
2015年

日本の研究者および学生のための 
欧州研究助成ガイド



免責条項 
本冊子の記載内容は、法的性質を有するものでも、勧告を目的とするものでもありません。そのた
め、同内容には、法的拘束力がないとともに、同内容は、欧州委員会による何らかの約束を表明する
ものではありません。本冊子の記載内容に基づいてなされた行為の結果に対しては、いかなる責任
も認められません。本冊子は、情報の提供のみを目的としており、各種助成金プログラムの特徴を
簡単に要約したものです。内容の正確さを期すため、あらゆる努力を払っておりますが、各プログ
ラム内容の詳細の確認については、読者ご自身の責任において行っていただきますようお願い致し
ます。特に、応募の締め切りや募集時期の日程変更に関しては、ご注意頂きますようお願い致します。



日本の研究者および学生のための
欧州研究助成ガイド

第2版

2015年





i

序文
2011年3月29日付けで、日・欧州連合（EU）科学技術協力協定が発効
し、科学技術およびイノベーションは、日・EU間の協力関係にとって
重点分野となりました。それに続く日・EU定期首脳協議では、日・
EU間の科学技術協力における潜在力を解き放ち、研究・イノベーショ
ン分野におけるパートナーとして、さらなる協力を促進することの重
要性が強調されました。

「ホライズン2020」は、2014年から2020年の7年間に渡り、800億
ユーロ規模の資金助成を行うEU史上最大の研究・イノベーションプ
ログラムです。「ホライズン2020」は、日本を始め世界に広く門戸が開
かれており、欧州の研究者が世界中の優秀な人材と共同研究を行える
よう支援しています。

EUの他、EU加盟国、ホライズン2020関係国、および日本には、欧州・
日本間の交流（モビリティ）や協力を後押しする数多くのプログラムや各種基金または多国間協力による
プログラムが存在します。 

このガイドブックでは、上記のようなプログラムを300種以上紹介しています。多彩な助成金プログラ
ムは、欧州・日本間の研究協力と交流を支援する上での強固な基盤となります。

このガイドブックは、研究者の方々が、お互いの国を行き来し、共同研究を進め、相互に学び合うための
助成金や基金（フェローシップ）を検索し利用できるよう手助けすることを目的としています。

各プログラムについては、以下の情報を提供致します。

• 各プログラムの概要
• 担当機関
• 応募要件／国籍
• 対象期間
• 助成金レベル
• 募集時期または締め切り
• 詳細情報へのリンク

このガイドブックは英語版をもとに日本語に翻訳されたものです。

本書に記載された情報が、欧州と日本間のより一層の協力を推進し、欧州および日本における調査、研究、
ならびに共同研究のための新たな機会を数多くもたらすことを願っております。

ヴィオレル・ 
イスティチョアイア=ブドゥラ

駐日欧州連合特命全権大使／代表

2014年12月　東京
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当組織について：EURAXESS Links Japan
（ユーラクセス リンクス ジャパン）

EURAXESS Linksとは、欧州以外の地域で活動する欧州出身の研究者、ならびに国籍にかかわらず、欧州
で研究キャリアを築きたい、または協力を図りたい研究者のためのネットワーキングと情報提供・交換
の場です。

EURAXESS Linksは、欧州での研究に関連した情報、欧州の研究政策や助成金、共同研究、および国際的
キャリア形成の機会等について情報を提供しています。

また、欧州域外で活動する研究者を対象に、ネットワーク形成、情報提供、実用的な支援などを行う活
動にも力を入れています。EURAXESS Linksは現在、北米、ブラジル、日本、インド、東アジア諸国連合
（ASEAN）、および中国に代表事務所を置いています。

日本では、駐日欧州連合代表部の科学技術部と緊密に連携しながら、東京を拠点に活動を行っています。
欧州・日本間の研究者の交流を支援し、研究協力を促進することが、EURAXESS Links Japanの目標で
す。EURAXESS Links Japanは、皆さまのご参加とご意見をお待ちしています。

EURAXESS Linksは、助成金および共同研究の機会、フェローシップ、研究に関するニュースや動向、求
人、注目の会議・学会、ワークショップ、およびイベントの情報など、欧州・日本間の協力に関心を持っ
ている、あるいは携わっている研究者および関係者向けの情報を、ウェブサイトやニュースレター、ソー
シャルメディアを通じて定期的に提供しています。また、日本を拠点とする研究者を対象に、情報提供・
ネットワーク形成のプラットフォームとして、様々なイベント、会議またはワークショップなどを開催
しています。

ホームページ：

japan.euraxess.org

ご登録：

goo.gl/056bim

ツイッター：

https://twitter.com/euraxess_japan

http://japan.euraxess.org
http://goo.gl/056bim
https://twitter.com/euraxess_japan
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はじめに
このガイドブックは、『日本の研究者および学生のための欧州研究助成ガイド』の第2版です。

初版の2012年版が欧州・日本の学術界において大変好評をいただいたことから、この度最新改訂版を発
行する運びとなりました。最新改訂版である本冊子には、欧州・日本間の研究者の交流・移動、共同研究、
および研究交流を支援する最新のプログラムについての情報が盛り込まれています。

本冊子に記載される情報は、主に、大学院博士課程、ポスドク（博士課程修了後）から、シニア研究者を対
象としていますが、大学または研究機関において、国際関係、キャリア、または研究管理（リサーチ・ア
ドミニストレーション）を担当する方にも関心を持っていただける内容です。

記載内容には、各プログラムの簡単な概要、目的、研究分野、応募資格または国籍に関する要件、応募締
め切り、または募集告知予定時期などが含まれます。このガイドブックは、研究者が、数多くのプログラ
ムを検索し、各プログラムの重要な点をすばやく把握するとともに、詳細な情報をEURAXESS Linksの
ニュースレターやオンラインコンテンツ、各プログラムのウェブページで確認できるように構成されて
います。

このガイドブックでは、ホライズン2020による充実したプログラムの他、EU加盟国および関係国の助成
金プログラムも紹介しています。また、海外の研究者も応募可能な日本の助成金プログラムや、その他
の基金が提供する各種プログラムまたは多国間プログラムについても紹介しています。

EURAXESS Linksは、次の方に関心を持っていただけるような情報を提供することを目的としています。
• 日本から欧州へ帰国を望む研究者、または欧州で経験を積みたい日本の研究者
• 日本で経験を積みたい欧州の研究者
• 日本における助成金プログラムをお探しの研究者
• 欧州または日本において共同研究のパートナーをお探しの研究者

学問レベル（博士課程以上）、研究分野（社会科学および人文科学を含む）に関する制限はありません。

ただし、このガイドブックに掲載されるプログラムの一覧は、決して全ての助成金・基金プログラムを
網羅するものではないという点にご留意ください。新しいプログラムは常に追加されています。最新の
公募・助成金プログラムをお知りになりたい場合は、定期的にEURAXESS Links Japanのウェブサイト
をご確認いただくのが最善の方法です。

このガイドブックは、駐日欧州連合代表部科学技術部、EU加盟各国、およびホライズン2020関係国の協
力を得て、EURAXESS Links Japanが作成しました。このプロジェクトにご支援を頂いた各加盟国、欧
州および日本の関係機関の皆さまに厚くお礼申し上げます。

このガイドブックをお読みいただいた皆さまには、毎月無料で電子配信されるEURAXESS Links Japan 
Newsletterにご登録いただくことをお奨めします。Newsletterでは、特に、募集時期、助成金プログラ
ム、イベントの告知などの情報を提供しています。

 マチュ・ピー  
 日本代表
 EURAXESS Links Japan
 （ユーラクセス リンクス ジャパン） 
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Individual Fellowship – European

概要 EU加盟国または関係諸国の研究者に対し、欧州内の移動または欧州への受け入れを支援。個人研
究者を対象とする国際研究補助金で、学術界の内外を問わず、研究者個人と受入機関が共同で申請
を行うことを前提に、最も優秀かつ有望な研究者に提供される。受入機関は、EU加盟国または関
係諸国において設立されていることが条件。応募者は、博士号を取得しているか、それに相当する
4年以上の研究活動を行った経験を有することが条件。

研究分野 EURATOM（欧州原子力共同体）にかかわる分野を除く、全ての科学および技術研究分野

機関 欧州委員会 ― ホライズン2020

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 移動手当、生活費手当、家族手当、研究費、および諸経費（支給額は受入先の国によって異なる。）

対象期間 12ヵ月～24ヵ月

応募締め切り 9月

ウェブページ http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/4051-msca-if-2014-ef.html

Individual Fellowship – Global

概要 第三国への（研究者の）派遣および帰国後、欧州の受入機関にて一定期間、在籍することを前提と
する。グローバルフェローシップの応募には、EU加盟国または関係諸国に設立された、単独の受
入機関（将来の受益先＝帰国受入先）が関わること。応募者は、博士号を取得しているか、それに
相当する4年以上の研究活動を行った経験を有することが条件。

研究分野 EURATOMにかかわる分野を除く、全ての科学および技術研究分野

機関 欧州委員会 ― ホライズン2020

応募資格／国籍 EU加盟国および関係国の国籍を有する者または長期居住者 

支給内容 移動手当、生活費手当、家族手当（研究者単位の費用）、研究費、および諸経費（組織単位の費用）

対象期間 24ヵ月+12ヵ月（欧州帰国後12ヵ月）

応募締め切り 9月

ウェブページ http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
topics/4052-msca-if-2014-gf.html

マリー・スクウォドフスカ＝キュリー・
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ホライズン2020におけるEUとの協力の機会

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4051-msca-if-2014-ef.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4051-msca-if-2014-ef.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4052-msca-if-2014-gf.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/4052-msca-if-2014-gf.html
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Innovative Training Networks (ITN)

概要 雇用適性を最大限高めるために幅広い技能の習得を目指す、博士課程レベルの実習。厳しい選
抜を経た共同研究実習または博士課程プログラムを支援。パートナーシップは、欧州実習ネッ
トワーク（European Training Networks: ETN）、欧州博士課程在籍者対象産業実習プログラム
（European Industrial Doctorates: EID）、または欧州共同博士課程プログラム（European Joint 
Doctorates: EJD）という形態を取る。

研究分野 EURATOMにかかわる分野を除く、全ての科学および技術研究分野

機関 欧州委員会 ― ホライズン2020

応募資格／国籍 欧州およびその他の国の大学、研究機関・施設、企業、中小企業、および関係団体によるパートナー
シップ
（MSCA/ITNの元博士課程などの募集は EURAXESS Jobs ポータルにて提示されます）

支給内容 フェローシップには、生活費手当（支給額は受入先の国に応じて異なる）、移動手当および家族手
当（研究者の家族状況に応じて）（研究者単位の費用）＋研究／実習／ネットワーキング費用、管理
費、ならびに諸経費（組織単位の費用）が含まれる。

対象期間 4年、対象研究者の支援：3ヵ月～36ヵ月

募集時期 9月

ウェブページ http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
calls/h2020-msca-itn-2014.html
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index

Research and Innovation Staff Exchange (RISE)

概要 科学の発展とイノベーションの創出を目指し、研究およびイノベーションに関する人材の相互派
遣、および産学間での知識・アイデアの共有を通じて国際協力およびセクター間の協力を促進す
ることを目的とする。独創的なアイデアから革新的な製品、サービス、またはプロセスを生み出す
活動を支援するプログラム。パートナーシップは、3ヵ国に設立された3つ以上の独立機関による
共同参加を要件とする。

研究分野 EURATOMにかかわる分野を除く、全ての科学および技術研究分野

機関 欧州委員会 ― ホライズン2020

応募資格／国籍 全ての国の学術機関および非学術機関

支給内容 各派遣職員単位の費用（渡航費、宿泊費等を含む）＋組織単位の費用（研究施設利用費、会議、ワー
クショップ等プロジェクト・研究関連費＋管理費全般および間接費を含む）。EUによる補助金は、
プロジェクトのコーディネーターに支給された後、受給機関に分配される。受給機関およびパー
トナー機関は、派遣される職員に対し、海外滞在期間中の給与を支払うことが求められる。

対象期間 プロジェクト期間：4年、派遣期間：1ヵ月～12ヵ月

募集時期 1月

ウェブページ http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
calls/h2020-msca-rise-2014.html
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http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2014.html
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-rise-2014.html
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COFUND

概要 国際交流を伴う質の高い奨学金または博士課程プログラムに対し、共同出資を行うプログラム。
地域レベル、国レベル、および国際レベルのプログラムへの共同出資におけるEUの負担分は全額、
プログラムの運営および研究者の生活費手当に関する補助金として使用される。共同出資パート
ナーは、非学術機関を含めた様々なパートナー機関で構成され、受け入れもしくは派遣の機会、ま
たは研究および移転可能な技能に関する実習等を提供する。

研究分野 全ての研究分野

機関 欧州委員会 ― ホライズン2020

応募資格／国籍 参加者は、地域レベル、国レベル、および国際レベルで運営される新規もしくは既存の博士課程ま
たは奨学金プログラムに関し、複数年の企画案を提出することが条件。評価機関として、A）博士
課程プログラム（COFUND - DP）およびB）奨学金プログラム（CO-FUND - FP）の二つの委員会が
編成される。博士課程プログラムは、若手研究者の研究能力の開発と強化を目的とする。奨学金
プログラムは、上級研究者を対象とする、研究実習およびキャリア開発フェローシップに対し出資
を行う。

支給内容 共同出資パートナーは、非学術界を含めた様々なパートナー機関で構成され、受け入れもしくは派
遣の機会、または研究および移転可能な技能における研修等を提供。

対象期間 プロジェクト期間：最長5年、研究者の募集：3ヵ月以上

応募締め切り 10月

ウェブページ http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/
calls/h2020-msca-cofund-2014.html

欧
州
研
究
会
議

欧州研究会議（ERC）
ERC Starting Grants

概要 博士課程修了、または同等の資格を有する有望な研究者（研究活動経験が2～7年）で、将来、独立
した研究指導者になり得るポテンシャルを持つ研究者が対象。助成金受給者には、EU加盟国また
は関係国の（公的または民間）受入機関に対象期間の50％以上勤務し、研究を行うことが義務付け
られる。卓越した研究企画書の提出が、選抜の唯一の基準となる。

研究分野 全ての研究分野

機関 欧州研究評議会（ERC）

応募資格／国籍 国籍不問。ただし、当該企画書募集開始日の2年以上前（ただし10年以内）に博士号（または同等の
学位）を取得している者。（対象期間の内、少なくとも50%欧州に滞在することが条件）

支給内容 最高150万ユーロ（状況に応じて最高200万ユーロ）

対象期間 最長5年

募集時期 年1回

ウェブページ http://erc.europa.eu/starting-grants

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2014.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-cofund-2014.html
http://erc.europa.eu/starting-grants
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ERC Consolidator Grants

概要 独立した研究チームまたはプログラムを統括する研究者の支援を目的とする。助成金受給者は博
士号（または同等の学位）取得後7年～12年の研究活動経験を有し、高い将来性を示す科学研究実
績がある者とし、EU加盟国または関係国の（公的または民間）受入機関に対象期間の50％以上勤務
し、研究を行うことが義務付けられる。卓越した研究企画書の提出が、選抜の唯一の基準となる。

研究分野 全ての研究分野

機関 欧州研究評議会（ERC）

応募資格／国籍 国籍不問（期間の50%を欧州に滞在することが条件） 

支給内容 最高200万ユーロ（状況に応じて最高275万ユーロ）

対象期間 最長5年

募集時期 年1回（2015年は3月12日締め切り）

ウェブページ http://erc.europa.eu/consolidator-grants

ERC Advanced Grants

概要 研究貢献の独自性および重要性において特に優れた研究指導者を対象とする助成金。助成金受給
者（過去10年間で重要な研究成果を収めた実績を有する）には、対象期間の30%以上を研究プロ
ジェクトに費やし、対象期間の50％以上EU加盟国または関係国の（公的または民間）受入機関に勤
務することが義務付けられる。

研究分野 全ての研究分野

機関 欧州研究評議会（ERC）

応募資格／国籍 国籍不問（期間の50%を欧州に滞在することが条件）

支給内容 最高250万ユーロ（状況に応じて、助成1件あたり最高350万ユーロ）

対象期間 最長5年

募集時期 年1回

ウェブページ http://erc.europa.eu/advanced-grants

ERC Synergy Grants

概要 主任研究者（2～4名）からなる小規模のグループが補完的な技能、知識、および資源を新たな方法
で統合し、共同で研究課題に取り組めるようにすることが目的。受入機関は、EU加盟国または関
係国に設立されていることが条件。

