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HFSPの成功を日本のセレンディピティへつなげる

②混ぜ合わせ 
の推進

日本の研究土壌に還元するにはどうしたら良いか？

セレンディピティ 
(イノベーション)

①コンセプト 
の明確化 ③安心の提供

HFSPの土壌



国際的かつ学際的研究への
挑戦を諦めないために

Sipha
Serendipity Initiative 

Promoting HFSP-mindset 
by AMED
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①コンセプトの明確化 
アプローチ戦略

若手研究者への
直接的アプローチ

次世代、非生命科学
領域へのアプローチ

PIへの
網羅的アプローチ

Research 
Grants

Long Term 
Fellowships

CDF 
Cross 
Disciplinary 
Fellowships
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Sipha

若手 PI

国際連携・異分野融合マインド高い

国際連携・異分野融合マインド低い

ポジションもあり、マインドも 
あるが、時間などの制約もあり 
最初の一歩を踏み出せない層が 
一定数いる

国際連携・異分野融合等の会や 
イベントなどには参加しない 
直接のアプローチは難しいが、 
重要性に気づいていない層が 
一定数いる

マインドは高いが、財政問題、 
情報不足や、最初の一歩を 
踏み出せない層が一定数いる

ライフイベントが重なるため、 
そもそも考えていない層がいる 
そもそもPhDにならない問題 
などの課題もある 



留学フェローシップを取る！
- HFSP, JSPS, 欧米の代表的フェローシップ比較 -

柳田絢加 (Ayaka YANAGIDA, PhD)

Wellcome Trust - MRC Stem Cell Institute
University of Cambridge
 
足立剛也 (Takeya ADACHI, MD, PhD) 

International Human Frontier Science 
Program Organization



2月

2014年 2015年 2016年

８月

ラボ 
訪問 
（米国）

12月

留学& 
EMBO 
開始

２月 ３月 １月

2017年

ラボ 
訪問 
（欧州）

３月

留学先 
ラボ決定

学振 特別研究員 (DC1) 日本学術振興会・特別研究員 (SPD) EMBO Long-
Term Fellow

HFSP Long-Term 
Fellow

英国ビザ 
申請 
＆ 

EMBO 
採択

7月 8月

EMBO
応募

HFSP 
応募

10月

HFSP 
採択

EMBO 
面接選考 

(スイス連邦工科大学ローザンヌ校)

EMBO 
書類選考通
過

９月

特別研究員の申請研究テーマと異なる分野での 
海外留学のため、SPDを途中辞退

EMBO面接内容 
1. 1時間セミナー：博士課程での
研究についてプレゼン（15分） 

2. 審査員との１対１の面接 
研究計画を説明（約1時間） 

3. 審査員が所属する研究所の
Facultyメンバーとdiscussion

１月

学位
審査

HFSP 
開始

HFSPとの重複を避けるため 
EMBOフェローシップを途中辞退

フェローシップ応募準備 

留学先ラボの決定後、研究計画書
のドラフトをPIに送り、EMBOと
H F S Pに挑戦開始。定期的な
Skype MTGで申請書をブラッ
シュアップ。締切前の国際学会時
に、PIと直接最終確認を行った。

情報収集 

国際学会の
前後に興味
のある研究
室を訪問。

The Francis Crick Institute 
 （ロンドン）での研究活動開始

2019年12月
31日まで

尾畑佑樹さん 
（2016年受賞）



日本 アメリカ ヨーロッパ

助成金名 Long-Term 
Fellowship (LTF)

Cross-
Disciplinary 
Fellowship

Life Sciences 
Research Foundation

助成期間 2年 3年 3年 2年 3年 3年 2年 1-2年

助成
額

研究費 国による。 
450-620 
万円/年 (滞在

費・ 
研究活動費)

国による。例: 
アメリカ 約55万円/年 
スイス 約74万円/年

例: *NICHD約
275万円/年 約110万円/年 約16.5万円/年 なし 約204万円/年

給料・ 
滞在費

国による。例: 
アメリカ 約1606万円/3年 
スイス 約2640万円/3年

例: NICHD約
825万円/年

約1716万円/
3年

約1881万円/
3年

例: スイス 約
770万円/年 約756万円/年

Eligible 
Criteria

採用年の 
4月1日に,  
博士号取得 
5年未満

-応募締切時, PhD取得3年以内 
-応募翌年4/1に, 受入れラボ/国 

在籍12ヶ月以内 
-1st Authorの論文1報以上

応募締切時, ポスド
ク経験4年以内 
(MD, DVM 
等含む)

応募時,  
PhD取得 
or MD取得 
5年以内

応募締切時, 
ポスドク経験1年以

内 
 or PhD取得 
2年以内 
 or MD取得 
3年以内

-応募時, PhD取得2年
以内 or 受給開始時
PhD取得済 

-応募時, 受け入ラボ/国
在籍 

6ヶ月以内 
-1st Authorの論文1報

以上

-応募締切時, PhD
取得済 

-応募締切時, 受入
れ国在籍12ヶ月以

内
Life Science 
領域でPhD 

PhDとは違う研究 
分野でポスドク

Non-Life Science 
領域でPhD 
Life Science 
領域でポスドク

締切 
(採択率)

4-5月 
(20%前後)

8月頃 
(15%強)

3, 7, 12月 
(20-25%)

10月頃 
(1.5-2.5%)

7月頃 
(5%未満)

2, 8月 
(15%程度)

9月 
(約20%)

備考
移転費は 

開始時/終了時の
み支給

移転の旅費, 引越費用, 家賃敷金等として定額
支給で援助あり 

配偶者, 子供に追加支給あり 

テニュアトラック
R00に移行でき

る？

一部研究費を 
健康保険, 育児費, 旅費
として使用可能

一部研究費を 
健康保険, 育児費, 旅費
として使用可能

本人と家族の旅費援助, 
配偶者や子供に追加 

支給あり

家族手当あり 
(約72万 
円/年)

