽根賞 (Nakasone Award) が設けられています。

HFSP は生体の精妙かつ複雑なメカニズムに焦点を当てた革新性、分野

横断性かつ新奇性を備えた国際共同基礎研究を支援します。研究対象とし

ては、細胞構造における詳細な分子状態から、神経システム科学における

複雑な相互作用にまで及びます。

特に、ライフサイエンス以外の分野 ( 物理学、数学、化学、情報科学、工

学等 ) の科学者たちの専門知識を活用した、独創的な最先端の共同研究

に大きな重点を置いています。

Innovative
（革新性）

Interdisciplinary
（学際性）

International
（国際性）

［ プログラムグラント／若手研究者グラント ］申請期間：1月～ 3月
国際共同研究チームへの研究費の助成。
▪助成期問は3年間で、研究チームに対し総額最大139万5,000米ドル

［ 長期フェローシップ／学際的フェローシップ ］申請期間：5月～ 8月
若手研究者が、国外の優れた研究室での国際研究の機会を得て一流の研究者になることを支援
▪米国のホスト機関に受け入れられた場合
HFSPOから3年間で合計 18万 1,356 米ドルの生活費、年間 7,200米ドル相当の研究費・旅費、
さらに該当する場合は１名当たり年間5,946米ドル相当の児童手当が支給されます。

受賞者会合は、HFSPのグラント及びフェローシップを一定の年度に受けた研究者が一同に会し、
議演、ポスターセッション等を行う会合です(年1回開催)。この受賞者会合は、各国受賞者の情報 •
意見交換の場として評判が高く、年々参加者数が増加する傾向にあります。

生物学にとってブレイクスルーとなる顕著な研究成果を挙げた研究者を称えるHFSP
中曽根賞 (Nakasone Award)が、HFSPO創設 20周年を記念して制定されました。
この賞は、HFSP受賞者だけではなく、あらゆる研究者を受賞候補としています。

Research 
Grants

Postdoctoral
Fellowships

Awardees 
Meeting

Nakasone
 Award

CHAPTER 1 HFSPのご紹介
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H F S P へ の いざない

H F S P の 研 究 グラント、フェローシップ を
獲 得して、活 躍 の 場 を 広 げましょう

C
H

APTER 2
1. 研

究
グ

ラ
ン

ト
編

H
FS

P
へ

の
い

ざ
な

い

2. フ
ェ

ロ
ー

シ
ッ

プ
編

CHAPTER 2

国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラ

ム機構（HFSPO）が運営している「研究グラント」

及び「フェローシップ」は、国際的に開かれたユニー

クな研究支援プログラムとして高い評価を受けてお

り、受賞者として採択された研究者は各自の研究活

動の活躍の場を広げ、その後のキャリア構築にも大き

なメリットを享受しています。

ライフサイエンス分野の基礎研究活動に意欲を

お持ちの研究者の皆様、あなたも「研究グラント」

や「フェローシップ」の獲得にチャレンジしてみま

せんか。

HFSP の各プログラムに採択された場合のメリットは次頁

のとおりです。いずれも、過去の「研究グラント」及び「フェ

ローシップ」の採択された方々からの情報です。
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研究グラントに採択された場合のメリットの例 　〜受賞者コメントより〜

◦純粋に基礎科学研究を追究できます。
応募申請書に「この研究の成果は人の○○に役立ちます」という記載は要りません。

◦申請時には予備的データの提示は要求されません。
仮説のみで大丈夫です。アイデア（革新性）を重視していますので、
実績の少ない若手研究者にとっても提案しやすいといえます。

◦支給される研究支援費の使い勝手が良いと感じました。
自由度が高く、年度をまたぐ繰り越しも容易でしたので、研究活動に専念できました。

◦事務処理が簡素です。会計報告書の提出は求められますが、実地検査はありません。

◦研究進捗状況により、研究期間を１年延長することもできます。

◦異分野・外国の研究者との共同研究により、お互いに刺激し合えました。

◦研究グラントに採択された実績については、国際的に高い評価を得られます。

◦受賞者会合（Awardees Meeting）を通して新たなネットワークを構築できました。

フェローシップに採択された場合のメリットの例 　〜受賞者コメントより〜

◦若手研究者の国際的な登竜門としての知名度が高く、
国際的な研究業績としての評価を受けることができます。

◦助成期間は３年間なので、挑戦的なテーマについて
フェローシップとしての研究に専念することができます。

◦博士号獲得時の研究テーマとは異なるテーマに取り組むことになるので、
新たな研究対象への活躍の広がりを得ることができます。

◦ポスドク期間中の研究者自身の人件費が確保できるので、
受入先機関での研究活動への参加が認められやすくなります。

◦学会参加費や専門書購入のための支出が認められているなど、
研究費の用途についての自由度が高いと感じました。

◦受賞者会合（Awardees Meeting）を通して、
異分野の著名な研究者と知り合うことができました。
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CHAPTER 2 HFSPへのいざない

研 究 グラント編1
フェローシップ 編2

HFSP（研究グラント及びフェローシップ）への応募について

HFSPプロジェクトに採択された場合のメリットを享受するためには、

応募申請を行って選考審査を経なければなりません。

以下に、各プログラムの概要、応募資格、申請方法、選考審査のポイント等

についてご説明します。

p.12〜 p.20

p.21〜 p.25

研究グラントに採択された場合のメリットの例 　〜受賞者コメントより〜

◦純粋に基礎科学研究を追究できます。
応募申請書に「この研究の成果は人の○○に役立ちます」という記載は要りません。

◦申請時には予備的データの提示は要求されません。
仮説のみで大丈夫です。アイデア（革新性）を重視していますので、
実績の少ない若手研究者にとっても提案しやすいといえます。

◦支給される研究支援費の使い勝手が良いと感じました。
自由度が高く、年度をまたぐ繰り越しも容易でしたので、研究活動に専念できました。

◦事務処理が簡素です。会計報告書の提出は求められますが、実地検査はありません。

◦研究進捗状況により、研究期間を１年延長することもできます。

◦異分野・外国の研究者との共同研究により、お互いに刺激し合えました。

◦研究グラントに採択された実績については、国際的に高い評価を得られます。

◦受賞者会合（Awardees Meeting）を通して新たなネットワークを構築できました。

Research Grants

Postdoctoral  Fellowships
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Q1
HFSP の研究グラントとは

どのような研究支援プログラムなのですか？

　HFSP の研究グラントは、国際共同研究チームへ

の研究費の助成を行うプログラムです。

　異なる専門知識を組み合わせた革新的アプロー

チによって、単一の研究室では解明することが困難

な基礎生物学上の問題に取り組むことを目指す科

学者の国際共同研究に対して助成されます。特に、

生物科学の問題に焦点を当て、異なる研究分野（例

えば化学、物理学、コンピューターサイエンス、工

学等）の研究者を組み合わせた新たな共同研究に

重点を置いています。新たな画期的なアイデアや革

新的なアプローチを推奨しているため、予備的な実

験データ等は応募の段階では必要ではありません。

Q2
HFSP の研究グラントには

どのような種類があるのでしょうか？

　HFSP の研究グラントには、「プログラムグラント 

Research Grants-Program」及び「若手研究者グ

ラント Research Grants-Early Career」の２種類が

あります。

　「プログラムグラント」は、2 か国以上の独立した

研究者（合計２～４名程度）からなる国際的共同

研究チームを対象とします。研究チームを構成する

研究者のキャリア段階は問いません。

　「若手研究者グラント」は、プログラムグラントと

同様のチーム構成ですが、若手研究者への支援を

積極的に行うという観点から、メンバー全員が独立

的ポストを得て 5 年以内、かつ、博士号取得後 10

年以内の研究者により構成される研究チームを対象

としています。（以前「Young Investigator Grant」

と呼ばれていたものが改称されたもの）

Q3
HFSP の研究グラントへの応募資格や

留意点について教えてください。

1）研究グラントへの応募には、国際共同の
      研究チームを作って申請する必要があります。

　「プログラムグラント」及び「若手研究者グラン

ト」ともに、応募は研究チームとして行います。研

究者単独での応募はできません。研究チームを構

成する研究者は２～４名（稀に５名）であり、その

うちの１名を Principal Applicantとし、他者は Co-

Applicant(s)となります。すべての研究者は研究博

士号（PhD, MD 又は相当学位）を有しており、自

身が研究グループ（小規模でも可）のリーダーでな

ければなりません。ポスドク研究者は応募することが

できません。

　HFSPO では新たな専門分野横断型の共同研究

を推奨していますので、研究チームの構成員は、お

互いに異なる専門分野に従事し、異なる国における

研 究 グラント編1 Program Grants
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研究実験室にて研究を行うことが求められています。　