研究分野 全ての研究分野

機関 欧州研究評議会（ERC）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 最高1,500万ユーロ

対象期間 最長6年

募集時期 2016年中に1回募集予定

ウェブページ http://erc.europa.eu/synergy-grants

欧
州
研
究
会
議

http://erc.europa.eu/consolidator-grants
http://erc.europa.eu/advanced-grants
http://erc.europa.eu/synergy-grants
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欧
州
研
究
会
議

ERC Proof of Concept

概要 ERCの助成金（若手、強化研究統合管理者、上級、またはシナジー）をすでに受給している研究者を
対象とした追加助成プログラムで、現在進行中のプロジェクトを抱えている、または、ERC概念実
証助成金の募集公開日から、12ヵ月以内にプロジェクトが終了した場合に限る。

研究分野 全ての研究分野

機関 欧州研究評議会（ERC）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 最高1,500万ユーロ

対象期間 最長6年

募集時期 募集は年1回、締め切りは年2回（2015年：5月28日、10月1日） 

ウェブページ http://erc.europa.eu/synergy-grants

Horizon 2020 Cooperation Research

概要 ホライズン2020の全ての公募において、日本の参加を奨励。ホライズン2020に参加することによ
り、日本の研究者は、世界最高レベルの研究者からなる国際コンソーシアムに参加できるだけでな
く、世界最高レベルの知識、専門技能、研究データ、および各種インフラにアクセスできる。

広く門戸を開いて国際協力の機会を提供するというホライズン2020の基本原則に加え、EUおよび
日本は共同で、航空学およびICTなどの限られた重点分野に戦略的に取り組んでいる。これらの重
点分野については、日本の対応機関と共同募集を実施することがある。

日本に対しては特に、環境、食糧、ICT、材料、新たな生産技術、輸送、および宇宙等の分野におけ
る2014-15 Work Programmeについて、参加を呼び掛けている。日本の研究者は、上記またはそ
の他の研究分野において、欧州の研究者との共同参加が奨励される。

機関 欧州委員会 ― ホライズン2020

応募資格／国籍 国を問わず参加可能

支給内容 共同研究プロジェクト、ネットワーキングプロジェクト、交流（派遣）、国際協力事業

ウェブページ トップページ http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
参加者ポータル  
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
日本のコンタクトポイントおよびヘルプデスク  
http://www.jeupiste.eu/contact-points-help-desk

そ
の
他
の
ホ
ラ
イ
ズ
ン
2
0
2
0
に

お
け
る
協
力
の
機
会

その他のホライズン2020における 
協力の機会

http://erc.europa.eu/synergy-grants
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.jeupiste.eu/contact-points-help-desk
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ERASMUS+

概要 教育、研修、青少年、およびスポーツに関する現行のEUおよび国際助成金プログラム（エラスムス・
ムンドゥスなど）を一つに統合した教育助成プログラム。従来のプログラムはすべてこれに統合
された。対象は、高等教育機関、学生、教職員、研修生、機関同士の協力、企業との協力、および、
欧州以外の地域の機関との協力など。

機関 欧州委員会 教育・視聴覚・文化執行機関（EACEA）

ウェブページ http://ec.europa.eu/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/international-
cooperation_en.htm（EU以外の地域の機関による協力を対象とするプログラムの詳細）
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compedia/selected_projects_
action_2_en.php/ （国別の公募・プロジェクト）

エラスムス・プラス

エ
ラ
ス
ム
ス
・
プ
ラ
ス

ホライズン2020プログラムに参加するための情報および支援に関するお問い合わせ先：

駐日欧州連合代表部：
ホームページ： http://www.deljpn.ec.europa.eu

Eメールアドレス： delegation-japan-st@eeas.europa.eu

または、EU枠組み計画に関する日本のナショナル・コンタクト・ポイント（NCP）：
ホームページ： http://www.ncp-japan.jp

Eメールアドレス： ncp-japan@eu-japan.gr.jp

または、JEUPISTEプロジェクト（日本）：
ホームページ： http://www.jeupiste.eu/ja
Eメールアドレス： jeupiste@eu-japan.gr.jp

http://ec.europa.eu/erasmus-plus
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/international-cooperation_en.htm
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/international-cooperation_en.htm
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compedia/selected_projects_action_2_en.php/
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compedia/selected_projects_action_2_en.php/
http://www.deljpn.ec.europa.eu/
mailto:delegation-japan-st%40eeas.europa.eu?subject=
http://www.ncp-japan.jp
mailto:ncp-japan%40eu-japan.gr.jp?subject=
http://www.jeupiste.eu/ja
mailto:jeupiste%40eu-japan.gr.jp?subject=
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EURAXESS Jobs

概要 世界各国の公共部門と民間部門における5,000以上の研究職とフェローシップをサイトに掲載。
博士課程レベルから上級研究職まで幅広い求人情報を紹介。 日本の研究機関なども無料でポータ
ルサイトに情報を載せることができる。

研究分野 全ての研究分野

機関 欧州委員会

応募資格／国籍 国籍不問

募集時期 常時更新

ウェブページ http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index

EURAXESS Services

概要 欧州への移動を希望する研究者を対象に、各国研究助成金、住居、ビザ、社会保障、医療など、海外
留学や海外での生活に関するあらゆる支援を提供。

研究分野 全ての研究分野

機関 欧州委員会／EURAXESSサービスセンター

応募資格／国籍 国籍不問

ウェブページ http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/index

EURAXESS Rights

概要 欧州研究領域（ERA）域内における研究者の権利を支援するプログラム。欧州研究者憲章および研
究者雇用にあたる行為規範を推進し、大学や研究機関に証明書を提供する。

研究分野 全ての研究分野

機関 欧州委員会

ウェブページ http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index

EURAXESS Links Japan

概要 欧州・日本間の助成プログラム、奨学金、フェローシップ、求人、イベント、その他の機会など、あ
らゆる種類の情報を提供。 様々なコミュニケーション（研究助成ガイド、ニュースレター、ウェブ
など）やイベント（ユーラクセス シェア、サイエンス・スラム、セミナーなど）を通じてネットワー
キングが可能。 

研究分野 全ての研究分野

機関 欧州委員会

応募資格／国籍 国籍不問

ウェブページ http://ec.europa.eu/euraxess/links/japan/index_en.htm
https://twitter.com/euraxess_japan
登録　goo.gl/056bim

EURAXESS

E
U
R
A
X
E
S
S

http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/index
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/index
http://ec.europa.eu/euraxess/links/japan/index_en.htm
https://twitter.com/euraxess_japan
http://goo.gl/056bim
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日本
Monbukagakusho Scholarships　文部科学省奨学金

概要 日本の高等教育機関での勉学を希望する留学生のための奨学金。
（a）研究生
（b）教職員課程の学生
（c）学部生
として応募可能。

研究分野 全ての研究分野 

機関 文部科学省（MEXT）

応募資格／国籍 日本政府と国交のある国の国籍を有すること

支給内容 月次給付金

応募締め切り 年1回

ウェブページ http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1346510.htm

JSPS Bilateral Joint Research Projects / Seminars　JSPS二国間共同研究プロジェクト／セミナー

概要 日本学術振興会（JSPS）が、日本と相手国の研究チーム間で共同プロジェクトやセミナーを実施す
る日本の研究者に資金援助を提供。

研究分野 全ての研究分野

機関 日本学術振興会（JSPS）および海外の相手国対応機関

支給内容 共同プロジェクトまたは共同セミナー

募集時期 2月、9月 

ウェブページ https://www.jsps.go.jp/j-bilat/semina/jrss.html

Core to Core Program Advanced Research Projects　研究拠点形成事業

概要 世界の中核研究機関と長期に渡り提携する世界最高レベルの研究センターを創出することを目的
とする。

研究分野 全ての研究分野

機関 日本学術振興会（JSPS）

応募資格／国籍 日本と国交のある2国以上の国

支給内容 JSPSは、日本の研究機関に対し支援を提供する。相手国の中核研究機関は、JSPSによる資金と同
等のプロジェクト資金を自国の資金提供機関から取得するものとする。共同研究プロジェクト、
セミナー、研究者の交流・相互派遣に対して資金を提供する。 

対象期間 5年

募集時期 年1回

ウェブページ http://www.jsps.go.jp/j-c2c/index.html

日
本

http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/boshu/1346510.htm
https://www.jsps.go.jp/j-bilat/semina/jrss.html
http://www.jsps.go.jp/j-c2c/index.html
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日
本

JSPS Researcher Exchange Programme　JSPS研究者交流（特定国派遣研究者）

概要 日本の研究者が海外の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する。
短期・長期の機会が存在する。

研究分野 様々な研究分野

機関 日本学術振興会（JSPS）および海外の相手国対応機関

支給内容 短期・長期研究滞在

募集時期 9月

ウェブページ http://www.jsps.go.jp/j-bilat/tokuteikoku/ex.html

Invitation Fellowships for Research in Japan　外国人招へい研究者

概要 学術の国際協力を推進するため、外国人研究者を日本に招へいするプログラム。

研究分野 全ての研究分野

機関 日本学術振興会（JSPS）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 短期・長期滞在

募集時期 年に数回（短期・長期ポスドク、研究滞在）

ウェブページ http://www.jsps.go.jp/j-inv/index.html

Strategic International Research Cooperation Project (SICP)　戦略的国際科学技術協力推進事業

概要 海外の協力国と日本の二国間で応募を募り、研究者間の国際協力を促進するための研究助成金。

研究分野 科学技術 

機関 科学技術振興機構（JST）および海外の相手国対応機関

応募資格／国籍 日本を拠点とする研究者および海外の共同研究者

支給内容 研究助成金は、
（a）プロジェクト研究者による研究会議、
（b）共同研究活動、
（c）研究者の派遣および招聘
等に関連する費用として使用できる。

対象期間 3年

募集時期 随時

ウェブページ http://www.jst.go.jp/inter/

http://www.jsps.go.jp/j-bilat/tokuteikoku/ex.html
http://www.jsps.go.jp/j-inv/index.html
http://www.jst.go.jp/inter/
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Centre for Integrated Area Studies (CIAS) International Visiting Scholars Programme 
京都大学地域研究統合情報センター（CIAS） 国際研究者招聘プログラム

概要 海外を拠点とする研究者に、京都大学地域研究統合情報センター（CIAS）で研究活動に従事する機
会を提供。

研究分野 地域研究

機関 京都大学

対象期間 最長3ヵ月

応募締め切り 4月

ウェブページ http://www.cias.kyoto-u.ac.jp

ESF-JSPS Frontier Science Meeting for Young Researchers　ESF-JSPS 日本－欧州先端科学セミナー

概要 日欧の若手研究者に対して、日本－欧州先端科学セミナーは、日欧の若手研究者に対して、世界の
指導的研究者による特定分野の最先端科学研究の講義と相互の討議の機会を提供。

研究分野 科学

機関 欧州科学財団（ESF）、日本学術振興会（JSPS）

応募資格／国籍 欧州／日本

対象期間 最大25名の渡航費

応募条件 7月

ウェブページ http://www.jsps.go.jp/esf-jsps/

RIKEN BSI Summer School　理研BSIサマープログラム

概要 国際的な脳神経科学コミュニティの一員となっていく若手脳神経科学者および研究者を奨励・教
育することを目的とする。

研究分野 脳神経科学

機関 理化学研究所（理研）　脳科学総合研究センター

対象期間 6月～8月

応募締め切り 2月

ウェブページ http://www.brain.riken.jp/jp/summer/

日
本

http://www.cias.kyoto-u.ac.jp
http://www.jsps.go.jp/esf-jsps/
http://www.brain.riken.jp/jp/summer/
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RIKEN Special Postdoctoral Researchers Program (SPDR)　理研　国際特別研究員制度

概要 理化学研究所（理研）が外国籍の若手研究者を受け入れるプログラム。自然科学分野において博士
号を取得していることが応募の条件。

研究分野 物理学、化学、生物学、医学、工学、および、その他関連分野

機関 理化学研究所（理研）

応募資格／国籍 日本以外の国籍の者

支給内容 給与

対象期間 最長3年

募集時期 春

ウェブページ http://www.riken.jp/ja-JP/careers/programs/fpr

Hakubi Project to Foster and Support Young Researchers 
京都大学次世代研究者育成支援事業「白眉プロジェクト」

概要 優秀な若手研究者（年間で20名）を支援。

研究分野 全ての研究分野

機関 京都大学

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 研究助成金および給与

対象期間 5年

募集時期 3月

ウェブページ http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/hakubi/

Research Scientist Positions　研究職員募集

概要 定年制または任期付き研究職を募集。

研究分野 科学技術

機関 産業技術総合研究所（AIST）

応募資格／国籍 国籍不問

対象期間 任意

募集時期 春

ウェブページ http://www.aist.go.jp/aist_j/humanres/02kenkyu/

日
本

http://www.riken.jp/ja-JP/careers/programs/fpr
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/hakubi/
http://www.aist.go.jp/aist_j/humanres/02kenkyu/
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EURAXESS Austria

概要 オーストリアにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイ
ト。EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報
を提供。

ウェブページ http://www.euraxess.at/home/

Austrian Database for Scholarships and Research Grants

概要 ドイツ語と英語で、奨学金および研究助成金に関する情報を検索できる総合データベース。

ウェブページ http://www.grants.at

Austrian Agency for International Mobility and Cooperation in Education, Science and 
Research (OeAD-GmbH)

概要 研究機関や国際交流に関する助言を行うとともに、オーストリアの高等教育を振興する活動を行
う。

ウェブページ http://www.oead.at

Austrian Research Promotion Agency (FFG)

概要 多様かつ的を絞ったプログラムポートフォリオを提供する「ワンストップ機関」として、オースト
リアの企業や研究機関が迅速かつ複雑な手続きなしに研究助成金を利用できるようにすることを
目的とする。

ウェブページ www.ffg.at/en

APART Fellowship

概要 研究者および学者が科学的研究に専念できるよう支援。このフェローシップは、ポスドク研究論
文作成または同等のプロジェクト準備に利用でき、必要に応じてオーストリア国内または国外の
研究機関に在籍することで研究の継続が可能。

研究分野 全ての研究分野

機関 オーストリア学術アカデミー（OeAW）

応募資格／国籍 オーストラリア国籍を有する科学者および研究者、ならびに、オーストリアで研究に従事する科学
者および研究者

支給内容 給与および研究費

対象期間 2年～3年

応募締め切り 5月1日（次年度の1月に研究プロジェクトを開始する場合）

ウェブページ http://stipendien.oeaw.ac.at/de/node/2336

オーストリア

オ
ー
ス
ト
リ
ア

http://www.euraxess.at/home/
http://www.grants.at
http://www.oead.at
http://www.ffg.at/en
http://stipendien.oeaw.ac.at/de/node/2336
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DOC Fellowship

概要 若手の優秀な博士号取得候補者が、オーストリアまたは海外の研究機関に所属し、論文研究プロ
ジェクトに従事できるよう支援。

研究分野 全ての研究分野

機関 オーストリア学術アカデミー（OeAW）

応募資格／国籍 オーストリアの国籍を有する者または博士号取得候補者としてオーストリアの大学に在籍してい
る者

支給内容 給与および渡航費

対象期間 2年～3年

応募締め切り 5月

ウェブページ http://stipendien.oeaw.ac.at/en/stipendium/doc-doctoral-fellowship-programme-
austrian-academy-sciences

Ernst Mach Grant - Worldwide

概要 資格：35歳未満かつ以下のいずれかの要件を満たす者
a) オーストリア国外で博士号の取得を目指す大学院生
b) オーストリア国内で研究活動を行うことを希望する大学院生および博士課程修了者（ポスドク）
c) オーストリア国外で講師として勤務している博士課程修了者（ポスドク）

研究分野 全ての研究分野

機関 オーストリア学術交流協会（OeAD-GmbH）

応募資格／国籍 国籍不問（オーストリアを除く）

支給内容 助成金（月次）その他の費用も対象

対象期間 1ヵ月～9ヵ月

募集時期 10月（応募締め切り：3月） 

ウェブページ http://www.oead.at/index.php?id=416&L=1

オ
ー
ス
ト
リ
ア

http://stipendien.oeaw.ac.at/en/stipendium/doc-doctoral-fellowship-programme-austrian-academy-sciences
http://stipendien.oeaw.ac.at/en/stipendium/doc-doctoral-fellowship-programme-austrian-academy-sciences
http://www.oead.at/index.php?id=416&L=1
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Erwin Schrödinger Fellowships