*NICHD: National Institute of Child Health and Human Development, NIHの27の研究所の1つ 
注: 1ドル=110円, 1スイスフラン=110円, 1ポンド=140円, 1ユーロ=120円で計算。 

キャリアブレイクのある研究者はRRAへの応募可,  
2019年度より新制度「国際競争力強化研究員(CPD: 海外3年+国内1-2年)」開始

30

柳田絢加, 足立剛也：留学フェローシップを取る！実験医学2019年9月号 より抜粋・改変
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②混ぜ合わせの推進： 
　慶應反分野的サイエンス会 ASG-Keio

・診療科、領域を超えて医師、研究者が定期的にアイディアを交換
・分野連携を超えた分野の撤廃、すなわち「反分野的」共同研究を推進
・Zoomを活用したオンライン研究ミーティングScienc-omeを開催

Scienc-ome powered by ABiSS/ASG-Keio 
 
 
 

Sponsor/Partner 各地域の高校生の参加を絶賛募集中！

https://
www.scienc-
ome.com

https://www.scienc-ome.com
https://www.scienc-ome.com
https://www.scienc-ome.com
https://www.scienc-ome.com
https://www.scienc-ome.com
https://www.scienc-ome.com


世界で活躍する 

6000人の 

日本人研究者を結ぶ

海外の日本人研究者のキャリアにおける相互支援の場として、 
留学を検討する方への情報提供や支援の場として、 

そして、教育・科学技術行政機関との情報交換および連携の場として、
海外日本人研究者ネットワークUJAは、2012年より活動しています。

*United Japanese researchers Around the world 

②混ぜ合わせの推進： 
　海外日本人研究者ネットワーク UJA*

http://uja-
info.org

http://uja-info.org
http://uja-info.org
http://uja-info.org
http://uja-info.org


https://
www.uja
-info.org

・UJAだよりを 
隔月定期連載

・朝日新聞DIGITALなど 
オンライン発信を展開

・ニューズレター 
UJA GAZETTE発刊

・研究留学のすゝめなど 
留学推進書籍を発刊

幅広い情報発信： 
世界の最先端研究と現場の生の声を届ける

https://www.uja-info.org
https://www.uja-info.org
https://www.uja-info.org
https://www.uja-info.org
https://www.uja-info.org
https://www.uja-info.org


多様な教育プラットフォーム： 
日本の科学技術のプレゼンス向上と次世代人材育成

		留学		
“デザイン” 
		Program

・在外公館や助成機関と 
連携し、世界各国で 
科学フォーラムを開催

・海外日本人研究者による
中高生向けオンライン 
ワークショップ

・国内学会と連携し、 

研究留学経験者の生の声を
届けるイベントを開催

・海外で活躍する若手 
研究者の優れた成果を 
表彰するUJA論文賞



With-COVID-19時代の
科学技術のあり方とは？

COVID-19のパンデミックは、社会構造の大き
な転換に寄与しました。 
 
オンラインミーティング、クラウドシステム等の
活用により、直接会わずとも業務遂行可能であ
ることに気づかされました。これは研究、科学
技術の分野でも同様です。 
 
上記のさらなる推進に、仮想現実 (VR) や拡張現
実 (AR) などを含むクロスリアリティ (XR) 技
術の活用が世界的に注目を浴びています。



Japan XR Science Forum 2020 in US Midwest

アメリカ 
大使館

世界で初めて研究者と家族が参加する超仮想現実学会

2020年7月12日 (日) 日本時間7:00-12:00　バーチャルリアリティ空間で開催
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国際連携・異分野融合マインド高い
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③安心の提供：家族を含めた研究者の支援 
　NPO法人ケイロン・イニシアチブwww.cheiron.jp

研究者の家族に向けた 
情報プラットフォーム

研究者の家族に向けた 
助成金制度

研究者の家族に向けた 
連携推進

- 健康・医療・保険 
- 育児・出産　等 
- 実体験に基づく解決策！

- 課題解決に資する助成金  
- 家族が応募し、家族が受給 
- 重複受給の問題もクリア！

- 既存の家族支援の取り組みと連携 
- 配偶者のキャリアから 
子どもの教育まで！

http://www.cheiron.jp
http://www.cheiron.jp


Cheiron-GIFTS
Cheiron Grant Initiative for Families 

enabling Tomorrow’s Science

応募期間
2020年 

4月1日～30日

金額
2～4家族に対して 

10万円～最大40万円
応募方法
当法人ウェブサイトへ 
https://
www.cheiron.jp/
grant

ケース  1 ケース  2 ケース  3

夫：がん研究者 
妻：看護師、休職中
留学先での出産を控える

免疫学研究者 (女性) 
母、息子 (2歳) と3人暮らし
シングルマザーで海外に挑戦

夫：化学研究者 
妻：教員 
子ども：娘 (10歳)、息子 (6歳)
留学先で子どもの受験に挑む

2020年のテーマは「研究者の家族の海外でのキャリアパス」支援です



まとめ

• ①コンセプトの明確化、②混ぜ合わせの推進、③安心の提供を背景とした	

HFSPの成功を日本の研究土壌に還元する「Sipha」の取り組みが始まっている	

• 海外日本人研究者6000人のネットワークUJAや、研究者の家族を支援する	

ケイロン・イニシアチブの取り組みなどの活用が、国際的な研究活動の	

今後の支援策に望まれている。	

• With-COVID-19時代の新しい研究推進プラットフォームには、上記に加えて	

クロス・リアリティ技術の融合がキーワードとなるかもしれない。
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