HFSPO では全く新規の共同研究を推奨しています

ので、研究チームメンバー同士はこれまで共同研究

を行ったことはなく、それぞれの研究論文を共同で

著したこともなく、既存の研究活動とは有意に異な

る提案を行うことが通例として求められています。

　科学的論文の共著は、過去あるいは現在におい

て共同研究が行われている結果であるとみなされ、

HFSP の理念には相容れないものと考慮されます。

ただし、研究チームメンバーによる最高２件までの共

著論文について、もしも共同研究の結果に基づくも

のではない場合、例えば、複数の著者による研究

分野の要約や今次の研究グラントへの申請のトピッ

クスとは異なる分野での共著については、容認され

ることがあります。

　研究チームのメンバー同士が共著論文を有する場

合は、申請を行う前に HFSPO 事務局の研究グラ

ント担当者に問い合わせることが勧められています。

　申請者は、研究チームのメンバー間での共著論

文の数について申請書様式中に記載し、選考委員

会の審査に供さなければなりません。

2）研究チームを率いるリーダー格の
      Principal Applicant を立ててください。

　国際研究チームとして、メンバーのうちの１名を

Principal Applicantとして立てなければなりません。

この Principal Applicant は、HFSPO メンバー国

を本拠とする研究者である必要があります。その他

の研究チームのメンバーは Co-Applicant(s)と称さ

れます。

　Principal Applicant は、 研 究 チ ームを 代 表

し、研究計画の立案や調整の責任を有し、さらに

HFSPOとの連絡役となり、年間予算計画及び研究

進捗報告書の提出が求められます。ある研究チーム

メンバー（Co-Applicant(s)）が研究進捗報告書に

おいて計画された貢献を行っていないとPrincipal 

Applicant が認めた場合には、Principal Applicant

は HFSPO に対し、当該研究者に係る予算額の減

額を申し出ること、あるいはときには当該プロジェク

トから除外することを求められることがあります。

　研究チームメンバー（Co-Applicant(s)）が所属

研究機関を変わる場合には、HFSPO は Principal 

Applicant に対し、当該所属の変更がプロジェクトに

支障をきたさないかどうかを確認することを求めます。

3）申請者が所属する研究機関についての
      条件があります。

　Principal Applicant は、非営利目的の研究・

学術的機関に所属していなければなりません。Co-

Applicant(s) については、研究経験がプロジェクト

に必要であるなら営利目的の機関に所属するメン

バーを含むことができますが、当該メンバーについ

ては HFSPO からのいかなる研究支援費の受領も

できず、また研究チームに支給される研究支援費額

の算出に考慮されることもありません。

　研究者チームメンバー全員の現状におけるすべて

の雇用関係について、申請書様式中に申告する必

要があります。特に、研究チームメンバーが異なる２

か国における所属機関を有する場合を含みます。

4）研究チームを構成するメンバーの数も
      重要な要素です。

　通常の研究チームを構成するメンバーの数は、２

～４名です。５人目のメンバーについては、専門分

野横断型というプロジェクト構成の性格から明らか

CHAPTER 2 1. 研究グラント編
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に必須である場合に限ります。5 名のチームメンバー

による申請は稀にしか採択されていません。それぞ

れの研究チームメンバーは、真に共同研究の実施

者として、プロジェクトの各要素を提案どおりに遂行

することが期待されています。

5）研究者の研究拠点の国についての
      留意点があります。

　国際研究チームを代表する Principal Applicant

は、HFSPOメンバー国（日本、オーストラリア、カナダ、

フランス、ドイツ、インド、イタリア、イスラエル、韓国、ニュー

ジーランド、シンガポール、スイス、英国、米国及び

EU 加盟国）のいずれかに研究拠点を持つ者であ

る必要があります。Co-Applicant(s) については、い

かなる国に研究拠点を持つ者でも構いません。

　なお、「異なる国」についての留意点ですが、研

究チームメンバーの所属が異なる研究室やキャンパ

スであっても、同一大学に附属する場合（例えば、

ニューヨーク大学のニューヨークのキャンパスと上海

のキャンパスの組み合わせ）又は同一の機関内の

場合（例えば、EMBL：欧州分子生物学研究所や

MPI：マックスプランク研究所といった機関内の部門

同士の組み合わせ）の場合は、同一の所属機関

内の複数の研究者からの申請であると見なされます。

6）国際的に研究チームのメンバーを
      構成することが必須条件です。

　研究支援プログラムとしての HFSP の目的の最も

重要なものとして、異なる国の研究機関同士の共

同研究活動を促進することが挙げられます。したがっ

て、構成する国際共同研究チームの条件は次のと

おりとなっています。

a. 研究チーム全員による研究プロジェクトが、ある

一国のみでは成し得ないこと。

b.国際共同研究活動に明確な優先度が付与され

るものであること。

c. 同一の研究機関に所属する２名のみの研究

チームによる申請は適格性を持たないこと。

d. ３～４名の研究チームの内の２名が同一国内

の研究機関に所属する場合、当該研究チーム

として、提案された研究の性格の上で新奇性

（Frontier）及び分野横断性の維持に必要で

あることを説明できるのであれば、申請すること

ができますが、この２名の研究メンバーについて

は、研究支援額の計算上は1.5 名分とみなされ

ます。

e. 研究チームのメンバーが異なる国において二重

の所属先を有する場合は、その両者とも申請適

格性について考慮され、採択された場合の支

援額算出の計算にも反映されます。

7）同時に複数の応募申請を出すことは
     できません。下記の点にご注意ください。

a. 同一の審査選考過程において、１件を上回る

申請を同時に「研究企画概要書（Letter of 

Ｉntent）」を提出することは認められていませ

ん。もしもある研究者が、Principal Applicant 

又は Co-Applicantとして、プログラムグラント

Research Grants-Program あるいは若手研究

者グラントResearch Grants-Early Career の応

募枠組みにおいて、２件以上の「研究企画概

要書（Letter of Intent）」を申請した場合は、

そのすべてが選考審査の対象から除外されます。

b. 現 状 に お いて HFSP Career Development 

Awards（旧制度においてフェローシップの受
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賞者に応募資格があった研究助成プログラム。

既に募集は廃止されている）に採択されている

研究者は、HFSP 研究グラントへの申請を行う

ことができます。

8）既に研究グラントに採択された研究者の
      新規応募については、次の留意点があります。

a. いかなる研究者も同時に複数の研究グラント

の支援を受けることはできません。現状におい

て Principal Applicant 又は Co-Applicantとし

て HFSP 研究グラントの研究支援を受けてい

る研究者は、さらなる第 2 の研究グラントへの

申請の適格性を有していません。ただし、現

在支援を受けている研究グラントに関して、そ

の最終年度における経理報告書が受理されて

おり、当該研究グラントの終了時以降に新たに

開始される研究構想については、既存の研究

グラントとプロジェクトの内容及び研究チームの

メンバーが明確に異なる場合、当該研究者は

新たな応募を行うことが可能です。

b. 2016年度以降に研究グラントプログラムに採択

された研究者（Principal Applicant 又は Co-

Applicant）が、新たに Principal Applicant 又

は Co-Applicantとして研究グラントの応募申

請を行う際は、以前の研究プロジェクトに関す

る目的及び成果とともに今回の新規申請との

関連性についての説明に関する情報を提出し

なければなりません。研究チームの構成及び研

究トピックスについて、以前の採択課題と強い

類似性を帯びたものは、応募への適格性がな

いものとみなされます。

9）研究グラントに申請するプロジェクトについての
      留意事項があります。

申請者は応募申請に当たり、「精巧で複雑な生体

のメカニズムを解明するための基礎研究を支援す

る」というHFSPO の使命について考慮しなければ

なりません。すなわち、HFSP では、ライフサイエン

ス分野での最先端の基礎的な課題又はメカニズム

を取り扱う応募申請のみに対して研究支援を行って

いるということです。それゆえ、研究グラントの申請

に当たっては、アイデアや概念に基づく探求的又は

発見的な性格を備えたものであることが望まれます。

このような理由により、予備的なデータは求められま

せん。HFSP では、このような研究には本質的にリ

スクを伴うことが理解されているところですが、同時

にこのような研究は他の研究支援制度からの支援

は受けられないということかもしれません。申請者

は、リスクについての説明を行うとともに、目標に到

達するためのリスク低減方策の概要を略述すること

を期待されています。専門性の新奇な組み合わせ

というものは、HFSP が資金支援を行うプロジェクト

の枢要な特徴であり、真に新奇な分野横断型の共

同研究を含む申請は採択される可能性が高いと言

えるでしょう。

CHAPTER 2 1. 研究グラント編
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Q4
研究グラントに採択されると

どのような支援を受けられるのですか？

1）HFSPO から支給される研究支援費の
　　用途についての重要な留意点があります。

　まず、研究チームメンバーが所属する研究機関は、

研究チームメンバーが HFSP 研究グラントとして提

案した研究を実施するのに必要な施設・機材を提

供しなければなりません。

　HFSPO から支給される研究支援費については、

既存の国内研究プログラム用の施設・機材の更新

や補完に使用されることは意図されておらず、研究

機関の基本的施設の整備のためにも使用できませ

ん。HFSPO からの研究支援費は、HFSP プロジェ

クトとして採択された研究目的及び国際共同活動に

対してのみ限定的に使用されなければなりません。

2）HFSPO からの研究支援費の金額については、
次の各項目のとおりとなっています。

a. 目下のところ、支給される研究支援費の金額

は次のとおりですが、HFSPOの財政状況によっ

て変更になることがあります（下記は 2021 年

度採択の場合を想定したものです）。

２名からなる研究チームの場合：年間 26 万 5,000

米ドル。

３名からなる研究チームの場合：年間 36 万 5,000

米ドル。

４名又はそれ以上の研究チームの場合：年間 46

万 5,000 米ドル。

これらの金額は研究チーム全体に対するものであ

り、３年間にわたって支給されます。

b. 同一国からの２名の研究チームのメンバーにつ

いては、専門分野横断の共同研究を構成する

場合にのみ容認されます。その場合、研究チー

ムのメンバー数としては、２名分ではなく、1.5

名分相当の支給額となり、３名チームの場合は

2.5 名分として年間 31 万 5,000 米ドル、４名チー

ムの場合は３.5 名分として年間 41 万 5,000 米

ドルとなります。

c.２名からなる研究チームであって、そのうちの

1 名が営利目的の機関に所属している場合、

年間研究支援費は13万米ドルに減額されま

す。それ以外の研究チームの場合は、営利目

的の機関に所属しているメンバーについては、

HFSPO からのいかなる支援研究費の受領もで

きず、また研究チームに支給される研究支援費

額の算出に考慮されることもありません。

3）研究支援費の受給に当たっては、採択された
それぞれの研究チームに関し、その資金配分
について研究チームのメンバー内で決定するこ
とになります。研究支援費は、HFSPO から
研究チームメンバーが所属する研究機関に対
し個別に送金されます。

4）研究支援資金の用途として許容されるものと
      許容されないものがあります。

用途として計上が許容される経費及びその考え方

は次のとおりです。

①機材購入費

機材の購入は、提案された新規の共同研究のた

めに必要な物でなければなりません。既存の国

内プログラム用の機材の補完のための購入は認
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HFSP受賞者会合（Awardees Meeting）へ