概要 オーストリア帰国後、科学の発展に貢献できるよう、国外研究機関で、新しい科学分野、科学的手法・
方法、技術へのアクセスを促進するような科学的研究をサポート。博士号を取得していることが
応募の条件。

研究分野 全ての研究分野

機関 オーストリア科学財団（FWF）

応募資格／国籍 申請書提出時点で、過去10年のうち少なくとも3年間オーストリアを拠点として活動しているこ
と、期間終了後はオーストリアに帰国すること。

支給内容 国外研究機関での科学的研究にかかる費用。帰国後：雇用契約（上級博士研究員としての月給を
含む） 

対象期間 10ヵ月～24ヵ月（帰国後の助成なし）、16ヵ月～36ヵ月（帰国後の助成を含む）

募集時期 常時

ウェブページ http://www.fwf.ac.at/en/projects/schroedinger.html

Franz Werfel Grant

概要 ドイツ語およびオーストリア文学を専門とする若手大学教員のための助成金。受給者は、最長9ヵ
月間客員研究員として大学の学部に所属し、図書館、資料室、または研究施設で専門的な研究を行
うことができる。

研究分野 言語学および文学

機関 オーストリア学術交流協会（OeAD-GmbH）

応募資格／国籍 国籍不問（オーストリアを除く）

支給内容 助成金（月次、健康保険および滞在費を含む）、その他の手当。追加支援の可能性あり

対象期間 4ヵ月～9ヵ月

応募締め切り 3月1日

ウェブページ http://stima.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&G
rainEntryID=263&HZGID=263&LangID=2

FWF Joint Research Projects

概要 二国間の研究協力の開始および共同プロジェクトの申請準備を促進することを目的とした、テー
マが明確になっているセミナーを支援。

研究分野 自然科学

機関 オーストリア科学財団（FWF）、日本学術振興会（JSPS）

応募資格／国籍 オーストリア国内外で研究に従事する研究者

支給内容 非営利目的の科学研究分野における個々の研究に対する助成金

対象期間 最長3年

募集時期 秋

ウェブページ http://www.fwf.ac.at/en/projects/transnational_funding_activities.html

オ
ー
ス
ト
リ
ア

http://www.fwf.ac.at/en/projects/schroedinger.html
http://stima.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=263&HZGID=263&LangID=2
http://stima.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=34&PageMode=3&GrainEntryID=263&HZGID=263&LangID=2
http://www.fwf.ac.at/en/projects/transnational_funding_activities.html
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Young Scientists Summer Program (YSSP)

概要 地球環境、経済および社会の変化をテーマとした若手研究者のための夏季ワークショップ。

研究分野 気候変動、高齢化、持続可能な開発など、大規模な課題に取り組む政策志向の研究分野

機関 国際応用システム分析研究所（IIASA）

応募資格／国籍 国籍不問

対象期間 6月～8月 

応募締め切り 1月

ウェブページ http://www.iiasa.ac.at

Lise Meitner Program for Scientists from Abroad

概要 オーストリアの研究機関の科学的発展に貢献するあらゆる分野の研究者が対象。

研究分野 全ての研究分野

機関 オーストリア科学財団（FWF）

応募資格／国籍 過去10年間で3年以上、オーストリア以外の場所を拠点として活動していることが前提条件。

支給内容 給与およびその他の費用

対象期間 12ヵ月～24ヵ月

募集時期 常時受付

ウェブページ http://www.fwf.ac.at/en/projects/meitner.html

Marietta Blau Grant

概要 オーストリアにて博士課程プログラムに進学・在籍している者が、同博士課程プログラムのうち6
～12ヵ月国外滞在する場合の支援。オーストリアの大学で最長6学期の博士課程・博士号取得プ
ログラムの課程を受講した博士号取得候補者が対象。

研究分野 全ての研究分野

機関 オーストリア学術交流協会（OeAD-GmbH）

応募資格／国籍 国籍不問（オーストリアを除く）

対象期間 6ヵ月～12ヵ月

募集時期 9月

ウェブページ http://www.grants.at/home/EN/ （助成金名で検索）

オ
ー
ス
ト
リ
ア

http://www.iiasa.ac.at
http://www.fwf.ac.at/en/projects/meitner.html
http://www.grants.at/home/EN/
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オ
ー
ス
ト
リ
ア

Richard Plaschka Grant

概要 受給者（大学院生、ポスドク、研究者）は客員研究員としてオーストリアの大学の学部に在籍し、図
書館、資料室、または研究施設で専門的な研究を行うことができる。

研究分野 人文科学・神学、歴史学、言語学・文学

機関 オーストリア学術交流協会（OeAD-GmbH）

応募資格／国籍 国籍不問（オーストリアを除く）

支給内容 助成金（月額1,040ユーロ）、健康保険、滞在費、授業料の免除、および、欧州以外の発展途上国の受
給者については旅費

対象期間  4ヵ月～18ヵ月

応募締め切り 3月1日、9月15日

ウェブページ https://www.oead.at/welcome_to_austria/grants_scholarships/international_
cooperation_mobility_grants_scholarships/richard_plaschka_grant/EN

Konrad Lorenz Institute – Fellowship

概要 進化発生学分野および進化認知科学分野における理論的研究を支援。学部生から博士課程修了者
までが対象。

研究分野 進化発生学および進化認知科学

機関 コンラート・ローレンツ動物行動学研究所（KLI）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 月次給付金および旅費

対象期間 学部生または大学院生レベルで、最長6ヵ月
博士課程レベルで、1年
ポスドク（博士課程修了後）レベルで、1年

応募締め切り 常時受付

ウェブページ http://www.kli.ac.at/fellowships/description

Institute of Science and Technology Austria - PhD Programme

概要 博士号取得を目指す学生のための奨学金。

研究分野 生物学、脳神経科学、コンピュータサイエンス、数学、物理学、および学際的分野

機関 オーストリア科学技術研究所（IST）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 国際水準の給与、健康保険、ドイツ語講座、学会出席のための旅費、および他の機関において研究
を行う場合の諸経費

対象期間 4年（1年間延長可能）

応募締め切り 1月（プログラム開始時期が同年9月の場合）

ウェブページ http://www.ist.ac.at/graduate-school/applications/

https://www.oead.at/welcome_to_austria/grants_scholarships/international_cooperation_mobility_grants_scholarships/richard_plaschka_grant/EN
https://www.oead.at/welcome_to_austria/grants_scholarships/international_cooperation_mobility_grants_scholarships/richard_plaschka_grant/EN
http://www.kli.ac.at/fellowships/description
http://www.ist.ac.at/graduate-school/applications/
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オ
ー
ス
ト
リ
ア

Max F. Perutz Laboratories - PhD Programme

概要 博士号取得を目指す、世界中の優秀な学生を支援。

研究分野 生物科学、化学、医学

機関 マックス・ペルーツ研究所（MPFL）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 国際水準の給与、健康保険

対象期間 4年

応募締め切り 年2回（春・秋）

ウェブページ http://www.mfpl.ac.at/phd-program/

Vienna Biocenter – PhD Programme

研究分野 分子生命科学

機関 分子病理学研究所（IMP）、分子生物学研究所（IMBA）、グレゴールメンデル研究所（GMI）、および
マックス・ペルーツ研究所（MPFL）が共同で企画・運営。学位はウィーン大学から授与される。

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 国際水準の給与、健康保険。2014年に博士課程を履修した学生には、30,4000ユーロを支給。

対象期間 3年～4年

応募締め切り 4月

ウェブページ http://www.vbcphdprogramme.at/

Institute of Molecular Pathology – Fellowship

概要 博士課程修了後研究に従事した経験がない、または、経験が少ない、意欲的な若手科学者に、世界
最高レベルの科学研究環境で、革新的かつ独創的な研究を行う機会を提供。 

研究分野 分子生命科学

機関 分子病理学研究所（IMP）

応募資格／国籍 国籍不問（IMP／ IMBAに在籍する博士課程の学生または博士課程修了者は除く）

支給内容 国際水準の給与、準備・運営費、出張予算、および博士課程の学生および大学院生を各1名ずつ雇
用するための予算

対象期間 5年

応募締め切り 臨時受付

ウェブページ http://www.imp.ac.at/postdocs/imp-fellows-programme/

http://www.mfpl.ac.at/phd-program/
http://www.vbcphdprogramme.at/
http://www.imp.ac.at/postdocs/imp-fellows-programme/
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ベ
ル
ギ
ー

ベルギー
EURAXESS Belgium

概要 ベルギーにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を提供。

ウェブページ http://www.euraxess.be

Brief Outgoing Fellowships

概要 海外の研究者が在籍する国外の研究所で新たな知見を得ることを目的に、同国への渡航・滞在を
希望するハイレベルな研究者が対象。

機関 ベルギー学術研究財団（ワロニー）（FNRS）

対象期間 最長2ヵ月

応募締め切り 渡航前の2ヵ月（欧州）、欧州域外で3ヵ月

ウェブページ http://www1.frs-fnrs.be/fr/soutenir-linternational/carriere-chercheur/mobilite-inout.
html

National Funding Programmes for Applied Research and Development with Possibility Of 
Participation By Third Countries

概要 オーストリア研究促進庁（FFG）が中心となって、オーストリアにおける産業研究、開発、およびイ
ノベーションを支援。5億ユーロを上回る規模の総予算を投入。

研究分野 生命科学、情報技術、材料・生産技術、環境・エネルギー、移動性、宇宙、安全保障、人的資源、お
よび社会

機関 オーストリア研究促進庁（FFG）

応募資格／国籍 上記研究分野における国家FFGプログラムは一般に、20%を限度にオーストリア以外の事業体の
参加を受け付けている。

支給内容 RTI（研究・技術・イノベーション）に関する単一または共同プロジェクト
技術研究中核拠点

対象期間 プログラムおよび募集に応じて異なる。

応募締め切り プログラムに応じて異なる。

ウェブページ http://www.ffg.at/foerderangebot
http://www.ffg.at/en/funding

http://www.euraxess.be
www1.frs-fnrs.be/fr/soutenir-linternational/carriere-chercheur/mobilite-inout.html
www1.frs-fnrs.be/fr/soutenir-linternational/carriere-chercheur/mobilite-inout.html
http://www.ffg.at/foerderangebot
http://www.ffg.at/en/funding
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ベ
ル
ギ
ー

Mobility for Researchers with FNRS Funding (Outgoing)

概要 FRS-FNRS助成金による資金援助を受けている研究者を対象とした基金。

研究分野 各種分野

機関 ベルギー学術研究財団（ワロニー）（FNRS）

ウェブページ http://www1.frs-fnrs.be/fr/soutenir-linternational/carriere-chercheur/mobilite-inout.
html

Scientific Missions (Incoming and Outgoing)

概要 ベルギーの大学で研究に従事する研究者が対象。フランス語共同体の大学教授が、海外での研究
に専念する場合、1年間の教職義務免除。外国人教授のベルギーの研究機関への招聘。

研究分野 各種分野

機関 ベルギー学術研究財団（ワロニー）（FNRS）

応募資格／国籍 国籍不問

対象期間 12ヵ月

応募締め切り 2月

ウェブページ http://www1.frs-fnrs.be/fr/soutenir-linternational/carriere-chercheur/mobilite-inout.
html

MOVE-IN Louvain - Supported by MSCA

概要 ベルギーの外に拠点を構える海外の博士課程修了者（ポスドク）がベルギーの下記3大学に移動を
する費用をサポート。

研究分野 全ての研究分野

機関 ルーヴァン・カトリック大学（UCL）、ナミュール大学およびサン＝ルイ大学（SLU）

支給内容 博士課程修了者（ポスドク）フェローシップ

対象期間 12ヵ月～24ヵ月

募集時期 2020年までに2回

ウェブページ http://www.uclouvain.be/en-movein

http://www1.frs-fnrs.be/fr/soutenir-linternational/carriere-chercheur/mobilite-inout.html
http://www1.frs-fnrs.be/fr/soutenir-linternational/carriere-chercheur/mobilite-inout.html
http://www1.frs-fnrs.be/fr/soutenir-linternational/carriere-chercheur/mobilite-inout.html
http://www1.frs-fnrs.be/fr/soutenir-linternational/carriere-chercheur/mobilite-inout.html
http://www.uclouvain.be/en-movein
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Scientific Stays Grants (Incoming and Outgoing)

概要 FNRSまたは関連基金の助成を受けているプログラムで研究に従事するフランス語共同体の研究
者が、研究目的で外国に短期滞在する場合の支援。外国人教授のFNRS助成研究機関への招聘。

研究分野 各種分野

機関 ベルギー学術研究財団（ワロニー）（FNRS）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 海外滞在に関連する費用（または、外国人教授のベルギー滞在に関連する費用）

対象期間 1ヵ月～3ヵ月

応募締め切り 常時、滞在予定日の2ヵ月前

ウェブページ http://www1.frs-fnrs.be/fr/soutenir-linternational/carriere-chercheur/mobilite-inout

FWO PhD and Postdoctoral Fellowships

概要 候補者には、大学の理事による博士論文作成許可書（博士号取得奨学金）または博士号もしくは同
等の学位取得証明の提出義務あり。

研究分野 基礎研究

機関 学術研究財団（フランダース）（FWO）

応募資格／国籍 EU加盟国の国籍を有するもの。EU加盟国以外の候補者は、修士号を欧州経済領域（EEA）参加国で
取得していること。

支給内容 博士研究員およびポスドク研究員に、研究用機材（施設）の利用にかかる費用を含めた年間固定費
を支給。博士号取得奨学金／ポスドク研究奨学金 

対象期間 博士号取得奨学金：2年（1回更新可能）
ポスドク研究奨学金：3年（1回更新可能）

応募締め切り 2月

ウェブページ http://www.fwo.be/Aspirant.aspx
http://www.fwo.be/Postdoctoraal-onderzoeker.aspx

ベ
ル
ギ
ー

http://www1.frs-fnrs.be/fr/soutenir-linternational/carriere-chercheur/mobilite-inout
http://www.fwo.be/Aspirant.aspx
http://www.fwo.be/Postdoctoraal-onderzoeker.aspx
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ベ
ル
ギ
ー

Odysseus Programme

概要 国外の大学に在籍するトップクラスの研究者（グループI）、または、将来国際的に認められる潜在
能力を有する研究者― 3年以上国外のポスドク職に就いている者で、その研究分野の著名な研究
者から、国際的にトップクラスの研究者になる才能と能力を認められた者（グループII） を対象と
する。

研究分野 基礎研究

機関 学術研究財団（フランダース）（FWO）

応募資格／国籍 国籍不問。候補者の選抜はフランダースの大学が実施。

支給内容 助成金（アシスタントスタッフの給与コスト、設備、研究用機材（施設）の利用料等を含む）
グループI：年間40万ユーロ～150万ユーロ（5年間で200万ユーロ～750万ユーロ）の範囲で支給
グループII：年間10万～20万ユーロ（5年間で50万ユーロ～100万ユーロ）の範囲で支給

対象期間 5年

応募締め切り 5月

ウェブページ www.fwo.be/en/fellowships-funding/research-projects/odysseusprogramme/

FWO Outgoing Mobility

概要 ベルギーの研究者を対象とする、渡航および学会参加などを支援する補助金、またはフェローシッ
プ。

研究分野 各種分野

機関 学術研究財団（フランダース）（FWO）

募集時期 随時

ウェブページ http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/international-mobility/

FWO Outgoing Grants

概要 ベルギーのフランダースを拠点とする科学者を対象とする各種助成金。

研究分野 各種分野

機関 学術研究財団（フランダース）（FWO）

応募資格／国籍 フランダースの大学を拠点とする研究者

支給内容 渡航費助成金

ウェブページ www.fwo.be/en/fellowships-funding/international-mobility/

http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/research-projects/odysseusprogramme/
http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/international-mobility/
http://www.fwo.be/en/fellowships-funding/international-mobility/
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Return Grants for Researchers Working Abroad "Back to Belgium"　（共同出資：欧州連合）

概要 外国で2年以上ポスドク研究に従事する、優秀なベルギー人研究者の帰国と再適応を促進すること
が目的。 

研究分野 全ての研究分野

機関 ベルギー科学政策局（BELSPO）

応募資格／国籍 ベルギーの国籍を有すること、または、ポスドク課程のためベルギー国外に滞在する前に研究開発
もしくは高等教育目的で3年以上ベルギーに滞在していることが条件。

支給内容 候補者の経験に応じた研究助手レベルの給与、帰国のための旅費を含む1,500ユーロ、受入機関内
の研究関連経費（間接費を除く）を含む1,500ユーロ。

対象期間 24ヵ月（常勤）

応募締め切り 2月

ウェブページ www.belspo.be/belspo/organisation/call_grants_retour_en.stm

BEWARE Fellowships – Industry　（共同出資：欧州委員会）

概要 ワロンに派遣される研究者のためのフェローシップで、中小企業または認定研究機関が、優秀な外
国人研究者（または、在外ベルギー人研究者）の専門知識を活用できるようにし、ワロンの受入機
関におけるイノベーション・プロセスを促進することが目的。

研究分野 持続可能な開発、エネルギー、技術分野における研究、健康、長寿命化、生活の質

機関 ワロン・ブリュッセル連邦

応募資格／国籍 国籍不問（ベルギーを含む）。ただし、過去3年間においてベルギーに滞在したことがある者は、そ
の期間が12ヵ月未満であることが条件。博士号または同等の経験を有する研究者であること。 

支給内容 給与

対象期間 18ヵ月～36ヵ月

応募締め切り 年4回

ウェブページ http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-
public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/
departement-des-programmes-de-recherche/direction-des-programmes-federaux-
et-internationaux/cofund-beware-fellowship/cofund-beware-fellowships.html

ベ
ル
ギ
ー

http://www.belspo.be/belspo/organisation/call_grants_retour_en.stm
http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/departement-des-programmes-de-recherche/direction-des-programmes-federaux-et-internationaux/cofund-beware-fellowship/cofund-beware-fellowships.html
http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/departement-des-programmes-de-recherche/direction-des-programmes-federaux-et-internationaux/cofund-beware-fellowship/cofund-beware-fellowships.html
http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/departement-des-programmes-de-recherche/direction-des-programmes-federaux-et-internationaux/cofund-beware-fellowship/cofund-beware-fellowships.html
http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/departement-des-programmes-de-recherche/direction-des-programmes-federaux-et-internationaux/cofund-beware-fellowship/cofund-beware-fellowships.html
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ボスニア・ヘルツェゴビナ
EURAXESS Bosnia and Herzegovina

概要 ボスニア・ヘルツェゴビナにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供する
ポータルサイト。EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよび
サポート情報を提供。

ウェブページ http://www.euraxess.ba

ボ
ス
ニ
ア
・

ヘ
ル
ツ
ェ
ゴ
ビ
ナ

BEWARE Fellowships – Academia

概要 ワロンの企業と提携関係にあり、フランス語を第一言語とする大学に研究滞在する研究者が対象。
当該企業に6ヵ月間勤務することが条件。

研究分野 持続可能な開発、エネルギー、技術分野における研究、健康、長寿命化、生活の質

機関 ワロン・ブリュッセル連邦

応募資格／国籍 国籍不問（ベルギーを含む）。ただし、過去3年間においてベルギーに滞在したことがある者は、そ
の期間が12ヵ月未満であることが条件。

支給内容 給与、移動手当

対象期間 18ヵ月～36ヵ月

応募締め切り 年4回

ウェブページ http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-
public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/
departement-des-programmes-de-recherche/direction-des-programmes-federaux-
et-internationaux/cofund-beware-fellowship/cofund-beware-fellowships.html

http://www.euraxess.ba
http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/departement-des-programmes-de-recherche/direction-des-programmes-federaux-et-internationaux/cofund-beware-fellowship/cofund-beware-fellowships.html
http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/departement-des-programmes-de-recherche/direction-des-programmes-federaux-et-internationaux/cofund-beware-fellowship/cofund-beware-fellowships.html
http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/departement-des-programmes-de-recherche/direction-des-programmes-federaux-et-internationaux/cofund-beware-fellowship/cofund-beware-fellowships.html
http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/acteurs-institutionnels/service-public-de-wallonie-services-en-charge-de-la-recherche-et-des-technologies/departement-des-programmes-de-recherche/direction-des-programmes-federaux-et-internationaux/cofund-beware-fellowship/cofund-beware-fellowships.html
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ク
ロ
ア
チ
ア

クロアチア
EURAXESS Croatia

概要 クロアチアにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ http://www.euraxess.hr/sitegenius/index.php

NEWFELPRO　（共同出資：欧州委員会）

概要 研究者の国外派遣、国内招聘および帰国・再適応を促進するための助成金で、最低限博士号を取得
していること、または4年以上常勤で同等の研究職に従事した経験を有することが条件。

研究分野 全ての研究分野

機関 クロアチア科学教育スポーツ省（MSES）

応募資格／国籍 国外派遣 ― 応募締め切り前に2年以上クロアチアに居住している研究者。
国内招聘 ― 応募研究者は、応募締め切り直前の3年間のうち12ヵ月を超えて、受入機関の国に居
住しておらず、また、同国において本業（仕事、勉強など）を行っていないことが条件。
帰国・再適応 ― クロアチア人の博士号取得者で、3年以上第三国に居住しておらず、また、同国に
おいて本業を行っていないことが条件。応募締め切り前に12ヵ月を超えてクロアチアに居住して
いないことが望ましい。

支給内容 生活費手当、旅費、および研究費（キャリアのレベルに応じて異なる）

対象期間 国外派遣：16ヵ月～36ヵ月（帰国後の助成を含む）
国内招聘：12ヵ月～24ヵ月
帰国・再適応：24ヵ月

募集時期 年1回

ウェブページ http://www.newfelpro.hr/default.aspx?id=63

ブルガリア
EURAXESS Bulgaria

概要 ブルガリアにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ http://www.euraxess.bg

ブ
ル
ガ
リ
ア

http://www.euraxess.hr/sitegenius/index.php
http://www.newfelpro.hr/default.aspx?id=63
http://www.euraxess.bg
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チェコ
EURAXESS Czech

概要 チェコにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ http://www.euraxess.cz

Czech Government Scholarships for Research Stays in the Czech Republic

概要 チェコの機関への留学または研究留学を望む大学／単科大学の学生または卒業生、および博士号
取得候補者（例外的に、大学の研究者／教員）が対象。

機関 チェコ教育省

応募資格／国籍 チェコ以外の国籍を有する者

支給内容 奨学金（月次）

対象期間 1ヵ月～10ヵ月

募集時期 3月

ウェブページ http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships

チ
ェ
コ

キ
プ
ロ
ス

キプロス
EURAXESS Cyprus & National Contact Point

概要 キプロスにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ http://www.euraxess.org.cy

http://www.euraxess.cz
http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships
http://www.euraxess.org.cy
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デンマーク

デ
ン
マ
ー
ク

EURAXESS Denmark

概要 デンマークにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ www.euraxess.dk

Danish Council for Independent Research

概要 DFFは様々なキャリアレベルの研究者を対象に助成金を提供している。渡航費助成金、国際研究
滞在助成金、優秀な女性研究者を対象としたフェローシップ、研究プロジェクト用資金など。 

研究分野 全ての研究分野

機関 デンマーク独立研究評議会（DFF）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 研究プロジェクト費として、20万～1000万デンマーク・クローネを支給。 

対象期間 任意

応募締め切り 春および秋

ウェブページ http://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-
and-innovation/find-danish-funding-programmes/dff-the-danish-council-for-
independent-research

DFF Mobilex　（共同出資：欧州委員会）

概要 デンマークおよび海外の若手研究者のための交流・移動を促進するための助成金。

研究分野 全ての研究分野

機関 デンマーク独立研究評議会（DFF）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 250万デンマーク・クローネ（受入機関の諸経費を含む）

対象期間 24ヵ月

応募締め切り 4月

ウェブページ http://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-and-
innovation/funding-opportunities/dff-mobilex-mobility-grants

http://www.euraxess.dk
http://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-and-innovation/find-danish-funding-programmes/dff-the-danish-council-for-independent-research
http://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-and-innovation/find-danish-funding-programmes/dff-the-danish-council-for-independent-research
http://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-and-innovation/find-danish-funding-programmes/dff-the-danish-council-for-independent-research
http://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-and-innovation/funding-opportunities/dff-mobilex-mobility-grants
http://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-and-innovation/funding-opportunities/dff-mobilex-mobility-grants
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DFF Individual post-doc Grants

概要 デンマークまたはデンマーク以外の国の研究機関において、特定の研究プロジェクトに従事する
研究者が対象。デンマークにおいて研究プロジェクトを実行するための助成金を申請する、デン
マーク以外の国出身のポスドク研究者も対象。

研究分野 全ての研究分野

機関 デンマーク独立研究評議会（DFF）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 給与、設備費、および運営費

対象期間 最長2年（3年に延長可能）

応募締め切り 4月、10月

ウェブページ http://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-
and-innovation/find-danish-funding-programmes/dff-the-danish-council-for-
independent-research

DFF Sapere Aude

概要 Sapere Aude DFF-Research Talent Grantへの応募は、DFF-Individual postdoctoral grantに
申請し、受給資格を取得していることが前提条件。Sapere Aude DFF-Starging Gantは、申請締
め切り時点から過去8年以内に博士号を取得している、極めて優秀な若手研究者を対象とする。
Sapere Aude DFF-Advanced Grantは、長期にわたり研究に専念する必要がある、意欲的な研究
目標を掲げる教授レベルの研究者を対象とする。

研究分野 各種分野

機関 デンマーク独立研究評議会（DFF）

応募資格／国籍 国籍不問

応募締め切り 4月、10月

ウェブページ http://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-
and-innovation/find-danish-funding-programmes/dff-the-danish-council-for-
independent-research

International Network Programme

概要 二国間研究協力の可能性を模索するネットワーキングおよびマッチング活動の支援。

研究分野 全ての研究分野

機関 デンマーク科学技術革新庁（DASTI）

応募資格／国籍 デンマークおよび次のいずれかの国出身の客員研究員：中国、インド、イスラエル、日本、アメリ
カ合衆国、ブラジル、および韓国。海外のパートナーによる自費の準備は必須ではない。

支給内容 ワークショップ・会議、海外への渡航費、諸経費／事務経費

応募締め切り 8月

ウェブページ http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/
opslag/2014/filer-til-opslag/opslaget-til-6-opslag-af-internationalt-
netvaerksprogram.pdf

デ
ン
マ
ー
ク

http://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-and-innovation/find-danish-funding-programmes/dff-the-danish-council-for-independent-research
http://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-and-innovation/find-danish-funding-programmes/dff-the-danish-council-for-independent-research
http://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-and-innovation/find-danish-funding-programmes/dff-the-danish-council-for-independent-research
http://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-and-innovation/find-danish-funding-programmes/dff-the-danish-council-for-independent-research
http://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-and-innovation/find-danish-funding-programmes/dff-the-danish-council-for-independent-research
http://ufm.dk/en/research-and-innovation/funding-programmes-for-research-and-innovation/find-danish-funding-programmes/dff-the-danish-council-for-independent-research
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/opslag/2014/filer-til-opslag/opslaget-til-6-opslag-af-internationalt-netvaerksprogram.pdf
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/opslag/2014/filer-til-opslag/opslaget-til-6-opslag-af-internationalt-netvaerksprogram.pdf
http://ufm.dk/forskning-og-innovation/tilskud-til-forskning-og-innovation/opslag/2014/filer-til-opslag/opslaget-til-6-opslag-af-internationalt-netvaerksprogram.pdf
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エストニア
EURAXESS Estonia

概要 エストニアにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ http://euraxess.ee

ERMOS – Estonian Research Mobility Scheme

概要 エストニアで研究を行うポスドク研究者を支援。

研究分野 全ての研究分野

機関 エストニア研究会議（ETAg）

応募資格／国籍 申請書提出日前の過去3年間に12ヵ月以上エストニアに滞在、留学または勤労している場合は対
象外。

支給内容 給与および研究費

対象期間 2年または3年

募集時期 年1回

ウェブページ http://www.etag.ee/en/research-funding/ermos/

Personal and Postdoctoral Research Funding

概要 候補者は、公開国際コンペにより選抜される。

研究分野 • 国際的にハイレベルな、革新的かつ画期的、または、リスクの高い研究プロジェクトを支援。
• 若手研究者向け助成金は、将来有望な若手研究者の独立した研究キャリアの形成、個々の研究
チームの結成、および独立した研究の開始を支援する。

機関 エストニア研究会議（ETAg）

応募資格／国籍 研究者の国内招聘および国外派遣の両方を対象とする。国内招聘の場合、エストニア国外での博
士号取得に対してすでにエストニア政府の支援を受けている応募者が優先される。

支給内容 給与

対象期間 12ヵ月～24ヵ月

募集時期 秋

ウェブページ htt:p//www.etag.ee/en/

エ
ス
ト
ニ
ア

http://euraxess.ee
http://www.etag.ee/en/research-funding/ermos/
htt:p//www.etag.ee/en/
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Estophilus Scholarship

概要 エストニアに関連するテーマで研究論文を執筆すること、または研究論文執筆用の資料収集を目
的に、エストニア以外の国の大学で研究を行う外国籍の博士号取得者、修士号取得者、または博士
課程の学生が対象。

研究分野 エストニア関連のテーマ

機関 エストニアン・インスティトゥートおよびエストニア教育科学省

応募資格／国籍 国籍不問（エストニアを除く）

支給内容 生活費、授業料、および研究に直接関連する費用（5ヵ月間で2,500ユーロ）

対象期間 5ヵ月～10ヵ月

応募締め切り 3月、10月

ウェブページ http://ekkm.estinst.ee/sisu/estophilus/?lang=en

フ
ィ
ン
ラ
ン
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フィンランド
EURAXESS Finland

概要 フィンランドにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイ
ト。EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報
を提供。

ウェブページ http://www.euraxess.fi

Finland Distinguished Professor Programme (FiDiPro)

概要 教授レベルの優秀な研究者を海外からフィンランドに招聘することを目的とする。

研究分野 全ての研究分野

機関 フィンランドアカデミー（AF）およびフィンランド技術庁（TEKES）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 給与、渡航費、研究費、および家族の同伴に関連する費用。FiDiPro教授として採用された研究者に
は、研究チームの主要メンバーの同行を許可し、その費用の一部を支給する場合もある。

対象期間 2年～5年

応募締め切り 2月、9月

ウェブページ http://www.fidipro.fi

http://ekkm.estinst.ee/sisu/estophilus/?lang=en
http://www.euraxess.fi
http://www.fidipro.fi
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CIMO Fellowships

概要 国籍および学術分野を問わず、博士課程の学生および若手研究者の申請を受け付け。フィンラン
ドの受入大学は、当プログラムにおいて、「申請者」の代理を務めることができる。 

研究分野 全ての研究分野

機関 フィンランド留学情報センター（CIMO）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 奨学金（月次）（900ユーロ～1,200ユーロ）

対象期間 3ヵ月～12ヵ月

応募締め切り 常時。ただし、申請書は、所定の奨学金期間の5ヵ月以上前に提出することが義務付けられている。

ウェブページ http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_
fellowships

Finnish Government Scholarship Pool

概要 博士課程レベルの若い学生を募集。フィンランドと他国間の文化協定または同様の取り決めに基
づく。申請書類の提出期限については、自国の同奨学金運営機関に問い合わせることができる。

研究分野 全ての研究分野

機関 フィンランド留学情報センター（CIMO）

応募資格／国籍 フィンランドと文化協定を交わしている国の国籍を有する者

支給内容 奨学金（月次） 

対象期間 3ヵ月～9ヵ月

応募締め切り 2月

ウェブページ www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/finnish_
government_scholarship_pool

Contractual Joint Research Projects

概要 フィンランドアカデミーが協定を締結している研究費提供機関の国の研究者と共同研究プロジェ
クトを実施しようとする研究グループを支援。 

研究分野 全ての研究分野

機関 フィンランドアカデミー（AF）および海外の相手国対応機関

応募資格／国籍 フィンランドおよび海外の共同研究者

支給内容 研究協力、学会の企画・運営、研究者の交流・派遣促進、および研究者の給与

募集時期 4月、9月

ウェブページ http://www.aka.fi/en-GB/A/Funding-and-guidance/Funding/AZ-index/

フ
ィ
ン
ラ
ン
ド

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/finnish_government_scholarship_pool
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/finnish_government_scholarship_pool
http://www.aka.fi/en-GB/A/Funding-and-guidance/Funding/AZ-index/
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Support to International Researcher Mobility