の参加。

⑦間接経費（人頭経費）

研究支援資金中の直接経費の 10％を上回らない

範囲において、それぞれの所属研究機関において

間接経費としての用途を計上することが可能です。

Q5
研究グラントプログラムへの応募

申請手続きについて教えてください。

▪研究グラントの募集は毎年１回のみ行われています。

選考審査は「第 1 次審査」と「第 2 次最終審査」  

の２段階で実施されています。

　〈注〉応募に関する正式な情報は、応募方法や

　申 請 書 様 式、締 切日なども含め、下 記

HFSPO のウェブサイトにおいて公表されてい

ますので、常に最新のものを参照してください。

https://www.hfsp.org/funding/hfsp-
funding/research-grants

　応募の際には、下記 URL から申請者登録の手

続きを行ってください。

h t t p s : / / e x t r a n e t . h f s p . o r g /
Al lAppl ica t ion/Defaul t .aspx

▪毎年の標準的な手順の概略ですが、まず申請者

は Letter of Intent（ 研 究 企 画 概 要 書 ） を

HFSPO のウェブサイト（上記 URL）を通じて

提出する必要があります。通例の締切日は３月

下旬か４月上旬に設定されます。この Letter 

められていません。研究グラントのプロジェクトに

参画する研究機関においては、既存の研究のた

めの機材は整備済みでなければなりません。

②資材費及び消耗品費

科学共同研究に必要な試薬、実験動物、消耗品、

コンピューター・ソフトウェアの購入経費は計上可

能です。

③役務費

プロジェクトのために特定されたコンサルタント役

務及びコンピューター役務（レンタル料金を含む：

ただしコンピューター・レンタル料金及び電話回

線使用料は間接経費に含むこともありえます）は

計上可能です。

④人件費

研 究 支 援 費は、Principal Applicant 及び Co-

Applicant 並びに秘書職員又は研究管理者といっ

た教職員・施設職員の給与には充てられず、ま

た研究指導料として計上することもできませんが、

新規の共同研究プロジェクトに必要な研究補助者

（Postdoctoral 研究者、大学院の学生、技術・

技能者）の給与は計上可能となる場合があります。

⑤通信費

出版経費（オープン・アクセス料金を含む）、論

文翻訳料、郵便料金、荷物配達役務費は計上

可能です。

⑥旅費及び日当については、次のとおり計上可能

です。

　▪研究チームメンバー個別のあるいは他のチーム

メンバーを訪問するための旅費及び日当（毎

年３ヶ月間を上限とする）。

　▪ HFSP の採択プロジェクトに関連する科学的会

合又はトレーニングコースへの参加。

　▪採択課題の最終年度における HFSPO 主催の　

CHAPTER 2 1. 研究グラント編
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of Intent の 審 査 の 後、７月 上 旬 頃 に Full 

Application（詳細な研究申請提案書）の提出

を求められる研究チームへの招聘連絡通知が、

選ばれた提案についてのみなされます。この招

聘を受けた Full Application の提出期限は９月

中旬頃になりますが（申請者に対する面談審査

は行われることはなく）、さらなる選考審査を経

て、最終的な採択結果の発表・通知は翌年３

月下旬頃になります。

▪「Letter of Intent」に対する選考審査

研究チーム（申請者）から提出された Letter of 

Intent については、HFSPO の Small Scientific 

Committee (2名の研究グラント審査委員会メン

バー（外部有識者）及び HFSPO 事務局の３

名の科学部門担当部長がメンバー ) によって受

理され、申請者の適格性及び科学面での整合

性についての事前的審査（スクリーニング）が

行われます。ここで審査基準を満たさないと判断

された申請については本審査に回されることはな

く、その旨は可及的速やかに当該申請に関する

Principal Applicant に通知されます。

　スクリーニングを通過した Letter of Intent は、

研究グラント審査委員会による審査対象になりま

す。審査委員会のメンバーは、各申請を審査し、

「新奇性／革新性の要素」、「異分野横断性」

及び「研究チームの構成／共同研究要素」とい

う概念ごとの評価及び採点を行います。

　 次 の 段 階として、 研 究グラントSelection 

Committee による審査があります。上記の審

査 委 員 会による評 価・ 採 点を踏まえ、Full 

Application の提出（招聘）を求めるべき申請

案件の選考決定を行います。

▪「Full Application に対する選考審査」

研究チーム（申請者）から提出された Full 

Application については、２名の研究グラント審

査委員会のメンバーの他、最低３名の外部専門

家による厳正な評価が行われます。

最終的には、毎年計 30 件前後の研究グラント

の申請案件が「採択課題候補」として選定され

ます。

　「 プ ロ グ ラム グ ラ ント Research Grants-

Program」及び「若手研究者グラント Research 

Grants-Early Career」の２つの区分への申請

案件は、別々のグループに分けて審査が行われ

ますが、手続き的には全く同一です。

　上記の研究グラント審査委員会からの「採

択課題候補」については、HFSPO の Council 

of Scientists （ 科 学 者 会 議 ） 及 び Board of 

Trustees（理事会）の承認を経て正式に採択

選考結果として、例年３月下旬頃、公表されるこ

とになります。

　なお、申請書に記入される研究チームメンバー

による著作物についての選考審査での留意事項

があります。

　HFSPO は、「San Francisco Declaration 

on Research Assessment (DORA)」に参加し

ています。個々の研究提案は、Journal Impact 

Factors (JIF)といった基準のみではなく、その

内容そのものに基づき評価されるべきであるとの

観点からです。研究グラント申請に対するあらゆ

る審査段階に関わる HFSP の審査委員は、申

請書に記載された研究論文及び／又は研究提

案の特質について考察するよう求められていま

す。研究者の論文生産性は重要な要素であるか

もしれませんが、実際の選考審査では論文の内

容に基づいてのみ評価が行われ、JIF の基準に
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ついては考慮されません。

　また、HFSP の審査委員は、特定の分野（あ

るいは生物学全般）における新たな知見に関し

て、申請者による著作物（公的サーバーに収録

されたプレプリントを含む）の影響力について考

慮することが求められています。

Q6
選考審査ではどのような事項が

ポイントになっているのでしょうか？

　HFSP 研 究グラントの選 考 審 査に際しては、

「Letter of Intent」 及 び「Full Application」 の

２つの段階を通じて、次の３つの事項が重点的な

ポイントになっています。

1）新奇性／革新性に関する要素を備えているか

「リスクは高いが、見返りも大きいこと」及び最先端

のプロジェクトであるかが最も重要な概念です。

　HFSPO の使命は、「精巧で複雑な生体のメカニ

ズムを解明するための基礎研究を支援する」という

ものであり、HFSP では、ライフサイエンス分野での

最先端の基礎的な課題又はメカニズムを取り扱う

研究支援を重視しています。従い、研究グラントの

申請段階では、独自的なアイデアや概念に基づく探

求的又は発見的な性格を備えたものであることが望

まれています。申請段階では、予備的なデータは求

められません。

2）専門分野横断型のプロジェクトであるか

研究分野における新奇の専門的知見の組み合わせ

となっているかを含みます。

　研究チームメンバー同士の新奇の専門的知見の

組み合わせ及び真の新奇の分野横断型の共同研

究は、HFSPO が研究支援するプロジェクトとしての

重要な特徴であり、明確な優先度が付与されるも

のです。専門分野横断性につきましては、申請に

当たっての専門的知見の新奇な組み合わせを含ん

でおり、例えば、化学者、物理学者、数学者又は

ライフサイエンス以外の専門家を含むことが推奨され

てはいますが、特に若手研究者グラントResearch  

Grants-Early Career の研究チームにつきましては、

必須ということではありません。

3）研究チームの構成／共同研究についての要素
（いかなる国際共同体制となっているか）

　なぜ国際共同研究が必要とされているのか、又

は、単独の研究グループでもなしうるのではないか

（あるいは、研究チームによらずとも研究者がそれ

ぞれ個別的に研究活動を行うことが可能なのでは

ないか）についての審査が行われます。

　国際共同研究については、大陸間横断型の組

み合わせが望ましいとされています。これに関して、

申請されたプロジェクトの研究チームメンバーの全員

が欧州域内あるいは北米域内という場合には、審

査の段階で特別な考慮がなされます。

　また、研究チーム内の２名が同一の研究機関に

所属しているという場合は、選考審査の適格性を有

していません。

CHAPTER 2 1. 研究グラント編
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Q7
どのような応募申請が不適合として

採択されないことになるのでしょうか？

研究チームの構成が原因で採択に至らなかった理
由の主なものは次のとおりです。

◦研究チームメンバー同士の専門分野がかなり似

通っており、従来型のライフサイエンス分野に留

まっている。

◦研究チームが明らかに既存の共同研究を続けよう

としていた（以前の研究指導者の下で行われて

いたプロジェクトを含む）。

◦研究チーム内に同一の研究機関に所属する２名

を含んでいた。

HFSPO ではライフサイエンス分野での基礎研究
に対して研究支援を行っているので、次のような研
究プロジェクトへの支援は行いません。

①プロジェクトとして応用研究の性格を持つもの：

　例えば次のようなものです。

　◦主として臨床医学及び創薬的な性格を有する

プロジェクト。ただし、疾病の基礎的な生物学

上のメカニズムの解明につながるプロジェクト

の場合は容認されます。

　◦診断及び治療の方法を開発する目的のプロジェ

クト（潜在的薬物目標の探求又は開発中薬物

の発展的治験に関する調査研究を含みます）。

　◦工学、バイオテクノロジー又はナノテクノロジーに

おける応用研究（これらは生物学上の基礎研

究課題を対象としていません）。

　◦農学又は林学に直接的に関係するプロジェクト

（例えば、農作物の生産・育種及び環境汚染

対策等の環境問題に関するプロジェクトが挙げ

られます）。

②新規の研究方法もしくは類似研究方法の開発又

は生物学上の活動のモデル化を目的とした研究

（ただし、HFSP の目的である基礎研究への支

援活動に呼応して、新たな生物学上の課題への

解答を探索する場合は支援対象として容認され

ます）。

③観察的研究プロジェクト又は系統的スクリーニン

グアプローチによるプロジェクト。

④大規模なデータ収集そのものを目的とする研究プ

ロジェクト（ただし、データ収集に関する合理的

な理由を伴い、かつ、データ分析についての詳

細な方法論を伴う場合を除く）。この「大規模な

データ収集」には、全般的な関心としての基礎

的な生物学上の課題の対象とはされていない個

体群又は生態系についての系統的な複数種に

関するオミックス解析が含まれます。ただし、種

間相互作用又はそれらの共通進化のメカニズム

に関する研究については適格性を有します。

⑤営利目的環境下における研究。ただし、営利目

的機関との共同研究活動については、プロジェ

クト実施のための必要性が認められれば、容認

されます。
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Q1
HFSP のフェローシップとは

どのような研究支援プログラムなのですか？

▪ HFSP のフェローシップは、キャリアの初期にある研

究者が国外において新しい研究分野に移動するこ

とで幅広い研究スキルを身につけることを支援して

います。

Q2
HFSP のフェローシップには

どのような種類があるのでしょうか？

▪ HFSP フェローシップには次の２種類のものがあ

ります。

［長期フェローシップ］
Long-Term Fellowships（LTF）

生命科学分野で博士号を取得し、それまでの PhD

取得時又はポスドク研究分野から有意に異なる専

門分野へ幅を広げる研究活動を国外の研究室で行

いたいと考えている研究者を支援するものです。

［学際的フェローシップ］
Cross-Disciplinary Fellowships（CDF）

生命科学以外の分野（例えば、物理科学、化学、

数学、工学、コンピューターサイエンス）で博士号

を取得し、生命科学の分野の研究を行いたいと考

えている研究者を支援するものです。

Q3
HFSP のフェローシップへの応募資格や留意

点について教えてください。

▪いかなる国籍であっても及びいかなる国を本拠とす

る研究者であっても応募申請をすることができます。

ただし、HFSPOメンバー国（日本、オーストラリア、

カナダ、フランス、ドイツ、インド、イタリア、イスラエル、

韓国、ニュージーランド、シンガポール、スイス、英

国、米国及び EU 加盟国）のいずれの出身でもな

い申請者が選択できるのは、HFSPOメンバー国

内の研究機関のみに限られます。HFSPOメンバー

国出身の申請者は、どこの国の研究機関でも申請

することができます。なお、HFSPOメンバー国出身

者とは、HFSPOメンバー国のいずれかの国籍を有

することを意味します。

▪フェローシップ開始時点において、博士号（PhD）

又はそれに相当する学位（例えば研究活動を中心

とする医師資格もしくは医学博士号（MD)）を取得

しており、かつ、基礎研究活動経験を有することが

条件となります。

      ただし、学位取得見込みの場合も許容されます

ので、申請の時点では必須ではありません。また、

既に学位取得済みの場合は、申請締切日の３ヵ年

前までの取得日であることが必要です。

     申請者は、Letter of Intent 提出締切日時点で、

申請者が主執筆者となっている論文の最低でも1

点が、認知された OAプレプリントとして出版され、

又は査読付きの学術誌に受理されているか、印刷

CHAPTER 2
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中、もしくは既に出版されていることが必要です。

Q4
フェローシップに採択されると

どのような支援を受けられるのですか？

▪フェローシッププログラムに採択されたフェロー（研究

者）は、例えば受入機関が米国に所在する場合、

HFSPO から3 年間で合計 18万1,356米ドルの生

活費、年間7,200米ドル相当の研究費・旅費、さら

に該当する場合は１名当たり年間5,946米ドル相当

の児童手当が支給されます。これらの金額は、受

入機関が所在する国の物価水準により異なります。

詳しくは、HFSPO がウェブサイトで公表しているガイ

ドラインを参照してください。

▪各種手当の概要は次のとおりです。

①生活手当

   生活手当は、渡航先での生活に必要な生活のた

めの手当であり、受入機関で指導を受けている間

の生活費を賄うために支給されます。生活手当は

フェローシップを行う国の通貨レートに応じて支払わ

れます。フェローがフェローシップの最終年度に自国

に帰国、又は他の HFSPOメンバー国に移動する場

合は、この移動先の国の通貨レートが適用されます。

②児童手当

   HFSPフェローに子供がいる場合、児童手当の支

給を受けることができます。手当は子供 1 人ごとに

支払われ、初年度の生活手当の約 10％に相当し

ます。フェローが他の財源から児童手当を支給され

る場合は、HFSPO からの児童手当からその金額

が差し引かれます。

③研究費及び旅費手当

  研究費・旅費手当は、研究プロジェクトを実施する

ための費用に充てるためのものです。 この手当は、

フェローシップ研究の実施に必要な試料や資機材

の費用として支給されます。フェローシップ資金を用

いて購入された備品はすべて、フェローシップ終了

後も、受入機関の所有物となります。ただし、受入

先の指導者がフェローに所有権を認める場合はこ

の限りではありません。この資金は、学会参加料又

は別の機関の研究者との共同研究に関連する旅

費として使用することもできます。旅費は、実際に発

生した費用を後から還付することとし、日当計算とし

てはなりません。これらの給付金は、当該機関の経

費勘定の形で管理することが望まれます。フェローは

これらの手当の使途について説明する義務を持ち、

支給された手当のうち実際に使用しなかった資金

は HFSPOに返還しなければなりません。1年間に

支給される研究・旅費手当の総額を使い切る必要

はありません。ある年度に使用されなかった資金は

すべて、自動的に翌年度に繰り越されます。フェロー

が前年に支給された額を超えて出費した場合など、

赤字になった場合も、ある年度から翌年度に繰り越

されます。研究費・旅費手当からの出費は、フェロー

シップの期間中のみ（中断期間は除く）を対象とし

ています。ただし、フェローがフェローシップの中断期

間中に HFSP受賞者会合（Awardees Meeting）

に出席した場合及び最終年度のノーコストの延長

期間は除きます。

④引越し手当

   引越し手当は固定額で、自国と受入国を往復する

フェローとその扶養家族の引越し代、例えば飛行機

代、家財の輸送費、アパート賃貸契約の際の敷金

に充てるためのものです。引越し手当はフェローに対
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して全額支払われ、いかなる控除もなされません。

会計報告に計上する必要はありませんし、受領書（レ

シー ト）の提出の必要もありません。引越し手当は、

フェローが受入国及び自国への移動にかかる費用

を、他のいかなる資金源からも得られない場合の

み支給されます（例えば、フェローシップ開始時に受

入機関が支給したり、フェローシップ終了時に新た

な雇用者が支給する場合は対象になりません）。フェ

ローは引越し手当を受給する前に、この条件が満た

されていることを正式に確認する必要があります。

⑤育児休暇手当

   HFSPフェローは、フェローシップ期間中最高 3ヶ月

の有給の育児休暇を取得することが可能です。育

児休暇は、子供の誕生から 6ヶ月以内に取得する

必要があります。また、フェローシップ期間中に誕生

した子供のみに適用されます。フェローシップは、育

児休暇の取得分延長され、その期間フェローは生

活手当と児童手当の支給を受けることができます。

3ヶ月以上の育児休暇も可能です（フェローシップ

期間もその分延長されます）が、3ヶ月を超えた分

は HFSPO からの手当は受けられません。HFSP

フェローが育児休暇に入る前に HFSPO 事務局の

Fellowship Office 及び受入先研究者／研究機関

に育児休暇に入る旨を通知する必要があります。

Q5
フェローシップ・プログラムへの

応募申請手続きについて教えてください。

▪「長期フェローシップ　Long-Term Fellowships

（LTF）」及び「 学 際 的フェローシップ　Cross-

Disciplinary Fellowships（CDF）」とも、HFSPO

への応募に当たっては、新たなオンライン方式

（ProposalCentral）を通じた２段階の提出手続き

を行います。

  〈注〉応募に関する正式な情報は、応募方法や申

請書様式、締切日なども含め、下記HFSPO

のウェブサイトにおいて公表されていますので、

常に最新のものを参照してください。

https://www.hfsp.org/funding/hfsp-
funding/postdoctoral-fellowships

応募の際には、下記 URLから申請者登録の手続

きを行ってください。

https://proposalcentral.com

▪通年における申請・審査の流れは概ね次のとおり

です。

◦ 4 月中下旬～５月上旬：

　フェローシップ申請書ダウンロード開始

　（オンライン申請）

◦ 5 月下旬：

　フェローシップ申請（Letter of Intent：概要申請）

　締切

CHAPTER 2 2. フェローシップ編
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   「Letter of Intent (LOI)」に記載すべき事項は下

記のとおりです（前頁の ProposalCentral（申請書

提出用ウェブサイト）の URL からガイドラインを参照く

ださい）。

・申請課題名（title of proposal）

・申請研究計画のキーワード

　（keywords of proposed research plan）

・申請研究計画の概要（この研究計画概要は

　「詳細申請 (Full Application)」の際の概要としても

　用いられます）

・申請者の個人情報（personal information）

・履歴書（CV）

・取得学位（PhD）の研究分野及び表題

・申請に係る受入研究指導者及び受入研究機関

  に関する事項

・受入研究指導者との既存の協力関係及び共著

  論文（該当する場合）

・受入研究指導者が応募申請の件を承知しており、

　かつ、支持していることの確認

・出版物一覧

　（予備的なもので可。後日最新のものに変更可）

◦ 9 月下旬：Full Application（詳細申請）提出締切

   フェローシップ審査委員によるLOI 審査の結果、高

い評価を得た申請者のみ、Full Application（詳

細申請）の提出が要請されます。フェローシップ審

査委員会で議論の上、採択候補課題が選定され

ます。

◦翌年 3 月下旬：採択受賞者（Awardee）の発表

   フェローシップ審査委員会から推薦された採択受賞

候補者（フェローシップ採択候補者）は、HFSPO

科学者会議での審議、HFSPO 理事会による承認

を得て、最終的に翌年３月下旬頃、発表・通知さ

れます。

Q6
選考審査ではどのような事項が

ポイントになっているのでしょうか？

▪申請提案されたプロジェクトについては、まず

HFSPO が支援する研究の科学的目的と合致して

いるかどうかの審査が行われます。審査の基準とな

るのは、申請者の経歴と実績、出版物の質、研究

プロジェクトと提案された共同研究の科学的優秀性

及び研究の方向性の転換度です。

▪ HFSP のフェローシップに採択されるのは、質の高

い研究に対する実績と熱意を備えた傑出した研究

者です。選考段階では、申請者が現在何らかの助

成を受けているか、又は過去に受けたことがあるか

も考慮されます。

▪実際の審査が行われる項目は次のとおりです。

◦申請者の経歴と研究実績は適格性を有してい

　るか。

◦推薦者（照会先）（Referees）からの評価は高

いものであるか。

◦申請者自身は将来のキャリアについて明確なビ

ジョンを持っているか。

◦提案された研究プロジェクトは、革新的、独創的、

挑戦的であるか。

◦真に申請者本人が十分練り上げた提案であるか。

◦フェローシップ研究の方向性はこれまでの研究分

野から有意に変えられているか。

◦受入機関指導者及び受入研究室は、充実した

最先端分野の指導者・研究室であるか。

◦受入機関での研究施設は充実しているか。

◦受入機関の指導者は当該申請内容を強く支持し

ているか。

◦受入機関指導者は優れた研究者であるか。
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Q7
どのような応募申請が不適合として