概要 フィンランドアカデミー（AF）が、研究者の海外留学や派遣を支援する助成金および手当。

研究分野 全ての研究分野

機関 フィンランドアカデミー（AF）

応募資格／国籍 フィンランドの国籍を有する者

応募締め切り 4月、9月 

ウェブページ http://www.aka.fi/en-GB/A/Funding-and-guidance/Funding/AZ-index/

Saatioiden Post doc-pooli

概要 フィンランドから海外へ研究者を派遣するための助成金。海外での研究期間の全費用をカバーす
る。

研究分野 全ての研究分野

機関 フィンランド財団評議会（COFF）

応募資格／国籍 フィンランドの国籍を有する者

支給内容 博士課程修了後（ポスドク）の海外滞在費

対象期間 最低12ヵ月間

募集時期 年2回（春および秋）

ウェブページ http://www.postdocpooli.fi/?lang=en

http://www.aka.fi/en-GB/A/Funding-and-guidance/Funding/AZ-index/
http://www.postdocpooli.fi/?lang=en
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フランス
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EURAXESS France

概要 フランスにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ http://www.euraxess.fr/en

ANR Hosting High-level Researchers (@RAction)

概要 著名な若手または上級研究者を海外から受け入れ、意欲的な研究を実質的に支援。

研究分野 フランスでは珍しい、または、全く研究が行われていない新規分野

機関 国立研究機構（ANR）

応募資格／国籍 フランス以外の国を拠点とする研究者

支給内容 15万ユーロ～90万ユーロの範囲の助成金

対象期間 36ヵ月～48ヵ月

応募締め切り 6月

ウェブページ http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/information/news/single/hosting-
high-level-researchers-a-win-win-initiative/nc/

EFEO Field Scholarships

概要 アジアにあるフランス国立極東学院（EFEO）またはヨーロッパ・アジア研究コンソーシアム
（ECAF）の機関において研究に従事する研究生が対象。

研究分野 アジア史およびアジア文明に関する人文科学または社会科学

機関 フランス国立極東学院（EFEO、パリ）

応募資格／国籍 国籍不問。ただし、フランスを拠点とする博士課程の学生。

支給内容 月次給付金

対象期間 1ヵ月～6ヵ月

応募締め切り 3月

ウェブページ www.efeo.fr/base.php?code=250

http://www.euraxess.fr/en
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/information/news/single/hosting-high-level-researchers-a-win-win-initiative/nc/
http://www.agence-nationale-recherche.fr/en/information/news/single/hosting-high-level-researchers-a-win-win-initiative/nc/
http://www.efeo.fr/base.php?code=250
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Enhanced Eurotalents　（共同出資：欧州委員会）

概要 次の2種類の活動を助成。
Incoming CEA Fellowships（ICF）：フランス原子力・代替エネルギー庁（CEA）の研究機関にお
いて、革新的な研究プロジェクトを実行する科学者を支援。
Outgoing CEA Fellowships（OCF）：フランス国外の提携研究機関において研究プロジェクトに
従事するCEAの科学者を支援。CEAの研究機関が、助成対象研修期間終了後の受入研究機関である
ことが条件。

研究分野 - エネルギー、環境、および気候変動
- 鍵となる実現技術 （Key Enabling Technologies / KETs）
- 生命科学および生物工学
- 高エネルギー物理学、高エネルギー密度物理学、および天体物理学

機関 フランス原子力・代替エネルギー庁（CEA）

応募資格／国籍 マリー・スクウォドフスカ＝キュリー・アクションズの応募資格および派遣／招聘要件を満たし
ていることが条件。（博士号取得者、または、修士号取得後4年間常勤で同等の研究職に従事した経
験を有する者）。国籍不問。
ICF - 研究企画書提出前の3年間に12ヵ月を超えてフランスに滞在したことがない者。
OCF - 研究企画書提出前の2年間に12ヵ月を超えて派遣予定先の国に滞在したことがない者。

支給内容 給与、移動手当、滞在が1年を超える場合、年間旅費・社会保険給付

対象期間 1年～3年

応募締め切り 常時（2017年5月31日まで）

ウェブページ http://eurotalents.cea.fr/

Eiffel PhD scholarships

概要 工学修士課程および博士課程に在籍する海外の優秀な学生のフランス留学を奨励するフランスの
高等教育機関を支援。博士課程の申請者は35歳以下であることが前提条件。

研究分野 科学、経済学および経営学、法学および政治学

機関 フランス外務・国際開発省

応募資格／国籍 国籍不問（フランスを除く）

支給内容 月額1,400ユーロの手当、帰国の渡航費、健康保険、文化活動費、追加滞在手当（オプション）

対象期間 最長10ヵ月

応募締め切り 1月

ウェブページ http://www.campusfrance.org/en/eiffel

http://eurotalents.cea.fr/
http://www.campusfrance.org/en/eiffel
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Fernand Braudel-IFER (International Fellowships for Experienced Researchers) Incoming 
Cofunded by the European Commission　（共同出資：欧州委員会）

概要 研究者をフランスに招聘し、受入機関における研究プロジェクトの実施、フランスおよび欧州の科
学技術ネットワークの統合、自国の研究機関と受入研究機関の持続的な協力関係の構築などを支
援。

研究分野 社会科学および人間科学

機関 人間科学館（Maison des sciences de l'homme: MSH）（ 共同出資：欧州連合（マリー・キュリー・
アクション、共同出資））、フランス外務・国際開発省、フランス高等教育・研究省、フランス国立
科学研究センター （CNRS）人文・社会科学研究院（INSHS）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 生活費（月額2,000ユーロ）、医療保険、研究者の居住国とフランス間の旅費（帰国渡航費）

対象期間 9ヵ月

応募締め切り 4月

ウェブページ http://www.fmsh.fr/en/c/4723

French Higher Education Institutions – Visiting Professors

概要 外国人教授および准教授がフランスの高等教育機関で研究に従事し、任意で（受入大学の決定によ
り、英語またはフランス語で）指導を行うための支援。

研究分野 全ての研究分野

機関 フランスの大学

応募資格／国籍 国籍不問（フランスを除く） 

支給内容 給与

対象期間 1ヵ月～12ヵ月

募集時期 各機関によって異なる

ウェブページ フランスの各高等教育機関が提供する国際業務関連のウェブサイト

Innovation 2030

概要 起業アイデアを支援し、フランスでの事業展開に助成金と支援を提供。フランスにおける起業（国
内系・外資系を問わず）の促進を目的とする。 

研究分野 エネルギー貯蔵、金属リサイクル、海洋資源開発、植物性タンパク質および植物化学、オーダーメー
ド医療、シルバー経済（高齢化に向けたサービスのイノベーション）、およびビッグデータ

機関 フランス政府 

応募資格／国籍 国籍不問

募集時期 年1回

ウェブページ http://www.innovation2030.org/en/

フ
ラ
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http://www.fmsh.fr/en/c/4723
http://www.innovation2030.org/en/
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IFREMER PhD and Postdoctoral Grants

概要 フランス国立海洋研究所（IFREMER）に関連する分野において、博士課程奨学金およびポスドク
フェローシップを提供する。

研究分野 海洋科学

機関 フランス国立海洋研究所（IFREMER）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 博士課程奨学金およびポスドクフェローシップ

対象期間 3年（博士課程）および12ヵ月～18ヵ月（ポスドク）

募集時期 夏（博士課程）および秋（ポスドク）

ウェブページ http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremer-careers/Research-grants

Institut Pasteur Roux-Cantarini Postdoctoral Fellowships

概要 パスツール研究所のラボにて、ポスドク研修（1～2回目）を行えるフェローシップ。

研究分野 医療・健康

機関 パスツール研究所

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 ポスドクフェローシップ

対象期間 最長2年まで

応募締め切り 3月、9月

ウェブページ http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremer-careers/Research-grants

Institute of Advanced Scientific Studies (IHÉS) – Visitor Programme 

概要 世界中のポスドク研究者または上級研究者が各自の研究目標を掲げて研究訪問し、交流を実現さ
せる。

研究分野 数学、理論物理、数理生物学の融合

機関 フランス高等科学研究所（IHÉS）

応募資格／国籍 国籍不問

対象期間 2週間～最長1年、またはポスドク研究員については最長2年。平均期間：2ヵ月

応募締め切り 5月、12月

ウェブページ http://www.ihes.fr/jsp/site/Portal.jsp

http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremer-careers/Research-grants
http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremer-careers/Research-grants
http://www.ihes.fr/jsp/site/Portal.jsp


36

PHC-Sakura Programme　日仏交流促進事業（SAKURAプログラム）

概要 日仏両国の若手研究者が新たに国際共同研究を開始する能力の涵養、および人的ネットワークの
形成目指すプログラム。

研究分野 課題は2年毎に採択。

機関 フランス外務省（MAEDI）、日本学術振興会（JSPS）

応募資格／国籍 若手研究者を含む日仏研究チーム

支給内容 フランス側からの支給は1件各年度あたり6, 000ユーロ以内。支給対象はフランスの研究者に係る
外国旅費のみ。日本側からの支給経費は別。

対象期間 2年（特別な場合のみ3年）

応募締め切り 9月

ウェブページ http://www.campusfrance.org/fr/sakura
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/semina/jrss.html

フ
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http://www.campusfrance.org/fr/sakura
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/semina/jrss.html
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ドイツ
EURAXESS Germany

概要 ドイツにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ http://www.euraxess.de

DAAD Research Grants for Doctoral Candidates and Young Academics and Scientists

概要 若手外国人研究者および科学者にドイツで研究に従事する機会を提供。

研究分野 全ての研究分野 

機関 ドイツ学術交流会（DAAD）

応募資格／国籍 国籍不問（ドイツを除く）

支給内容 奨学金、渡航費、健康保険、およびドイツ語講座（必要に応じて）

対象期間 1ヵ月～36ヵ月 

募集時期 出身国によって異なる。ウェブサイト確認、またはDAAD事務局に問合せのこと

ウェブページ http://www.daad.de

DFG Collaborative Research Centres

概要 共同研究センター（CRC）は、研究者が複数の研究機関および分野がかかわる研究プログラムに参
加できるよう 最長12年間各大学に設置される機関。以下2種類に分かれる。
• 従来型CRC：1大学の申請により設置
• CRC/Transregio：複数の大学（通常3校まで）の共同申請により設置

研究分野 全ての研究分野

機関 ドイツ研究振興協会（DFG）

応募資格／国籍 ドイツ国籍を有する研究者

支給内容 各種助成金

対象期間 最長12年

募集時期 常時

ウェブページ http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/coordinated_programmes/
collaborative_research_centres/in_brief/index.html

http://www.euraxess.de
http://www.daad.de
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/coordinated_programmes/collaborative_research_centres/in_brief/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/coordinated_programmes/collaborative_research_centres/in_brief/index.html
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DFG Emmy Noether Programme

概要 海外で働く優秀な若手ポスドク研究者をドイツに招聘し、独立した若手研究グループを指導する
機会を提供。外国人申請者は、助成期間終了後も引き続きドイツで研究に従事することが条件。

研究分野 全ての研究分野

機関 ドイツ研究振興協会（DFG）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 各種助成金

対象期間 5年～6年

募集時期 常時受付

ウェブページ http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/emmy_noether/
in_brief/index.html

DFG Heisenberg Programme

概要 エミー・ネーター・プログラム、DFGのプロジェクト、企業での研究活動、または大学の中級ポス
トでの経験を通じて、大学教授資格取得要件を備えた研究者に、最先端研究テーマの研究に従事す
る機会を提供。次のモジュールから選択可能。
• Heisenberg Fellowships
• Heisenberg Professorships
ドイツで実施するプロジェクトについては、フェローシップを要請することもできる。

研究分野 全ての研究分野

機関 ドイツ研究振興協会（DFG）

応募資格／国籍 国籍不問

対象期間 最長5年

募集時期 常時受付

ウェブページ http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/heisenberg/in_
brief/index.html
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http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/emmy_noether/in_brief/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/emmy_noether/in_brief/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/heisenberg/in_brief/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/individual/heisenberg/in_brief/index.html
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DFG Initiation and Intensification of Bilateral Cooperation

概要 海外のパートナーとの研究協力を開始または強化したい研究者が対象。

研究分野 全ての研究分野

機関 ドイツ研究振興協会（DFG）

応募資格／国籍 ドイツを拠点とする研究者

支給内容 以下の費用を支給（複数同時支給あり）
• 最長3ヵ月の滞在費
• 共同イベント（ワークショップまたはセミナー）
• 渡航費
• 管理費
• イベントにかかる諸経費

対象期間 最長1年（1回延長可能）

募集時期 常時受付

ウェブページ http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/international_cooperation/
bilateral_cooperation/in_brief/index.html

DFG International Research Training Groups

概要 若手研究者を奨励するために複数の大学によって設立。ドイツ国内外の大学間の、共同博士課程
研修プログラムに参加する機会を提供。

研究分野 全ての研究分野

機関 ドイツ研究振興協会（DFG）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 助成金および奨学金（博士課程研究者、ポスドク研究者、応用科学分野において大学の学位または
学士号を取得した申請者）。渡航費およびその他の支援

対象期間 4.5年、最長助成期間：9年

募集時期 常時受付

ウェブページ http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/coordinated_programmes/
research_training_groups/international_rtg/index.html

DFG International Scientific Events

概要 国際専門者会議、国際会議・シンポジウム・会議・ワークショップ、年次総会等、科学関連のイベ
ントの開催を支援。

研究分野 全ての研究分野

機関 ドイツ研究振興協会（DFG）

応募資格／国籍 ドイツを拠点とする研究者

募集時期 常時受付

ウェブページ http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/international_cooperation/
international_events/in_brief/index.html

http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/international_cooperation/bilateral_cooperation/in_brief/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/international_cooperation/bilateral_cooperation/in_brief/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/coordinated_programmes/research_training_groups/international_rtg/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/coordinated_programmes/research_training_groups/international_rtg/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/international_cooperation/international_events/in_brief/index.html
http://www.dfg.de/en/research_funding/programmes/international_cooperation/international_events/in_brief/index.html
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DFG Research Fellowship

概要 若手研究者が海外の希望する場所で研究プロジェクトを実施できるよう支援。

研究分野 全ての研究分野

機関 ドイツ研究振興協会（DFG）

応募資格／国籍 ドイツ国籍を有する研究者

支給内容 渡航費および外国渡航手当、その他の給付

対象期間 最長2年

募集時期 常時受付

ウェブページ http://www.dfg.de/en/index.jsp

DLR-DAAD Research Fellowships in the fields of Space, Aeronautics, Energy and 
Transportation Research

概要 博士課程在籍中およびポスドク外国人留学生ならびに上級研究者が対象。ドイツ航空宇宙センター
（DLR）の研究機関において研究する機会を提供。

研究分野 宇宙、航空学、エネルギー、輸送

機関 ドイツ学術交流会（DAAD）、ドイツ航空宇宙センター（DLR）

応募資格／国籍 国籍不問（ドイツを除く）

支給内容 博士課程の学生向け奨学金、渡航費、健康保険等 

募集時期 随時

ウェブページ http://www.daad.de/dlr

Friedrich Wilhelm Bessel Awards

概要 国際的に著名な海外の科学者および研究者（博士号取得後18年以内）をドイツに招聘。

研究分野 全ての研究分野

機関 フンボルト財団

応募資格／国籍 海外の研究者および学者

支給内容 独創的な研究プロジェクト。各受給者に45,000ユーロの助成金を授与

対象期間 6ヵ月～12ヵ月（複数回に分かれる場合がある）

募集時期 候補者はドイツ人研究者の推薦によるため、申請は受け付けていない

ウェブページ http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html

http://www.dfg.de/en/index.jsp
http://www.daad.de/dlr
http://www.humboldt-foundation.de/web/start.html
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Anneliese Maier Research Award

概要 ドイツにおける人文科学および社会科学の国際化を振興することを目的とする協力助成金。

研究分野 人文・社会科学

機関 フンボルト財団

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 ドイツにて、推薦者および同じ専門の研究者との協力により実施される長期研究プロジェクトへ
の資金提供

対象期間 最長5年

募集時期 年1回

ウェブページ http://www.humboldt-foundation.de/web/anneliese-maier-award.html

Humboldt Research Awards

概要 受給者は、ドイツの研究者との緊密な協力により、独自の研究プロジェクトを実施することができ
る。

研究分野 全ての研究分野

機関 フンボルト財団

応募資格／国籍 海外の研究者および科学者

支給内容 各受給者に対し、6万ユーロ

対象期間 6ヵ月～12ヵ月

募集時期 ドイツ人研究者の推薦による

ウェブページ http://www.humboldt-foundation.de

Humboldt Research Fellowship for Experienced Researchers

概要 博士号取得から12年以内の海外の研究者で、すでに自身の研究業績があり、准教授または若手研
究グループリーダーレベルで研究に従事しているか、数年間独立して研究活動を行った経歴を有
する研究者が対象。

研究分野 全ての研究分野

機関 フンボルト財団

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 給与および諸手当

対象期間 6ヵ月～18ヵ月（複数回に分かれる場合がある）

募集時期 常時受付

ウェブページ http://www.humboldt-foundation.de

http://www.humboldt-foundation.de/web/anneliese-maier-award.html
http://www.humboldt-foundation.de
http://www.humboldt-foundation.de
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Leibniz – DAAD Research Fellowships

概要 博士課程取得後2年以内の外国人研究者がライプニッツ研究所で研究を行うためのフェローシッ
プ。

研究分野 - 人文・教育学
- 経済学、社会科学、空間研究
- 生命科学
- 数学、自然科学、および工学
- 環境科学

機関 ライプニッツ協会、ドイツ学術交流会（DAAD）

応募資格／国籍 ドイツ以外の国籍を有する者

支給内容 奨学金、保険、研究費、ドイツ語講座（2ヵ月、必要に応じて）

対象期間 最長12ヵ月

募集時期 3月

ウェブページ http://www.daad.de/leibniz

Lichtenberg Professorships

概要 2～3年の経験を有する若手研究者で、自身の専門研究分野を発展させたいという希望者が対象。

研究分野 学際的な先端的研究分野

機関 フォルクスワーゲン財団

応募資格／国籍 全ての国の研究者

支給内容 各教授職に対し、5年間で80万～150万ユーロの助成金を支給

対象期間 最長8年

募集時期 11月

ウェブページ http://www.volkswagenstiftung.de/nc/en/funding/persons-and-structures/
lichtenberg-professorships.html

Mercator Programme

概要 海外で研究に従事する優秀な科学者および研究者をドイツ研究振興協会（DFG）の研究機関に招
聘。

機関 ドイツ研究振興協会（DFG）

応募資格／国籍 海外からの外国籍研究者
受入れ大学の高いレベルの研究および教育の質に特段の関心がある者

支給内容 給与（渡航費が含まれる可能性あり） 

対象期間 3ヵ月～12ヵ月

募集時期 常時受付

ウェブページ http://www.dfg.de/en/index.jsp
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Research at International Science and Technology Centers (FIT)– Postdoctoral Scholarships 
for Research Stays at the National Institute of Informatics in Tokyo, Japan

概要 情報科学分野のドイツ人若手研究者を日本（東京）の国立情報学研究所（NII）に招聘。

研究分野 情報科学および関連分野

機関 ドイツ学術交流会（DAAD）、国立情報学研究所（NII）

応募資格／国籍 ドイツ国籍を有する者

対象期間 3ヵ月～24ヵ月 

支給内容 奨学金、家族手当、渡航費、帰国・再適応奨学金（必要に応じて）

募集時期 常時受付

ウェブページ http://www.daad.de/fitweltweit

Sofja Kovalevskaja Award　ソフィア・カヴァレフスカヤ賞

概要 海外の若手研究者を招聘し、ドイツの研究機関の重要かつ革新的な研究プロジェクトに参加する
機会を提供。申請者は過去6年以内に優秀な成績で博士号を取得していること。

研究分野 全ての研究分野

機関 フンボルト財団

応募資格／国籍 海外の研究者および科学者

支給内容 165万ユーロ相当の助成金を授与

対象期間 5年

募集時期 9月、10月

ウェブページ http://www.humboldt-foundation.de/web/home.html

Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (P.R.I.M.E.)

概要 ポスドク研究者に、在外研究とドイツの大学での研究とを結びつける機会を提供する

研究分野 全ての研究分野

機関 ドイツ学術交流会（DAAD）、共同出資：EU（MSCA：マリー・スクウォドフスカ＝キュリー・アクショ
ンズ）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 ドイツの受入研究機関における有給職（18ヵ月間）、渡航費等

対象期間 18ヵ月（12ヵ月海外に滞在した後、6ヵ月ドイツに滞在）

応募締め切り 2月

ウェブページ http://www.daad.de/prime

http://www.daad.de/fitweltweit
http://www.humboldt-foundation.de/web/home.html
http://www.daad.de/prime
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DAAD - JSPS Bilateral Scientist Exchange Programme

概要 科学者（博士号の取得要）に、提携国の大学および研究機関に短期研究滞在する機会を提供。

研究分野 全ての研究分野

機関 ドイツ学術交流会（DAAD）、日本学術振興会（JSPS）

応募資格／国籍 ドイツまたは日本の国籍を有する者

支給内容 生活費および渡航費

対象期間 2週間から3ヵ月

募集時期 年2回

ウェブページ http://www.daad.de

Reintegration of German Scientists

概要 海外で研究に従事するドイツ人科学者のドイツへの帰国およびドイツの科学界への復帰を支援。

研究分野 全ての研究分野

機関 ドイツ学術交流会（DAAD）

応募資格／国籍 ドイツ国籍を有する者

支給内容 渡航助成金および復帰奨学金

対象期間 最長6ヵ月

募集時期 常時

ウェブページ http://www.daad.de
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EURAXESS Greece

概要 ギリシャにおける研究職の求人およびフェローシップに関する情報、同国への渡航・移住に関す
るアドバイスおよびサポート情報の提供。

ウェブページ http://www.euraxess.gr

http://www.daad.de
http://www.daad.de
http://www.euraxess.gr
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Scholarships offered to Foreigners for Seminars in Modern Greek Language and Culture

概要 ギリシャ以外の国の大学を卒業した外国人を対象とする大学院研究またはポスドク研究奨学金。
現代ギリシャ語・ギリシャ文化の講座やセミナーへの参加が条件。

研究分野 人文科学、社会科学・政治学 ― 現代ギリシャ語・ギリシャ文化

機関 ギリシャ政府奨学金財団（IKY）

応募資格／国籍 国籍不問（ギリシャを除く）

支給内容 滞在費・食費、授業料・関連費用、救急医療費、および月々の手当 

対象期間 8ヵ月

応募締め切り 募集：1月、応募締め切り：7月

ウェブページ www.iky.gr/en/scholarships/greek-language

Foreigners' Fellowships Programme – Educational Scholarships

概要 大学院生、博士号取得候補者が対象。申請者は、ギリシャ国内外を問わず、大学で大学院課程（修士、
哲学修士、博士）に在籍していることが条件。奨学金の給付は、ギリシャ国内における研究のみを
対象とする。

研究分野 人文科学、社会科学、経済学、芸術

機関 アレクサンダー・S・オナシス財団 文化センター

応募資格／国籍 国籍不問（ギリシャを除く）

支給内容 博士号取得者：月額1,500ユーロの手当。大学院生、博士号取得候補者：月額1,000ユーロの手当

対象期間 5ヵ月～10ヵ月

応募締め切り 1月

ウェブページ http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php

Foreigners' Fellowships Programme – Research Grants

概要 ギリシャ文化・文明、ギリシャの歴史に関する学術研究を行う目的、または明らかにギリシャに社
会的利益をもたらす目的でギリシャを訪れたいと望む、あらゆるレベルの大学教授、ポスドク研究
者（博士号取得者）、著名な芸術家や音楽家を対象とする。

研究分野 人文科学、社会科学（法学を除く）、経済学、芸術

機関 アレクサンダー・S・オナシス財団

応募資格／国籍 対象国65ヵ国の国籍を有する者。ギリシャ国籍を有する者であっても、ギリシャ以外の国で学位
を取得し、15年を超えてギリシャ以外の国に定住している場合は、応募資格が認められる。

支給内容 渡航費および月々の手当

対象期間 3ヵ月～6ヵ月

応募締め切り 1月

ウェブページ http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php

http://www.iky.gr/en/scholarships/greek-language
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
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EURAXESS Hungary

概要 ハンガリーにおける研究職の求人およびフェローシップに関する情報、同国への渡航・移住に関
するアドバイスおよびサポート情報の提供。

ウェブページ http://euraxess-hungary.hu/

National Scientific Research Fund (OTKA)

概要 以下の企画案に関し、定期募集を行っている。
K-研究提案、PD-若手研究者、NF-大規模若手研究者、NN-国際協力
ハンガリーでの研究を希望する全ての研究者が対象。主任研究者は、応募時に博士号を取得して
いること、および、ハンガリーの研究機関と提携関係を結んでいることが条件。

研究分野 基礎研究

機関 ハンガリー科学研究基金（OTKA）、国立イノベーションオフィス（NIH）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 材料費、プロジェクトにおける研究者（博士課程の学生、博士号取得候補者、ポスドク研究者）およ
びその他の参加者の雇用、機材・研究ツールの入手などの研究関連経費、その他の費用

対象期間 最長4年

応募締め切り 2月

ウェブページ http://www.otka.hu/en/call-for-proposals

Full and Partial PhD Programme (Hungarian Scholarship Board)

概要 博士課程奨学金プログラム（完全免除）（C1）：ハンガリーの大学院において、博士課程入試合格／
入学を認められた者の授業料を免除。
博士課程奨学金プログラム（一部免除）（C2）：ハンガリー以外の国の認定高等研究機関において博
士課程に在籍していることが条件。35歳以下であること。

研究分野 全ての研究分野

機関 ハンガリー政府奨学金委員会

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 月額10万ハンガリー・フォリントの給付金 

対象期間 C1：36ヵ月、C2：10ヵ月

応募締め切り 4月

ウェブページ http://www.scholarship.hu/Englishsite/C1fullPhDprogramme/tabid/188/language/
en-US/Default.aspx

ハンガリー
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http://euraxess-hungary.hu/
http://www.otka.hu/en/call-for-proposals
http://www.scholarship.hu/Englishsite/C1fullPhDprogramme/tabid/188/language/en-US/Default.aspx
http://www.scholarship.hu/Englishsite/C1fullPhDprogramme/tabid/188/language/en-US/Default.aspx
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Postgraduate Studies and Research Scholarship for PhD students (Hungarian Scholarship 
Board)

概要 論文研究を目的に、ハンガリーにおいて10ヵ月未満の短期滞在を望む、修士号取得者または同等
の学位取得者（博士課程の学生を含む）が対象。40歳以下であること。

研究分野 全ての研究分野

機関 ハンガリー政府奨学金委員会

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 給付金：月額7万9,200ハンガリー・フォリント、滞在費：月額7万ハンガリー・フォリント

対象期間 3日～21日または1ヵ月～10ヵ月

応募締め切り 年1回

ウェブページ http://bit.ly/1i8hgbz
http://www.scholarship.hu/Englishsite/Bpostgraduatestudiesresearch/tabid/187/
language/en-US/Default.aspx

Postgraduate Studies and Research Scholarship (Hungarian Scholarship Board)

概要 ハンガリーの高等教育機関または研究機関での職務経験を希望する高等教育機関の講師および研
究員のための奨学金。博士号または同等の学位を取得していること、および、45歳以下であるこ
とが条件。

研究分野 全ての研究分野

機関 ハンガリー政府奨学金委員会

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 月給および滞在手当

対象期間 1ヵ月～10ヵ月

応募締め切り 年1回

ウェブページ http://www.scholarship.hu/Englishsite/Dpostdoctoralstudiesresearch/tabid/190/
language/en-US/Default.aspx

Research Stays for High-ranking Academics (Hungarian Scholarship Board)

概要 博士号または同等の学位を有する准教授または上級教員および上級研究者が対象。年齢制限はな
い。

研究分野 全ての研究分野

機関 ハンガリー政府奨学金委員会

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 給付金：月額11万8,800ハンガリー・フォリント、滞在費：月額8万ハンガリー・フォリント

対象期間 3日～21日または1ヵ月～10ヵ月

応募締め切り 年1回

ウェブページ http://www.scholarship.hu/Englishsite/Eresearchstay/tabid/191/language/en-US/
Default.aspx

http://bit.ly/1i8hgbz 
http://www.scholarship.hu/Englishsite/Bpostgraduatestudiesresearch/tabid/187/language/en-US/Default.aspx
http://www.scholarship.hu/Englishsite/Bpostgraduatestudiesresearch/tabid/187/language/en-US/Default.aspx
http://www.scholarship.hu/Englishsite/Dpostdoctoralstudiesresearch/tabid/190/language/en-US/Default.aspx
http://www.scholarship.hu/Englishsite/Dpostdoctoralstudiesresearch/tabid/190/language/en-US/Default.aspx
http://www.scholarship.hu/Englishsite/Eresearchstay/tabid/191/language/en-US/Default.aspx
http://www.scholarship.hu/Englishsite/Eresearchstay/tabid/191/language/en-US/Default.aspx
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Visiting Scientist Programme (Hungarian Academy of Sciences)

概要 ハンガリー科学アカデミーの機関もしくは研究施設、または、ハンガリーの大学において、MTA研
究グループと共同研究を行うことを条件に、優秀な科学者をハンガリーに招聘。 

研究分野 全ての研究分野

機関 ハンガリー科学アカデミー

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 個人経費またはその他の費用として、月額最高250万ハンガリー・フォリント（ユーロ換算で約
8500ユーロ、換算額は為替レートによって変動）

対象期間 3ヵ月～12ヵ月

応募締め切り 3月

ウェブページ http://mta.hu/cikkek/mtas-visiting-scientist-programme-133445

MTA Postdoctoral Research Programme (Hungarian Academy of Sciences)

概要 ハンガリー人および外国人科学者を、MTAの研究施設および機関、助成金を受けている大学
の研究グループ、運動量研究グループ、ならびに、ハンガリーの大学において実施されるMTA 
Postdoctoral Research Programmeに招聘。科学分野の学位を有する優秀な若手科学者に対す
る研究機会の提供、研究者間の交流促進、外国人科学者のハンガリーを拠点とした研究への参加支
援、若手科学者の帰国奨励を目的とする。

研究分野 全ての研究分野

機関 ハンガリー科学アカデミー

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 月給30万ハンガリー・フォリント、年間の旅費・滞在手当（60万ハンガリー・フォリント）

対象期間 24ヵ月

応募締め切り 3月

ウェブページ http://mta.hu/data/cikk/13/54/36/cikk_135436/postdoctoral_research_programme_
call_2015_EN.pdf

Domus Hungary Scholarship (Hungarian Academy of Sciences)

概要 ハンガリーに関連する科学的研究に従事する科学者の、研究または学会参加を目的としたハンガ
リー滞在を支援する奨学金。

研究分野 全ての研究分野

機関 ハンガリー科学アカデミー

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 滞在・生活費（上級研究者：40～16万ハンガリー・フォリント、若手研究者：30～12万ハンガリー・
フォリント）

対象期間 1週間～3ヵ月 

応募締め切り 年1回 

ウェブページ http://mta.hu/cikkek/domus-magyarorszagi-osztondij-palyazat-2014-tavasz-133659

ハ
ン
ガ
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ー

http://mta.hu/cikkek/mtas-visiting-scientist-programme-133445
http://mta.hu/data/cikk/13/54/36/cikk_135436/postdoctoral_research_programme_call_2015_EN.pdf
http://mta.hu/data/cikk/13/54/36/cikk_135436/postdoctoral_research_programme_call_2015_EN.pdf
http://mta.hu/cikkek/domus-magyarorszagi-osztondij-palyazat-2014-tavasz-133659
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イスラエル
EURAXESS Israel

概要 イスラエルにおける研究職の求人およびフェローシップに関する情報、同国への渡航・移住に関
するアドバイスおよびサポート情報の提供。

ウェブページ http://www.euraxess.gov.il

Dan David PhD and Postdoctoral Scholarships Prize

概要 テルアビブ大学に限らず、博士課程またはポスドク研究を行っている研究者に奨学金を提供。

研究分野 特定の分野（毎年異なる）

機関 テルアビブ大学

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 ポスドク研究奨学金（12,000ユーロ）

募集時期 3月

ウェブページ http://www.dandavidprize.org/scholarship-applications

アイスランド
EURAXESS Iceland

概要 アイスランドにおける研究職の求人およびフェローシップに関する情報、同国への渡航・移住に
関するアドバイスおよびサポート情報の提供。

ウェブページ http://www.euraxess.is/euraxess-in-iceland/
ア
イ
ス
ラ
ン
ド

http://www.euraxess.gov.il
http://www.dandavidprize.org/scholarship-applications
http://www.euraxess.is/euraxess-in-iceland/
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アイルランド
EURAXESS Ireland