採択されないことになるのでしょうか？

▪フェローシップの選考審査で不採択となる主な理

由は次のとおりです。

◦過去の受入機関の研究指導者や共同研究者

と、再度研究をすることを目的としている。

◦筆頭執筆者となっている出版物がない。

◦受入国において 12 ヶ月を超えて居住したこ

とがある、又は受入機関において 12 ヶ月を超

えて勤務したことがある。

◦既に受入国に居住している。

◦博士号を取得してから 3ヶ年が過ぎている。

◦受入国で博士号を取得している。

◦プロジェクトの説明にまとまりがなく、目標設定が

　あいまいである、又は実験計画が明瞭ではない。

▪科学的観点から見た不適格理由で最も多いの

は、HFSPの支援対象分野と合致していないとい

うものです。例えば、臨床研究に重点を置いた

プロジェクト、医薬品開発につながる新たな化合

物の探求を主眼とするプロジェクト、環境関連の

プロジェクト、疾病や医薬品開発に関するプロジェ

クト、農業や生態系に関するプロジェクト等は、

純粋基礎研究の推進を目的とするHFSPの支援

対象には含まれません。

CHAPTER 2 2. フェローシップ編
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HFSPフェローシップ受賞者から、

これから応募を検討している若手研究者の方に向けて

メッセージをいただいています。

英語での申請書作成やホスト研究者との

コミュニケーションについて工夫した点など、

ぜひ参考にして下さい。

H F S P
フェローシップ 受 賞 者 の 声

C
H

APTER 3
受

賞
者

メ
ッ

セ
ー

ジ

CHAPTER 3
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　私は、動物が様々な外界要因に適応して体内環

境や行動を変化させる柔軟性に興味を持っていま

す。博士課程では、季節に応じてホルモンを介して

繁殖状態を制御するメカニズムの神経内分泌的研

究を小型魚類を用いて行いました。博士課程が終

わりに近づくと、次のステップとしてより神経回路に

踏み込んだ研究を行いたいと思い、多くの in vivo

研究手法やツールが利用可能なマウスを用いて様々

な行動を調節する神経回路の研究を行いたいと考

えるようになりました。

　博士課程時に国際学会やワークショップに参加し

た経験から、英語能力の向上やネットワークを広げ

るため、そして何より新しい世界を見てみたいという

好奇心からポスドクとして留学をしたいと考えており

ました。留学経験のある先輩方に留学について相

談したところ、HFSP の制度を教えていただきました。

HFSP は研究分野を変えた留学を推奨しており、自

分の目的に合致したフェローシップであることから応

募に至りました。

HFSPに応募した理由Q1

苅 郷  友 美

異なる分野・手法から得られる経験が
いかにキャリアに役立つかを
意識した申請書を作成

⚫受賞者年度	 2016年度

⚫受賞研究テーマ	 The	role	of	oxytocin	and	vasopressin	in	the	neural	circuit	of	aggressive	behaviors

⚫留学前所属		 東京大学大学院	理学系研究科	生物科学専攻	岡良隆研究室（日本）

⚫留学先所属		 カリフォルニア工科大学	生物・生物工学科	David	Anderson研究室（米国）

HFSPフェローシップ受賞者からのメッセージ
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　日本人が留学するために国内で応募できる助成

金、特に数年単位の長期的な支援を受けることが

できるものは、残念ながら非常に限られています。

留学先の国で助成制度に応募することもできます

が、米国では市民権を持っていることが条件になっ

ているもの、あるいは特定の病気をターゲットにし

た研究に限られたものが多くありました。その点、

HFSP は 3 年間という比較的長い受給期間であり、

生命科学分野の基礎研究を含めた幅広い分野を

対象にしています。給付内容は現地での生活費に

加え、旅費・研究費として使える自由度が高い予

算がついており、また着任にあたる引越し手当や

家族手当といった他の助成金には見られない手厚

いサポートもあります。これらのおかげで、関連す

る分野の本を購入したり自分が興味のある分野の

学会に勉強しに行ったりと、財源の心配をすること

なく3 年間のびのびと研究することができました。

　さらに、私自身が日本にいた時には HFSP の

ことを全く知りませんでしたが、留学を始めてみて

HFSP は国際的に優れたフェローシップとして広く認

知されていることを実感しました。海外でも業績とし

て評価されやすい点は、今後のキャリアを考える上

で大きなメリットです。

HFSPのメリットQ2

CHAPTER 3 受賞者メッセージ

　現在の受入研究室は、本能的情動行動を調節

する神経回路解析を自由行動下マウスで行うパイオ

ニア的研究室の一つで、まさに私がポスドクとして

取り組みたいと思っていたことができる研究室でし

た。教授のことは論文を通して知っていたのみで全

く面識はありませんでしたが、博士課程修了目前の

頃、教授が来日して講演をされることを知り、メー

ルを送って直接会って話をする機会を持つことがで

きました。その後研究アイデアに関して数回のメー

ルのやり取りの後、教授より採用するとの連絡をい

ただきました。

　私は実は HFSP に 2 回応募しており、留学開始

前に応募した1回目には採択には至りませんでした。

応募前には教授とざっくりとした相談をしただけで

しっかりと内容を詰めることができず、いま申請書を

見返してみると現実味のない内容になっていたよう

に思います。留学開始後に応募した 2 回目は、教

授と何度もテーマについて相談し、研究室内の同僚

にも意見をもらったり英語の添削をしてもらうことで、

十分な準備ができました。さらに、私が一貫して持っ

ている研究興味の連続性を強調しつつ、これまでと

異なる分野で異なる実験動物・手法を用いることで

得られる経験がいかに今後のキャリアに役立つか、

という点を意識して申請書を作成しました。

申請までの準備Q3
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留学2年目時の研究室集合写真

　カリフォルニア工科大学は小規模な大学でありな

がらも、様々な国からの留学生が多くいる多様性に

富んだ大学です。研究室にも色 な々国からやって来

た異なるバックグラウンドを持つポスドクや大学院生

が所属しています。さらに、研究室内にはマウスとハ

エを用いる２つのグループがあり、動物種が違えど

も共通する神経メカニズムの解明のため活発に議論

を交わしており、非常に刺激的な環境でありました。

　カリフォルニア工科大学の神経科学分野には、生

物科学的側面だけでなく、ツール開発・数理解析等、

多角的に神経科学を研究する研究室があり、研究

科内でのセミナー等を通して幅広い分野に触れるこ

とができました。研究室間の距離が近く、学内外で

気軽に共同研究が始まるというのも特徴的で、異な

る分野の研究室との共同研究を通して多くのことを

学びました。

　このように多様な人 と々の繋がりができたのは、留

学で得た最も大きな財産の一つです。彼らとの交流

は研究だけにとどまらず、世界の様々な文化や考え

方 に 触 れら

れたことは、

私の視 野を

広げた人 生

における貴重

な経験です。

　留学をしたいと考えているのであれば、HFSPフェ

ローシップに積極的に応募することをお勧めします。

自分で予算を持てるということは、財政状況等ボス

の都合に左右されず研究を進めることができるとい

う点で大きな強みです。英語での申請書作成はハー

ドルが高いと思われる方も多いかと思いますが、英

語で研究内容を論理的に説明する過程は論文執筆

等で研究者として避けては通れない道であり、良い

トレーニングの機会です。受入研究室の教授や同

僚とよく内容を相談して、英語が得意な人に添削を

お願いするのが良いと思います。

　留学は大きな変化です。私自身、留学を開始す

る前には、研究する国・言語に加え、モデル動物

や研究手法を変えて競争が激しい分野に飛び込む

ことに不安を抱いていました。しかし実際に留学を

スタートさせてみると、研究室内外の多くの人々の

助けを得て、もがきながらも楽しい日々であり、留

学することで得た経験は代えがたいものであったと

思います。

　迷っているのであれば、まずは踏み出してみてく

ださい。そこから面白い出会いが始まることもある

と思います。

海外の研究経験で得られたこと

今後のHFSPへの応募者に向けたメッセージ

Q4

Q5
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CHAPTER 3 受賞者メッセージ

　博士課程時に所属していた日本の研究室では、

外国人の学生・ポスドクの方々が多かったので、ポ

スドクをするのなら海外に行こうと博士課程時に漠

然と考えていました。そのような時に、毎年ドイツ

で開かれるリンダウノーベル受賞者会議に出席し

て HFSP の名前を初めて知りました。当時私は博

士課程 2 年生で日本学術振興会から派遣されて

いたのですが、そこで各国の HFSP Postdoctoral 

Fellowships 受 賞 者との 会 食がありました。 会

食では様々な国の方々が 口を揃えてHFSP の

Fellowships はとても優れたプログラムだと言ってお

り、自分も海外でポスドクをする時には応募してみよ

うと思いました。最終的に海外に行くことを決定し

たのは、行きたい研究室が海外にあったからという

理由です。HFSP では分野を変えることが推奨され

ていますが、これは自分の見識を広げるためにとて

も良いことだと思います。異なる分野に飛び込むこ

とは自分だけではなく、所属先の研究室にとっても

新しい知識を取り入れられるので、双方にメリットが

あります。

HFSPに応募した理由Q1

寺 坂  尚 紘

申請内容に馴染みのない方から
客観的なアドバイスをもらうことが
非常に大切

⚫受賞者年度	 2015年度

⚫受賞研究テーマ	 Site-specific	introduction	of	N6-methyladenosine	using	engineered	snoRNP	

	 	 by	directed	evolution

⚫留学前所属		 東京大学大学院	理学系研究科	化学専攻	菅研究室（日本）

⚫留学先所属		 ETH	Zurich,	Donald	Hilvert	Laboratory（スイス）

HFSPフェローシップ受賞者からのメッセージ
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　HFSP は受給期間が 3 年あり、他の多くの制度