概要 アイルランドにおける研究職の求人およびフェローシップに関する情報、同国への渡航・移住に
関するアドバイスおよびサポート情報の提供。

ウェブページ http://www.euraxess.ie/

Irish Research Council Enterprise Partnership Scheme Postdoctoral Fellowships

概要 アイルランド研究会議（IRC）が提携企業と協力して、アイルランドの優秀な研究者に共同ポスド
クフェローシップを授与するプログラム。受給研究者は、充実した研究経験とともに、各自のキャ
リア形成／専門能力開発に関連した転換可能な技能を習得する機会を得られる。

研究分野 全ての研究分野

機関 アイルランド研究会議（IRC）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 年間最高4万5,895ユーロ：給与、社会保険、年金保険料、直接研究支援費

対象期間 24ヵ月

応募締め切り 年1回

ウェブページ http://www.research.ie/scheme/enterprise-partnership-scheme-postdoctoral
http://www.facebook.com/irishresearch

Irish Research Council Government of Ireland Postdoctoral Fellowships

概要 目的に応じて以下の助成金を提供。
1年：様々な質の高い発表論文を基にして、発表用博士論文を作成する目的
2年：適切、実現可能かつ明瞭な発表論文を基に、新規研究プロジェクト、または、博士論文のテー
マを大幅に発展させる研究プロジェクトを推進する目的

研究分野 全ての研究分野

機関 アイルランド研究会議（IRC）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 年間最高4万5,895ユーロ：給与、社会保険、年金保険料、直接研究支援費

対象期間 12ヵ月～24ヵ月

応募締め切り 年1回

ウェブページ http://www.research.ie/funding/postdoctoral-funding
http://www.facebook.com/irishresearch

ア
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http://www.euraxess.ie/
http://www.research.ie/scheme/enterprise-partnership-scheme-postdoctoral
http://www.facebook.com/irishresearch
http://www.research.ie/funding/postdoctoral-funding
http://www.facebook.com/irishresearch
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SFI Industry Fellowship

概要 産学間の交流促進を目的とする。グローバルに企業で経験を積みたいと望む学術研究者および適
格なアイルランドの研究機関で経験を積みたいと望む（アイルランドを含め世界中の）企業の社員
が対象。

研究分野 科学、技術、工学、および数学

機関 アイルランド科学財団（SFI）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 直接経費として最高12万ユーロ

対象期間 フルタイム：1ヵ月～12ヵ月、パートタイム：最長24ヵ月

応募締め切り 定期募集（年間評価2回） 

ウェブページ http://www.sfi.ie

SFI Research Professorship Programme

概要 国家戦略の一環として、対象の科学分野において、世界トップレベルの研究者、教授、もしくは、
同様の研究指導職に就いている研究者を雇用するにあたり、研究機関を支援。

研究分野 科学、技術、工学、および数学

機関 アイルランド科学財団（SFI）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 最高500万ユーロ

応募締め切り 定期的に募集

ウェブページ http://www.sfi.ie

SFI President of Ireland Young Researcher Award (PIYRA)

概要 世界中から、アイルランドでの研究活動を希望する若手研究者を募集。

研究分野 科学、技術、工学、および数学

機関 アイルランド科学財団（SFI）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 直接経費として最高100万ユーロ

対象期間 5年

応募締め切り 定期的に募集

ウェブページ http://www.sfi.ie

http://www.sfi.ie
http://www.sfi.ie
http://www.sfi.ie
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SFI Investigators Programme (IVP)

概要 科学および工学分野における重要な研究課題に取り組み、アイルランドにおける教育および就業
機会の拡大、ならびにホライズン2020および各種非政府助成金プログラムを主導し業績を挙げる
ことなどを目的とする。

研究分野 科学、技術、工学、および数学。テーマに関する詳細は、ウェブサイトを確認のこと。

機関 アイルランド科学財団（SFI）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 直接経費として、40万ユーロ～250万ユーロ

対象期間 4年～5年

応募締め切り 6月

ウェブページ http://www.sfi.ie

SFI Starting Investigator Research Grant (SIRG)

概要 博士号、修士号（または同等の資格）以上で3年～8年の経験を有する優秀な若手研究者が独立して
研究を行う機会を提供。助成の対象には大学院生も含まれる。

研究分野 科学、技術、工学、および数学

機関 アイルランド科学財団（SFI）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 直接経費として、40万ユーロを支給

対象期間 4年

応募締め切り 12月

ウェブページ http://www.sfi.ie

ア
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http://www.sfi.ie
http://www.sfi.ie
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イタリア
EURAXESS Italy

概要 イタリアにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ http://www.euraxess.it

INFN Postdoctoral Fellowships in Experimental Physics

概要 ポスドク･フェローシップをINFNで行うことが条件。

研究分野 実験物理学

機関 イタリア国立核物理研究所（INFN）

応募資格／国籍 イタリア以外の国籍を有する者

支給内容 給与および渡航費

対象期間 1年～2年 

募集時期 11月

ウェブページ http://www.ac.infn.it/personale/exp_fellowships/

International Doctoral Program in Economics at Sant’Anna School of Advanced Studies

概要 国際的な博士課程プログラム。

研究分野 経済学

機関 聖アンナ高等研究院、ストラスブール大学

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 博士課程奨学金（14,000ユーロ／年）

対象期間 4年間

応募締め切り 5月

ウェブページ http://www.sssup.it/idpe

イ
タ
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ア

http://www.euraxess.it
http://www.ac.infn.it/personale/exp_fellowships/
http://www.sssup.it/idpe
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EUI Fernand Braudel Senior Fellowships

概要 国際的に認められた著名な研究者が欧州大学院（EUI）で研究に従事するための枠組みを提供。

研究分野 社会科学

機関 欧州大学院（EUI）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 月額3,000ユーロの給付金

対象期間 3ヵ月～10ヵ月 

応募締め切り 3月、9月（学部により異なる）

ウェブページ http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/Fellowships.aspx

Jean Monnet Postdoctoral Fellowships

概要 厳選された社会科学分野で研究に従事する若手ポスドク研究者の支援。候補者は、過去7年以内に
博士号を取得していることが前提条件。 

研究分野 社会科学

機関 欧州大学院（EUI）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 月額2,000ユーロの給付金

対象期間 1年～2年 

応募締め切り 10月

ウェブページ http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/Fellowships.aspx

Max Weber Postdoctoral Fellowships

概要 過去5年以内に、経済、法律、歴史、社会および政治科学、またはそれらの関連分野で博士号を取得
した若手ポスドク研究者の支援。

研究分野 社会科学

機関 欧州大学院（EUI）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 月額2,000ユーロの給付金

対象期間 1年または2年

応募締め切り 10月

ウェブページ http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/Fellowships.aspx

http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/Fellowships.aspx
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/Fellowships.aspx
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/Fellowships.aspx
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Executive Programme of Science and Technology Collaboration

概要 イタリアと日本の科学者で行う二国間共同プロジェクトのための助成金。

研究分野 科学技術

機関 イタリア外務省

募集時期 11月、12月

ウェブページ http://www.esteri.it/mae/en/politica_estera/cooperscientificatecnologica/
programmiesecutivi/default.html/

Bank of Italy Fellowships

概要 応用経済研究およびそれが政策に与える影響に関心があり、その分野の経験を有する若手経済学
者が対象。博士号もしくは同等の学位を取得しているもの、または博士号もしくは同等の学位を
近い将来取得予定であることが条件。

研究分野 経済学

機関 イタリア銀行

応募資格／国籍 英語が堪能なことが条件

支給内容 月給4,000ユーロ

対象期間 12ヵ月

応募締め切り 10月

ウェブページ http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/lavorare/fellowship

University of Bologna Fellowships

概要 博士課程、ポスドク、上級研究者などを対象としたボローニャ大学の奨学金。イタリア以外の国籍
を有する学生のための博士課程奨学金については、Brains-Inプログラムを、上級研究者向け奨学
金については、ISA Fellowshipを参照のこと。

研究分野 各種分野

機関 ボローニャ大学

応募資格／国籍 国籍不問

募集時期 随時

ウェブページ http://www.ias.unibo.it/en/activities

http://www.esteri.it/mae/en/politica_estera/cooperscientificatecnologica/programmiesecutivi/default.html
http://www.esteri.it/mae/en/politica_estera/cooperscientificatecnologica/programmiesecutivi/default.html
http://www.bancaditalia.it/bancaditalia/lavorare/fellowship
http://www.ias.unibo.it/en/activities
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ラトビア
EURAXESS Latvia

概要 ラトビアにおける研究職の求人およびフェローシップに関する情報、同国への渡航・移住に関す
るアドバイスおよびサポート情報の提供。

ウェブページ http://euraxess.lv

Latvian Government Fellowships for Research

概要 教育・科学協定に調印した国の国籍を有する者、および、ラトビア国籍を有する学生を対象とした
奨学金制度がある国の国籍の者を対象とするラトビア政府奨学金。ラトビア以外の国の高等教育
機関（大学）の職員にも応募資格が認められる。

研究分野 全ての研究分野

機関 ラトビア教育科学省

応募資格／国籍 教育・科学における二国間協力の状況に応じて、EU加盟国および日本を始めその他の国の国籍を
有する者（大学職員）

支給内容 日当28.46ユーロおよび滞在費月額170.74ユーロ

対象期間 3ヵ月

応募締め切り 4月

ウェブページ http://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/fellowships_for_
research/

Latvia Government Scholarship

概要 教育・科学協定に調印した国の国籍を有する者、および、ラトビア国籍を有する学生、高等教育機
関に在籍する学生を対象とした奨学金制度がある国の者を対象とするラトビア政府奨学金。ラト
ビア政府はサマースクールへの参加についても支援している。

研究分野 全ての研究分野

機関 ラトビア教育科学省

応募資格／国籍 教育・科学における二国間協力の状況に応じて、EU加盟国およびその他の国の国籍を有する者

支給内容 月額670ユーロ

対象期間 最長11ヵ月

応募締め切り 随時

ウェブページ http://izm.izm.gov.lv/ministry/9555.html
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http://euraxess.lv
http://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/fellowships_for_research/
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http://izm.izm.gov.lv/ministry/9555.html
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リトアニア
EURAXESS Lithuania

概要 リトアニアにおける研究職の求人およびフェローシップに関する情報、同国への渡航・移住に関
するアドバイスおよびサポート情報の提供。

ウェブページ http://www.euraxess.lt

Short-term Researcher Visits Funding Competition

概要 欧州連合構造基金プロジェクトの一環として、4種類の短期訪問を支援。内3件は、（リトアニアへ
の）派遣研究訪問、1件は国外への研究訪問を対象とする。

研究分野 全ての研究分野

機関 リトアニア研究委員会

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 海外に居住する（過去2年以上）外国人またはリトアニア人研究者は、リトアニアの高等教育・研
究機関に以下のいずれかの目的で短期訪問する場合、助成金を申請できる。
– 博士課程のプロセスに参加（最長4日）
– 講義またはセミナーを行う（最長14日）
– 研究活動（最長20日）
リトアニア国籍を有する研究者は、国外で開催される国際的な科学イベントへの参加（最長5日）
についても、申請できる。

対象期間 4日～20日

応募締め切り 年2回以上。リトアニア国内派遣の場合、申請者はリトアニアの研究機関であること。

ウェブページ http://www.lmt.lt/en/rnd/other/visits.html

Support to Research Activities of Scientists and other Researchers (Global Grant)

概要 世界的レベルのリトアニア国内外の科学者および研究者が行う研究プロジェクトを支援。リトア
ニア国内外の科学者が実施する国際レベルの研究の奨励、国際交流の支援、およびリトアニアの研
究競争力の刺激を目的とする。リトアニアに設立されている研究機関および高等教育機関と、単
独の研究者または研究者グループで構成されるパートナーシップ。

研究分野 全ての研究分野

機関 リトアニア研究委員会、欧州社会基金（ESF）

応募資格／国籍 リトアニアに設立されている研究機関および高等教育機関と、単独の研究者または研究者グルー
プで構成されるパートナーシップ

支給内容 研究プロジェクトに対し、5万7,924ユーロ～46万3,392ユーロの範囲で助成金を支給。

対象期間 24ヵ月～48ヵ月

ウェブページ http://www.lmt.lt/en/rnd/grant.html

http://www.euraxess.lt
http://www.lmt.lt/en/rnd/other/visits.html
http://www.lmt.lt/en/rnd/grant.html
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Postdoctoral fellowships

概要 研究者が独立したキャリアを開始できるような条件の確立を目的とする。リトアニアの高等教育
機関、研究機関、研究センターまたはその他の研究施設・研究企業であれば、受入機関を務めるこ
とができる。

研究分野 社会科学、人文科学、物理学、生物医学、農業、および技術

機関 リトアニア研究委員会

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 研究者の収入、研究訪問費、追加手当（設備、材料）

対象期間 最長2年

ウェブページ http://www.postdoc.lt/en/news

Promotional Scholarships for Doctoral Candidates

概要 博士号取得候補者の科学的かつ創造的なアイデアおよび研究・開発活動を支援し、博士号取得候
補者の科学的・芸術的独創性を育成することを目的とする。博士課程奨学金と（博士課程）研究訪
問の支援の2種類がある。

研究分野 科学および芸術

機関 リトアニア研究委員会

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 手当、国際学会参加時の旅費

応募締め切り 博士課程奨学金 – 年1回
博士課程研究訪問 – 年2回

ウェブページ http://www.lmt.lt/en/rnd/other/phd_scholarships.html
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59

ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク

ルクセンブルク
EURAXESS Luxembourg

概要 ルクセンブルクにおける研究職の求人およびフェローシップに関する情報、同国への渡航・移住
に関するアドバイスおよびサポート情報の提供。

ウェブページ http://www.euraxess.lu/eng/

ATTRACT Programme

概要 高い潜在能力を有する優秀な若手研究者をルクセンブルクに招聘することにより、ルクセンブル
クの研究機関が戦略的研究分野において、能力を強化できるよう支援。ルクセンブルク内での若
手研究者を対象としたプログラム。申請者は、博士課程完了後2年～8年の職務経験を有すること
が条件。

研究分野 全ての研究分野

機関 ルクセンブルグ国立研究基金（FNR）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 「若手研究員」または「管理研究員」に、それぞれ、175万ユーロまたは250万ユーロ

対象期間 5年

応募締め切り 年1回

ウェブページ http://www.fnr.lu/fr/content/view/full/445

AFR PPP Postdoctoral Grants

概要 Aides à la Formation-Recherche（AFR）官民パートナーシップは、ルクセンブルグにある認定さ
れた民間企業の協力を得てポスドク実習に取り組む研究者を支援の対象とする。

研究分野 全ての研究分野

機関 ルクセンブルグ国立研究基金（FNR）

応募資格／国籍 申請時に博士課程取得後、8年以内であること。国籍不問。

支給内容 企業とのパートナーシップを前提としたポスドク助成金

対象期間 最長2年

応募締め切り 3月

ウェブページ http://www.fnr.lu/en/afr-phd-postdoc-grants/afr-phd-grants

http://www.euraxess.lu/eng/
http://www.fnr.lu/fr/content/view/full/445
http://www.fnr.lu/en/afr-phd-postdoc-grants/afr-phd-grants
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INTER Mobility Programme

概要 ルクセンブルグ在住のポスドクおよびベテラン研究者による海外研究機関への訪問を支援。

研究分野 全ての研究分野

機関 ルクセンブルグ国立研究基金（FNR）

応募資格／国籍 ルクセンブルグの研究期間に関わりがある研究者。国籍不問。

支給内容 海外への渡航に関わる費用

対象期間 6週間から12ヵ月まで

応募締め切り 1月、6月

ウェブページ http://www.fnr.lu/mobility

PEARL Programme

概要 卓越した実績のある第一線の研究員をルクセンブルクに招聘。

研究分野 公式には研究分野の制限なし

機関 ルクセンブルグ国立研究基金（FNR）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 最高500万ユーロ（給与、消耗品費用、渡航費、第三者によるサービス費用、諸経費、その他を含む）

対象期間 5年

応募締め切り 10月

ウェブページ http://www.fnr.lu/PEARL

http://www.fnr.lu/mobility
http://www.fnr.lu/PEARL
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マルタ
EURAXESS Malta

概要 マルタにおける研究職の求人およびフェローシップに関する情報、同国への渡航・移住に関する
アドバイスおよびサポート情報の提供。

ウェブページ http://www.euraxess.org.mt/

モンテネグロ
EURAXESS Montenegro

概要 モンテネグロにおける研究職の求人およびフェローシップに関する情報、同国への渡航・移住に
関するアドバイスおよびサポート情報の提供。

ウェブページ http://www.euraxess.me
モ
ン
テ
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モルドバ
EURAXESS Moldova