と比べて期間が長いことが特長です。また現地で

の生活費に加えて研究費や着任費用、そして家族

手当もあり、サポートが非常に手厚いです。日本

の多くの助成制度では日本円で助成金が支払われ

ますが、HFSPでは各国の物価に合わせ、現地通

貨で助成金が支払われるので為替の動きを心配す

る必要がないこともメリットの一つです。私の場合、

派遣当初にスイスフランが高騰していたので、現地

通貨で生活費が支払われたのは非常に助かりまし

た。HFSPの知名度は日本では比較的低いですが、

海外では非常に有名であり、国際学会で出会った

ほとんどの方々は HFSP を知っていました。

　年に一度開かれる HFSP受賞者会合では、ポス

ドクだけではなく、HFSP研究グラントを獲得されて

いる PI の先生方も様々な分野から集まるので、科

学的にも人脈的にも非常に有益でした。

HFSPのメリットQ2

　受入先については、自分がこれから研究したい

分野に合致する研究室をいくつか選び、当時の指

導教官や先輩と相談しつつ連絡する順番を決めま

した。私の場合は幸運にも第1希望の研究室に推

薦書を送り、Skype で面接をしただけで受け入れ

が決定したので、あまり時間はかかりませんでした。

ただほとんどの場合、現地へ面接に行かなければ

ならないので、受入先は早めに探し始めることが大

切です。申請内容についてですが、HFSP のホー

ムページには「Art of Grantsmanship」（ 別ウィン

ドウで開きます）という申請書作成のガイドラインが

載っているので、それを意識して内容を練りました。

私の博士課程在学時の研究室には英語を母国語と

する先輩や同僚がいたので、彼らからの客観的な

アドバイスをいただき、英語も添削してもらいました。

申請内容に馴染みのない方から客観的なアドバイス

をもらうことが非常に大切だと実感しました。

申請までの準備Q3
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　私が留学したスイスはヨーロッパの中心部に位

置することもあり様々な国から学生やポスドクが来

ていました。そのような国際的な環境で研究を行う

と、科学に対する考え方や文化の違いを肌で感じ

られるので、自分の視野を広げる良い機会になりま

した。ETH では学内の講演会だけでなく、チュー

リッヒ大学や企業と連携したセミナーも頻繁に開か

れていたので、幅広い分野に触れる機会が頻繁に

ありました。またセミナー後には必ずアペロ（軽食と

ビールやワイン）があったので、リラックスした雰囲

気で交流ができることも日本にはない点だと思いま

す。研究に関しては、コアファシリティが充実してお

り、研究室間での機械や試薬の貸し借りが頻繁に

行われるので、直ぐに新しい実験に取り組むことが

できました。一方で試薬が注文してから届くまで早く

て1 週間ほどかかったり、機械のほとんどが非常に

古かったりと、苦労する点も多くありました。

　HFSP は生命科学研究に対する助成金なので、

それ以外の分野の研究者には馴染みが薄いと思い

ます。しかし少しでも生物に関わる研究であれば申

請可能なので、ぜひとも様 な々分野の方に応募して

いただきたいと思います。申請書は英語ですが、日

頃から英語で情報収集をして論文執筆をしている研

究者の方々には問題ないと思いますし、仮に落ちて

しまったとしても良い経験になります。海外でポスドク

をすると国際的なネットワークを構築できることはもち

ろんですが、同じ日本人の方 と々も国内で出会う以

上に仲良くなれると思います。私は現在日本で研究

職についていますが、ポスドク時代に知り合った方々

と共同研究をやろうという話がいくつもあります。

　ポスドクを考えている方は、国内の研究室にとら

われずに海外のラボにも目を向けて、ためらわずにま

ずは行動することが一番だと思います。

海外の研究経験で得られたこと

今後のHFSPへの応募者に向けたメッセージ

Q4

Q5

留学先研究室の集合写真

研究室のスキー旅行での写真
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　博士課程では RNA の核から細胞質への輸送を

研究していたのですが、核輸送の中心的な役割を

果たす核膜孔複合体へ興味を持つようになりました。

ちょうどその頃、現研究室より核膜孔複合体の機能

不全が引き起こす老化の分子機構という、概念的・

技術的に大変革新的な論文が発表されました。こ

の老化に関する新規分野に強く興味を惹かれたこと

に加え、現研究室の持つ多様な最先端の顕微鏡

技術を習得することを目的とし、研究分野を変更し

て現研究室に留学することを志望しまた。さらに留

学の動機を強めるものとして、世界中の研究者との

ネットワークを構築することや、現研究室の所在する

サンディエゴ市で盛んに行われているアカデミアとバ

イオテック企業との連携を観察することが挙げられま

す。留学に際し、周囲で HFSP に応募するポスドク

が多かったことと、当時より大変お世話になってい

る先生が HFSP を強く勧めてくださったため、筆者

も応募に至りました。

HFSPに応募した理由Q1

マクロースキー 
亜 紗 子

留学で培った人脈や
習得した技術は
帰国後の研究で必ず役に立つ

⚫受賞者年度	 2015年度

⚫受賞研究テーマ	 Molecular	mechanisms	underlying	long-term	maintenance	

	 	 of	nuclear	pore	complexes	in	aging	neurons.

⚫留学前所属		 京都大学	ウイルス研究所	大野研究室（日本）

⚫留学先所属		 The	Salk	Institute	for	Biological	Studies,	MCBL-Z,	Martin	Hetzer	Lab	（USA）

HFSPフェローシップ受賞者からのメッセージ
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　HFSP の国際知名度は高く、優れたフェローシッ

プであると認識されています。現研究室からもほぼ

毎年新しいポスドクが 1人、HFSPに応募していま

す。受賞者会合は例年世界各国で行われており、

様々な分野の研究を一挙に知ることができるととも

に、受賞者同士のネットワーク構築に役立ちます。

HFSP は 3 年間と比較的長い生活費に加え、研究

費と学会への参加・旅行費が付与されることが先

ずメリットとして挙げられます。旅行費の付与により、

興味のある学会に自由に参加できる上、ビザの更

新で帰国等する際の費用もカバーされます。また、

子供がいる場合は扶養手当がつくなど、サポートが

手厚いです。アメリカの他の奨学金では、実質では

研究費のほとんどが健康保険に使用されてしまう場

合が少なからずあるのですが、HFSP では純粋に

研究・旅行での使用に限定されています。さらに、

3 年目には Career Development Award に応募す

ることができ、帰国・独立後の研究支援も考慮さ

れています。（CDAの募集は既に廃止されています）

HFSPのメリットQ2

　受け入れ先については、自分の興味のある分野

で現研究室を含む 2 研究室を選び出し、両研究

室のインタビューへ行きました。（おそらく他のポスド

クと比べるとかなり少ない。）現研究室の研究内容

やラボのメンバー、ボスの人柄が自分に合っている

と感じたため、現研究室を留学先として決めました。

CV 作成については、できるだけ各研究室の興味

に沿って背景や research interest を作成し、作成

の最初の段階では、留学した知人・先輩の CV を

参考にさせていただきました。ボスに確実に CV を

読んでもらうために、カバーレター内で自分がどれ

だけ対象ラボに興味があり貢献できるかを示しまし

た。HFSP の申請書については、新規性・独創性

に加え、実験の実現可能性や共同研究者の模索な

ど多岐にわたりボスとよく話し合い、何度も練り直し

ました。さらに他研究室のボス、同僚とディスカッショ

ンし、客観的なアドバイスを得ました。最終的な英

語については同僚たちに添削してもらいました。

申請までの準備Q3
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CHAPTER 3 受賞者メッセージ

　一番に挙げるものは人脈です。現研究室のボス

やポスドクと良好な人脈を構築することは、現在の

研究に加え帰国後の自分の研究にも大きく役立つと

考えられます。また様々な国・背景を持つ同僚と仕

事をすることは、各国の情報を知り人生を豊かにす

る貴重な体験であると感じています。現研究所では、

盛んな共同研究やハッピーアワー等のおかげでラボ

間の横のつながりが強く、研究室外にも人脈が広が

ります。研究室間で気軽に情報交換ができるので、

トラブルシューティングや技術のアップデートが容易

に行えています。研究面については、研究所内外

で共同研究が盛んであることに加え、研究所の共

通機器施設や取り扱いを補佐する技術者が充実し

ているため、最新の機器や技術へのアクセスが簡単

であり、困難な実験に比較的容易に取り掛かること

ができています。さらに、様々な分野の第一人者が

研究所でセミナーを行うことが多く、刺激を受けると

ともに見識を広げることができています。

　前項目に述べたことと重複しますが、留学で培っ

た人脈や習得した技術は帰国後の研究で必ず役に

立つと考えられます。受け入れ先への応募について

は、できるだけ目的の研究室が興味を持ってくれる

ように CV やカバーレターを作成し、自分の熱意を

見せることが大事であるように思います。また、フェ

ローシップ等自分の給料を持つポスドクは喜ばれる

ので、HFSP 等に応募する予定であることを明記す

るとプラスになります。HFSP に応募できるのは 1ラ

ボで 1 人のみなので、応募の意志を明示しておくこ

とは重要です。英語での文書作成については、最

終段階で周囲の得意な人に添削してもらうことを勧

めます。HFSP のプロポーザルでは本人の独創性が

強く求められるので、自分のアイデアを積極的に盛り

込むとよいです。最後に、留学は大きな決意が必要

であり、言語や文化の壁など不安がたくさんあるが、

行ってみれば多くの人が助けてくれるし、楽しいこと

や実りのあることの方が多いように思います。皆様

が留学生活を楽しまれることを願います。

海外の研究経験で得られたこと

今後のHFSPへの応募者に向けたメッセージ

Q4

Q5
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研究グラントへの応募件数と採択率

長期及び学際的フェローシップへの応募件数と採択率
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HFSP中曽根賞の受賞者一覧

受賞年度 受賞者 所属 受賞テーマ

2010 Karl Deisseroth スタンフォード大学
（米国）

神経回路網の機能を研究するための
光遺伝学手法の開発

2011 Micheal Elowitz カリフォルニア工科大学
（米国） 遺伝子発現ノイズの研究

2012 Gina Turrigiano ブランダイス大学
（米国）

神経系におけるホメオスタシス可塑性の
研究

2013 Stephen Quake スタンフォード大学
（米国） 高度な生物物理学の測定技術の開発

2014 Uri Alon ワイツマン科学研究所
（イスラエル） ネットワークモチーフの発見

2015 James J.Collins ボストン大学
（米国）

合成遺伝子ネットワーク及び
プログラム可能な細胞における研究

2016

Emmanuelle Charpentier マックス・プランク感染生物学研究所
（ドイツ）

"CRISPR-Cas9 システムの研究 
★ノーベル賞受賞（2020）"

Jennifer Doudna カリフォルニア大学バークレー校
（米国）

2017 David Julius カリフォルニア大学
（米国） 動物の熱感知分子メカニズムの発見

2018 Svante Paabo
マックス・プランク研究所

進化論的人類学部門
（ドイツ）

ネアンデルタール人及びデニソヴァン人の
化石ゲノム DNA 配列決定の手法開発に基づ
く現代人への遺伝影響の解明

2019 Micheal Hall バーゼル大学 細胞の成長を制御する TOR キナーゼの発見

2020 Angelika Amon マサチューセッツ工科大学
（米国）

異数性に起因する細胞変化の発見と
その腫瘍化への貢献

2021

Anthony Hyman マックス・プランク分子細胞生物学・遺伝学研究所
（ドイツ）

生物の新たな姿の発見

Clifford Brangwynne プリンストン大学
（米国）



40     HUMAN FRONTIER SCIENCE PROGRAM

HFSPグラント獲得後にノーベル賞を受賞した研究者

受賞者氏名 国名 受賞 
年度 受賞部門 受賞理由

HFSP
グラント 
受賞年度

ＨＦＳＰ研究グラント受賞テーマ

1
クリスチアーネ・ニュ

スライン・
フォンハルト博士

独 1995 医学・
生理学賞

初期胚発生における
遺伝的制御に関する発見 1993 ゼブラフィッシュ初期胚の

研究のための遺伝的変異の挿入

2 ロルフ・ツィンカー
ナーゲル博士 スイス 1996 医学・

生理学賞
免疫システムによる
ウイルス感染細胞の
認識方法の発見

1994 遺伝子ターゲッティングによる
感染に対する免疫反応の分析

3 ステーブン・
チュー博士 米 1997 物理学賞

レーザー光による
原子の冷却と
トラップ方法の開発

1993 光ピンセットを用いた
１分子メカニクス

4 スタンレー・
プルジナー博士 米 1997 医学・

生理学賞
プリオン：新しい
感染症の生物学的原理 1994

遺伝子組替えと遺伝子ターゲッティン
グによるプリオンタンパク質の機能と
コンフォメーション

5 ジョン・ウォーカー
博士　　 英 1997 化学賞

ATP（アデノシン三リン酸）
の合成の基礎をなす酵素
メカニズムの解明

1996 F1F0-ATP 分解酵素の F0 膜埋め込み部
分の構造機能解析

6 ティモシー・ハント
博士 英 2001 医学・

生理学賞
細胞周期の主要な
制御因子の発見 1992 1992 年度：サイクリンの

代謝回転制御

1997 1997: 年度：遺伝情報の M-1 発現

7 ポール・ナース博士 英 2001 医学・
生理学賞

細胞周期の主要な
制御因子の発見 1994 分裂酵母と動物におけるＧ１進行を

制御する新規エレメント

8 ジョン・サルストン
博士 英 2002 医学・

生理学賞
器官発生と、プログラム
された細胞死の遺伝制御 1991

遺伝子シークエンスの同定による
Ｃエレガンス・ホメオボックスと
核ホルモン受容体遺伝子の解析

9 ピーター・アグレ
博士 米 2003 化学賞 生体細胞膜に存在する

物質の通り道の研究 2000
ＭＩＰファミリーチャネルタンパク質
であるアクアポリンや溶質トランス
ポーターの構造と機能と制御

10 リンダ・バック博士 米 2004 医学・
生理学賞

嗅覚受容体及び嗅覚情報処
理の発見に対して 1995 化学的感覚：嗅覚と味覚の受容におけ

る分子メカニズム

11 アブラム・
ハーシュコ博士 イスラエル 2004 化学賞 ユビキチンによる

タンパク質分解機構の発見 1998 Ｇ１期の細胞周期進行の調節に
おける Skp1 と Cullins の役割

12 ロジャー・
コーンバーグ博士 米 2006 化学賞 真核生物における

転写の研究

1990 eukariotic 遺伝子規定の
サーキットの構造とメカニズム

1993
転写複合体の X 線構造決断への
アプリケーションがあるタンパク質結
晶のエピタキシャル成長

1997
リボ核酸ポリメラーゼ転写調節因子
IIH: 転写、DNA 修理、セルサイクルコ
ントロール、および人間のかかる病気
における役割

2000 転写規則の仲介

13 ロジャー・チェン
博士 米 2008 化学賞 緑色蛍光タンパク質

（ＧＦＰ）の発見と開発 1995 細胞内カルシウム貯蔵部位の
分子生理学

14 ジャック・
ショスタック博士 米 2009 医学・

生理学賞
テロメアと酵素・テロメ
ラーゼによる染色体の保護
に関する発見

2001 人工進化による目新しい
遺伝子の記号化体系の創造

15 ベンカトラマン・
ラマクリシュナン博士 米 2009 化学賞 リボソームの構造と

機能に関する研究 2001
トランス翻訳 : 転移 RNA として
機能する tmRNA とメッセンジャー
RNA の分析

16 エイダ・ヨナス博士 イスラエル 2009 化学賞 リボソームの構造と
機能に関する研究 2003

総合的な理論上的、または、実験的な
アプローチによる目新しい機能的な
リボ核酸とドラッグデザイン

17 ジュール・ホフマン
博士 仏 2011 医学・

生理学賞
自然免疫の活性化に
関する発見 1995 自然免疫反応の系統発生的観点
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受賞者氏名 国名 受賞 
年度 受賞部門 受賞理由

HFSP
グラント 
受賞年度

ＨＦＳＰ研究グラント受賞テーマ

18 ラルフ・
スタインマン博士 米 2011 医学・

生理学賞
樹状細胞の発見と獲得免疫
におけるその役割の発見

1996 抗原補足新規受容体である
DEC-205 のリガンドの同定

2006 感染性シナプスと疾患伝播

19
ジェームズ・
ロスマン博士

James E. Rothman
米 2013 医学・

生理学賞

細胞内で生成されたタンパ
ク質を細胞核などの目的の
場所まで運ぶ仕組み

（小胞輸送）の解明

1990
Molecular recognition in protein 
targetting and vesicular traffic
タンパク質ターゲッティングと
小胞輸送における分子認識

1994
Molecular recognition in intra-
cellular traffic events
細胞内輸送事象における分子認識

2005

Conformational changes and 
energies involved in SNARE-in-
duced membrane fusion
SNARE 誘導性膜融合に関与する
立体構造変化とエネルギー

20
ランディ・

シェクマン博士
Randy W. Schekman

米 2013 医学・
生理学賞

細胞内で生成されたタンパ
ク質を細胞核などの目的の
場所まで運ぶ仕組み

（小胞輸送）の解明

1991
Fundamental mechanisms of 
intracellular protein targeting
細胞内タンパク質ターゲッティン
グの基本的機構

1995
Membrane traffic mediated by 
alternative coat proteins
代替コートタンパク質によって
仲介される膜輸送

21
トーマス・スードフ

博士
Thomas C. Südhof

米 2013 医学・
生理学賞

細胞内で生成されたタンパ
ク質を細胞核などの目的の
場所まで運ぶ仕組み

（小胞輸送）の解明
1995

F u n c t i o n s  o f  s m a l l  w e i g h t 
GTP-binding proteins in neuro-
transmitter release
神経伝達物質放出における
低分子量 GTP 結合蛋白質の機能

22
マーティン・

カープラス博士
Martin Karplus

米・墺 2013 化学賞
複雑な化学反応に関する
マルチスケールモデルの
開発

2005

How myosin walks: a molecular 
dynamics and engineering anal-
ysis of chemomechanical trans-
duction
どのようにミオシンは移動するの
か : 化学機械的変換の分子動力学
と技術解析

23
マイケル・

レヴィット博士
Michael Levitt

米・英・
イスラエル 2013 化学賞

複雑な化学反応に関する
マルチスケールモデルの
開発

2008

Structure and dynamics of neu-
ronal granules that regulate RNA 
localization
ＲＮＡ局在を調節する顆粒神経細
胞の構造と力学

24 ジョン・オキーフ博士
John O'Keefe 米・英 2014 医学・

生理学賞
超高解像度蛍光顕微鏡の
開発 1994

The role of hippocampal syn-
aptic plasticity in leaning and 
memory
学習及び記憶における海馬シナプ
スの可塑性の役割

25
シュテファン・ヘル

博士
Stefan W. Hell

独 2014 化学賞
複雑な化学反応に関する
マルチスケールモデルの
開発

2010
Nanoscale photoactivation and 
imaging of synaptic physiology
ナノスケール光活性化及びシナプ
ス生理学イメージング

26
アジズ・サンチャル

博士
Aziz Sancar

トルコ・米 2015 化学賞 DNA 修復機構に関する
研究 1992

Recognition and repair of DNA 
Lesions
DNA 損傷の認識及び修復

27
ジェフリー・ホール

博士
Jeffrey C. Hall

米 2017 医学・
生理学賞

概日リズムを制御する分子
メカニズムの発見

1991
ショウジョウバエにおける複雑な
行動パターンの神経・分子遺伝学
的解析

2001 概日時計における脳へのシグナル
伝達解析

28 本庶 佑 博士 日 2018 医学・
生理学賞

免疫チェックポイント阻害
因子の発見とがん治療への
応用

1990 DNA 再構成とリンパ球分化の
制御
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HFSPグラント獲得後にノーベル賞を受賞した研究者の日本人共同研究者

ノーベル賞受賞 -
ＨＦＳＰ
研究者名

国籍
日本人
共同

研究者
グラン
ト年 内容

ノーベル賞
受賞年 /

分野
ノーベル賞 

受賞テーマ名

ランディ・
シェクマン博士 米国 水島 昭二 1991

Fundamen t a l  mecha -
n isms o f  in t race l lu la r 
protein targeting

2013
医学・生理学

細胞内で生成されたタンパク質を
細胞核などの目的の場所まで運ぶ
仕組み（小胞輸送）の解明

トーマス・
スードフ博士 米国 高木 義美 1995

Functions of small weight 
GTP-binding proteins in 
neurotransmitter release

2013
医学・生理学

細胞内で生成されたタンパク質を
細胞核などの目的の場所まで運ぶ
仕組み（小胞輸送）の解明

ラルフ・
スタインマン博士 米国 稲葉 カヨ 1996

抗原補足新規受容体である
DEC-205 のリガンドの
同定

2011
医学・生理学

樹状細胞の発見と獲得免疫におけ
るその役割の発見

ジュール・
ホフマン博士 フランス 名取 俊二 1995 自然免疫反応の系統発生的

観点
2011

医学・生理学
自然免疫の活性化に関する発見

エイダ・ヨナス
博士 イスラエル 田中 勲 2003

総合的な理論上的、又は実
験的なアプローチによる新
規の機能的なリボ核酸とド
ラッグデザイン

2009
化学

リボソームの構造と機能に関する
研究

ベンカトラマン・
ラマクリシュナン

博士
米国 姫野 俵太 2001

トランス翻訳：転移 RNA
として機能する tmRNA と
メッセンジャー RNA の
分析

2009
化学

リボソームの構造と機能に関する
研究

ジャック・
ショスタック博士 米国 

芝 清隆
（代表者）

2001 人工進化による新規遺伝子
の記号化体系の創造

2009
生理学・医学 染色体はテロメアと酵素・テロメ

ラーゼによってどのように保護さ
れているのかの発見

菅 裕明
2009

理学・医学

ロジャー・チェン
博士 米国 河西 春郎

( 代表者 ) 1995 細胞内カルシウム貯蔵に
おける分子生理学

2008
化学

緑色蛍光蛋白質 GFP の
発見と開発
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CHAPTER 4 資料集

HFSPグラントを受けた後、主要な賞を受賞した日本人研究者

HFSP
受賞者

所属
（当時） HFSP 研究テーマ 受賞内容

岸本 忠三 大阪大学 1991 B リンパ球の情報伝達の分子メカニズム 日本学士院賞
(1992)

インターロイキン 6（IL-6）に関する
研究

関口 睦夫 九州大学 1992 DNA 傷害の認識と修復 日本学士院賞
(1997)

DNA 傷害の修復と遺伝情報の
維持機構の研究

竹市 雅俊 京都大学

1993
形態形成におけるインテグリン及び
カドヘリン細胞接着系間の連携と
受容体クロストーク

日本学士院賞
(1996)

動物細胞の接着因子カドヘリンの発見と
その接着機構に関する研究

1995 視床感覚透過におけるアルギニン／
一酸化窒素系の役割

日本国際賞
（2005）

「細胞接着の分子機構解明における基本
的貢献」 組織や器官の構築において基本
となる細胞接着の、細胞と細胞の接着の
分子機構の解明に関して決定的な役割を
果たした

田中 啓二 徳島大学 1995 プロテアソームの構造と機能 日本学士院賞
（2010）

プロテアソーム（蛋白質分解酵素複合体）
の構造と機能に関する研究

谷口 維紹

大阪大学 1991 サイトカイン遺伝子の欠失：発生、
ホスト耐性、及び自己免疫

日本学士院賞
（2000）

インターフェロンを中心とした
サイトカインの研究

東京大学 1996
T 細胞の活性化、増殖及び分化における
非受容体蛋白質チロシンキナーゼの
機能的相互作用

中西 香爾 コロンビア
大学 1991 光及び色素受容体細胞における

シグナル伝達の分子メカニズム

日本学士院賞
（2000）

機能性天然有機化合物の構造及び
生体内機能発現に関する研究

キング・
ファイサル

国際賞 (2002)
加齢による視力の悪化防止に関する研究

成宮 周 京都大学

1992 ras 関連低分子量 GTP 結合蛋白質の
生物学的及び生化学的機能

日本学士院賞
(2006) プロスタグランジン受容体の研究 

1996
Rho サブファミリー GTP 結合蛋白質と
エフェクターの間の情報伝達の構造・
機能研究

野本 明男 東京大学 1993 翻訳レベルでのウイルス遺伝子発現制御 日本学士院賞
(2004) ポリオウイルスの複製と病原性の研究

廣川 信隆 東京大学 1991 神経細胞における細胞骨格蛋白質の動力学
及び局在化 －分子細胞生物学的アプローチ

日本学士院賞
(1999) 細胞骨格の分子細胞生物学的研究

本庶 佑 京都大学 1990 DNA 再構成とリンパ球分化の制御 日本学士院賞
(1996) 抗体クラススイッチ制御に関する研究

御子柴 克彦 理化学
研究所

1993 Comparative allosteric properties 
of ligand-gated channels 日本学士院賞

（2009） 細胞内カルシウム制御機構の研究
1998 Neuronal and endocrine exocytosis: 

from protein interactions to living cells

宮下 保司 東京大学 1991
Quantitative studies of the functional 
anatomy of the human cerebral cortex and 
homologues in sub-human primates

日本学士院賞
（2007）

連想記憶ニューロンの発見と
大脳認知記憶システムの解明

柳田 敏雄 大阪大学 2003 生体内及び生細胞における紡錘体チェック
ポイント機能と動態

日本学士院賞
（1998） 生物運動の分子機械の直接操作と観測

柳田 充弘  京都大学
1990

すべての高等生物の細胞分裂の基本的
プロセスに必須なホスファターゼ及び
他の蛋白質 日本学士院賞

(2003) 細胞周期の制御と染色体分配の機構

1995 クロマチン境界構成要素：構造と機能
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関連リンク集

～さらに詳しくHFSPの情報を知りたい方へ～

国際ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム機構（HFSPO）
http://www.hfsp.org/

AMEDホームページ
https://www.amed.go.jp/program/list/20/01/008.html

◦

▪一般的なご質問： info@hfsp.org
▪研 究 グラン ト：grant@hfsp.org
▪フェローシップ：fellow@hfsp.org

▪HFSP説明会
応募申請時におこしがちな失敗や、
採択されやすい事例を紹介しています。

HFSPフェローシップ受賞者から、これから応募を検討している若手研究者の方に向けてメッセージをいただいています。
英語での申請書作成や、ホスト研究者とのコミュニケーションについて工夫した点など、ぜひ参考にしてください。

応募に関する問い合わせ先
（英語のみ）

応 募 者 向け
情 報

▪HFSP研究グラント申請の手引き
▪HFSPフェローシップ申請の手引き

申 請 の
手 引き

グランド・フェローシップ 獲 得 の 方 法とコツ

H F S P 研 究グラント部 長 インタビュー「 世 界 の
研 究 者と手を 携えてフロンティアに挑もう！」

H F S P 3 0 周 年 記 念 スペ シャル インタビュー

▪HFSP研究グラント獲得の方法とコツ
▪HFSPフェローシップ獲得の方法とコツ

▪HFSP事務局 研究グラント担当（2020～）
　Almut Kelber部長

▪本庶佑 先生　▪田中啓二 先生　▪永田和宏 先生

▪研究グラント（2004年～）
▪フェローシップ（2002年～）

日本 人
受 賞 者 一 覧

H F S Pフェローシップ
受 賞 者 からのメッセージ

異なる分野・手法から得られる
経験が、いかにキャリアに役立つかを
意識した申請書を作成

客観的なアドバイスをもらうことが
非常に大切

人脈や習得した技術は
帰国後の研究で必ず役に立つ

2016年 長期フェローシップ受賞者
苅郷 友美

2015年 長期フェローシップ受賞者
寺坂 尚紘

2015年 長期フェローシップ受賞者
マクロースキー 亜沙子

HFSPは挑戦的なアイデアを
高く評価

国内では無謀だと言われそうな
内容でも、HFSPの場合は違った
評価をしてもらえる

申請書の本質は研究への熱意、
アイデア、計画性等分かりやすく
人に伝える能力

2014年 長期フェローシップ受賞者
早野 元詞

2012年 長期フェローシップ受賞者
石内 崇士

2011年 長期フェローシップ受賞者
佐田 亜衣子

ボスと申請書を何度も何度も
ブラッシュアップ

受給最終年度前に日本の研究室
へ移動／ポジションを得るために
国内学会・セミナーへ参加

2010年 長期フェローシップ受賞者
山形 一行

2006年 長期フェローシップ受賞者
石川 春人

HFSP フェローシップ メッセージ

AMED  HFSP

枠内3名の投稿記事は本冊子内にも掲載されています。
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日本医療研究開発機構(AMED)とは

AMED は、医療分野の研究開発及びその環境整備の中核的な役割を担う機関として、以前は文

部科学省、厚生労働省及び経済産業省に計上されてきた医療分野の研究開発に関する予算を集

約し、基礎段階から実用化まで一貫した研究のマネジメントを行っています。また、知的財産に関

する専門家、臨床研究や治験をサポートするスタッフなどの専門人材による研究の支援を行ってい

ます。研究費申請の窓口や手続きは一本化し、ワンストップサービス化しています。こうした支援を

通して、基礎から実用化までの一貫した研究開発の推進及び環境の整備を行うことにより、世界最

高水準の医療・サービスの実現や健康長寿社会の形成を目指しています。

理事長・監事の
任命・解任

●中長期目標の提示
●補助金・運営費交付金の交付

予算の集約と一体的な実行の実現

内閣官房健康・医療戦略推進本部

医療分野研究開発推進計画

AMEDの位置付け

経済産業省厚生労働省文部科学省内閣府

企業 研究機関 研究者病院大学

研究機関・研究者に
対する研究費等の
配分・管理

●研究費等のワンストップ
　サービス化
●基礎から実用化までの
　一貫した研究管理

AMED

理事長・監事の
人選への意見

●中長期目標への意見
●予算の総合的な要求配分調整
●調整費による進度調査
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