概要 モルドバにおける研究職の求人およびフェローシップに関する情報、同国への渡航・移住に関す
るアドバイスおよびサポート情報の提供。

ウェブページ http://www.euraxess.md/en
モ
ル
ド
バ

http://www.euraxess.org.mt/
http://www.euraxess.me
http://www.euraxess.md/en
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オランダ
EURAXESS Netherlands

概要 オランダにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ http://www.euraxess.nl

Nuffic Grantfinder

概要 オランダ国内での研究希望者や、資金援助希望者のためのオンライン検索。エンジン学部生、修士
課程の学生、および博士課程の学生を対象とする助成金プログラムなどを紹介。

研究分野 全ての研究分野

機関 オランダ高等教育国際協力機構（Nuffic）

ウェブページ http://www.studyinholland.nl/scholarships/grantfinder

Cooperation Japan

概要 オランダの研究者と日本の研究者間の交流を促進。

研究分野 全ての研究分野

機関 オランダ科学研究機構（NWO）、日本学術振興会(JSPS) 

応募資格／国籍 博士号を取得しているオランダ人研究者

支給内容 国外からの渡航費、国内の旅費および滞在費、共同セミナー費用 

募集時期 常時

ウェブページ http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/cooperation-japan-
jsps/cooperation-japan-jsps.html

Rubicon

概要 過去1年間に博士課程を修了した才能ある研究者にオランダ国外の最先端の研究機関で研究する
機会を提供する。研究者としての今後のキャリアに、国際的な研究経験を生かしてもらうことが
ねらい。

研究分野 全ての研究分野

機関 オランダ科学研究機構（NWO）

応募資格／国籍 提出期限直前の5年間に、オランダの学術研究機関において、常勤3年に相当する期間以上、科学的
な研究に従事していることが条件。

対象期間 12ヵ月～24ヵ月

応募締め切り 4月、11月

ウェブページ http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/rubicon/index.html

オ
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http://www.euraxess.nl
http://www.studyinholland.nl/scholarships/grantfinder
http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/cooperation-japan-jsps/cooperation-japan-jsps.html
http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/cooperation-japan-jsps/cooperation-japan-jsps.html
http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/rubicon/index.html
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Innovational Research Incentives Scheme

概要 才能ある創造的な研究者に助成金を提供し、独立した専門研究を行えるよう支援。革新的な研究
および科学研究機関間の交流を促進。
• Veni：博士号を取得したばかりの若手研究者が対象
• Vidi：博士号取得後数年間研究に従事した経験を有する研究者が対象
• Vici：独立した専門研究を進める能力があると認められる上級研究者が対象

研究分野 全ての研究分野

機関 オランダ科学研究機構（NWO）

応募資格／国籍 オランダ国外の研究者

提供内容 • Veni；最高25万ユーロ
• Vidi：最高80万ユーロ
• Vici：最高150万ユーロ

募集時期 年1回（スキーム毎に異なる）

ウェブページ http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/innovational-
research-incentives-scheme/index.html

Internationalisation in the Humanities

概要 オランダの研究グループと外国の同業研究者間の国際協力を促進し、人文科学界における国際的
ネットワークの形成および国際機関への人文科学の応用を奨励。

研究分野 人文科学 

機関 オランダ科学研究機構（NWO）

応募資格／国籍 NWOが認めたオランダの大学または研究機関に在籍する上級研究者であれば申請可。

支給内容 研究ネットワークの形成、学会の開催、研究者の相互派遣、2万5,000ユーロ～7万5,000ユーロ 

応募締め切り 3月

ウェブページ http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/gw/internationalisation-in-
the-humanities/internationalisation-in-the-humanities.html

Internationalisation in the Earth and Life Sciences

概要 NWO地球・生命科学部門（ALW）および外国姉妹機関による公開共同活動へのオランダ人科学者
の参加を促進し、オランダ人科学者が世界中の研究施設にアクセスできるよう、または、オランダ
人が国際的な企画募集に参加できるよう支援。

研究分野 地球・生命科学 

機関 オランダ科学研究機構（NWO）

応募資格／国籍 国際協力プロジェクトのオランダ人調整担当者（科学者、政策企画官）

支給内容 地球・生命科学分野における国際協力にオランダ人が参加できるようにするための活動に予算を
支給。2014年～2015年、年間100万ユーロ。

応募締め切り 常時

ウェブページ http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/alw/internationalisation-in-
the-earth-and-life-sciences/internationalisation-in-the-earth-and-life-sciences.html

http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/innovational-research-incentives-scheme/index.html
http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/innovational-research-incentives-scheme/index.html
http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/gw/internationalisation-in-the-humanities/internationalisation-in-the-humanities.html
http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/gw/internationalisation-in-the-humanities/internationalisation-in-the-humanities.html
http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/alw/internationalisation-in-the-earth-and-life-sciences/internationalisation-in-the-earth-and-life-sciences.html
http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/alw/internationalisation-in-the-earth-and-life-sciences/internationalisation-in-the-earth-and-life-sciences.html
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Lorentz Center International Workshops

概要 自然科学に特化し、双方向ワークショップを企画・運営するために、ライデン大学の構内に設立。
学際的研究を対象に数多くのフェローシップを授与。受給者は、人文社会科学高等研究所（NIAS）
に5ヵ月～10ヵ月間在籍し、ワークショップを開催できる。

研究分野 自然科学分野の研究者、および、人文科学・社会科学分野の研究者（自然科学のテーマに関連する
学際的ワークショップについて）

機関 オランダ科学研究機構（NWO）

支給内容 ワークショップおよびフェローシップ。年間60万ユーロ（NWOの拠出）

応募締め切り 1月

ウェブページ http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/ew/lorentz-center/lorentz-
center.html

NWO Visitor's Travel Grant

概要 下記の機関に所属している研究者が申請できる助成金。オランダ国外の優秀な研究者（博士号取
得が条件）がオランダに滞在する費用を最長4カ月まで負担。

研究分野 全ての研究分野

機関 オランダ科学研究機構（NWO）

応募資格／国籍 All

支給内容 オランダで研究を行う際の費用（給付金、旅費）

対象期間 最長4ヵ月まで

応募締め切り 常時

ウェブページ http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/visitors-travel-grant/
visitors-travel-grant.html

Visiting Professors Programme (VPP)

概要 オランダ国外の優秀な研究者が、オランダ国内で研究活動を行えるよう支援。オランダの科学お
よび学問を奨励。

研究分野 全ての研究分野

機関 王立オランダ科学芸術アカデミー（KNAW）

応募資格／国籍 オランダ以外の国籍を有する者

支給内容 研究予算の助成、客員教授の渡航費および滞在費を含む。オランダの大学が受入機関を務める。
候補者1名あたりの助成金は、次の3つの要素で構成される。
• 月額4,000ユーロの活動助成金
• 月額最高2,000ユーロの滞在費
• 年間最大3回分の旅費

対象期間 1年

応募締め切り 11月

ウェブページ http://www.knaw.nl/en/awards/subsidies/visiting-professors-programme-vpp?set_
language=en

http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/ew/lorentz-center/lorentz-center.html
http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/ew/lorentz-center/lorentz-center.html
http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/visitors-travel-grant/visitors-travel-grant.html
http://www.nwo.nl/en/funding/our-funding-instruments/nwo/visitors-travel-grant/visitors-travel-grant.html
http://www.knaw.nl/en/awards/subsidies/visiting-professors-programme-vpp?set_language=en
http://www.knaw.nl/en/awards/subsidies/visiting-professors-programme-vpp?set_language=en
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EURAXESS Norway

概要 ノルウェーにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ http://www.euraxess.no

Personal Visiting Researcher Grant

概要 外国人客員研究者（ポスドクまたはそれ以上のレベルの研究者）に、ノルウェー国内で研究する機
会を提供。

研究分野 全ての研究分野

機関 ノルウェー・リサーチ・カウンシル

応募資格／国籍 国籍不問。原則としてノルウェー国内の研究機関に所属していることが条件。

支給内容 月給

対象期間 1ヵ月～12ヵ月

募集時期 年に数回

ウェブページ http://www.forskningsradet.no/en/Personal_visiting_researcher_
grant/1195592883125

High North Cooperation

概要 ノルウェー外務省（MFA）とノルウェー国際教育協力センター（SIU）間の協定により、ノルウェー
の高等教育機関および学生に、カナダ、日本、ロシア、韓国、および米国の各関連機関との協力を
通じて極北地域に関する知識を広げる機会を提供。

研究分野 様々な研究分野

機関 ノルウェー国際教育協力センター（SIU）

応募資格／国籍 ノルウェー、日本

支給内容 共同研究コース・プログラムおよび学位の創設、学生および教師陣の交流などが支援の対象。

募集時期 春

ウェブページ http://siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/North-America-and-the-High-
North/High-North-Programme-2013-2018

ノルウェー

http://www.euraxess.no
http://www.forskningsradet.no/en/Personal_visiting_researcher_grant/1195592883125
http://www.forskningsradet.no/en/Personal_visiting_researcher_grant/1195592883125
http://siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/North-America-and-the-High-North/High-North-Programme-2013-2018
http://siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/North-America-and-the-High-North/High-North-Programme-2013-2018


66

UTFORSK

概要 国際協力における高等教育・研究機関の提携を強化するためのパイロットプログラム。ノルウェー
と、ブラジル、中国、インド、日本、ロシア、および南アフリカ間の協力強化を支援。

研究分野 全ての研究分野

機関 ノルウェー国際教育協力センター（SIU）

応募資格／国籍 すでにUTFORSKパートナーシップ プログラムの受給資格を有する、ノルウェーの認定高等教育機
関（官・民）、および対象国の提携機関（1つ以上）

支給内容 職員および学生の交流、講座、共同セミナー、共同指導など

対象期間 1年～2年

応募締め切り 9月

ウェブページ http://www.siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/BRICS-Eurasia-and-the-
High-North/UTFORSK

Personal Overseas Visiting Researcher Grant

概要 ノルウェーの研究における能力開発およびノルウェーの研究の国際化促進のステップとして、（博
士課程の特別研究員およびポスドク特別研究員など）指定された個人に助成金を授与。

機関 ノルウェー・リサーチ・カウンシル

応募資格／国籍 ノルウェーの国籍を有する者

支給内容 国外での生活費

対象期間 3ヵ月～12ヵ月

ウェブページ http://www.forskningsradet.no/en/Personal_visiting_research_
grant/1195592883125

Japan-Norway Researcher Mobility Programme

概要 日本学術振興会（JSPS）の推薦を受けた日本の上級研究者およびポスドク研究者に提供されるフェ
ローシップ。

研究分野 全ての研究分野

機関 ノルウェー・リサーチ・カウンシル

応募資格／国籍 国籍不問。日本学術振興会（JSPS）の推薦を受けた者

支給内容 助成金（月次、研究滞在に関連する追加費用を含む）

対象期間 1ヵ月～12ヵ月

募集時期 詳細は、JSPSに問合せのこと。

ウェブページ http://www.forskningsradet.no/prognett-internasjonale-stipend/Artikkel/
JapanNorway_Researcher_mobility_programme/1224066992322
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http://www.siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/BRICS-Eurasia-and-the-High-North/UTFORSK
http://www.siu.no/eng/Front-Page/Programme-information/BRICS-Eurasia-and-the-High-North/UTFORSK
http://www.forskningsradet.no/en/Personal_visiting_research_grant/1195592883125
http://www.forskningsradet.no/en/Personal_visiting_research_grant/1195592883125
http://www.forskningsradet.no/prognett-internasjonale-stipend/Artikkel/JapanNorway_Researcher_mobility_programme/1224066992322
http://www.forskningsradet.no/prognett-internasjonale-stipend/Artikkel/JapanNorway_Researcher_mobility_programme/1224066992322
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FRIPRO Mobility Grants

概要 若手研究者の交流とキャリア開発の促進が目的。

研究分野 全ての研究分野

機関 ノルウェー・リサーチ・カウンシル（共同出資：欧州連合）

応募資格／国籍 ノルウェー国籍を有する研究者（現在ERCから助成金を受給している研究者のみ）

支給内容 1回分の渡航費補助金：1万ノルウェークローネ

対象期間 3年（最初の2年は国外の研究機関に在籍し、3年目はノルウェーの研究機関に在籍）

応募締め切り 5月

ウェブページ www.forskningsradet.no/en/Funding/FRINATEK/1253994035442/p1184150364108?p
rogId=1253966297969&visAktive=true

http://www.forskningsradet.no/en/Funding/FRINATEK/1253994035442/p1184150364108?progId=1253966297969&visAktive=true
http://www.forskningsradet.no/en/Funding/FRINATEK/1253994035442/p1184150364108?progId=1253966297969&visAktive=true
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EURAXESS Poland

概要 ポーランドにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ http://www.euraxess.pl/

Ideas for Poland

概要 世界中の若手研究者に対し、ERC Starting Grantに提出する研究プロジェクトの実施場所として
としてポーランドを選ぶよう奨励するプログラム。

研究分野 全ての研究分野

機関 ポーランド科学基金（FNP）

応募資格／国籍 国籍不問。（現在ERCから助成金を受給している研究者のみ）

対象期間 3年

募集時期 定期募集

ウェブページ http://www.fnp.org.pl/en/oferta/ideas-for-poland/

FNP Prize

概要 卓越した研究者個人に授与される賞。候補者は、国内外で研究に従事するポーランド国籍を有す
る科学者で、科学研究において、ポーランドと活発かつ継続的な関係を維持していることが、共同
研究および出版物等で立証できることが条件。ポーランド共和国の領域内で業績を挙げている場
合、ポーランドで研究に従事する外国人科学者、およびポーランドに関するテーマを扱う外国人も
コンテストに応募できる。

研究分野 生命科学、化学・材料科学、数学・物理学・工学、人文科学・社会科学の４分野

機関 ポーランド科学基金（FNP）

応募資格／国籍 ポーランドの国籍を有する者（またはポーランドに関連する事項を扱う外国籍の者）

支給内容 20万ポーランド・ズロチ（2014年）

応募締め切り 1月

ウェブページ http://www.fnp.org.pl/en/oferta/the-fnp-prize/
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ポーランド

http://www.euraxess.pl/
http://www.fnp.org.pl/en/oferta/ideas-for-poland/
http://www.fnp.org.pl/en/oferta/the-fnp-prize/
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START

概要 研究者としてのキャリア開始時に自身の専門分野ですでに一定の成功を収めている、若手研究者
（ポーランド国内外の博士号取得候補者またはポスドク研究者）のための奨学金。

研究分野 全ての研究分野

機関 ポーランド科学基金（FNP）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 2万8,000ポーランド・ズロチ

対象期間 1年（1回更新可能）

応募締め切り 10月

ウェブページ http://www.fnp.org.pl/en/oferta/start-3/

Master / Mistrz

概要 すでに実行中の研究を強化したい、または新たな分野の研究に着手しようとする優秀な研究者を
支援。

研究分野 全ての研究分野

機関 ポーランド科学基金（FNP）

応募資格／国籍 候補者は、財団が指名した優秀な研究者数十名によってノミネートされる。

支給内容 個別奨学金、研究資金、若手研究者のための奨学金、研究機関の手数料

応募締め切り 12月

ウェブページ http://www.fnp.org.pl/en/oferta/master/

Kolumb – Support Grants

概要 FNPの出資により国外へ派遣され、帰国した奨学金受給者が、ポーランドへの帰国後、外国の学術
機関で習得した知識や技能を十分に活用できるように支援するための助成金。

研究分野 各種分野

機関 ポーランド科学基金（FNP）

応募資格／国籍 ポーランドの国籍を有する者

支給内容 4万ポーランド・ズロチ

対象期間 6ヵ月～12ヵ月

ウェブページ http://www.fnp.org.pl/en/oferta/kolumb-granty-wspomagajace/

http://www.fnp.org.pl/en/oferta/start-3/
http://www.fnp.org.pl/en/oferta/master/
http://www.fnp.org.pl/en/oferta/kolumb-granty-wspomagajace/
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SKILLS – Mentoring Programme

概要 参加者が、自身の名で学問的業績が認められている国内外の経験豊富な研究者と連絡を取り、指導
を得られるよう支援。マンツーマンの指導が対象。

研究分野 全ての研究分野

機関 ポーランド科学基金（FNP）

応募資格／国籍 ポーランドで働く若手科学者

支給内容 （指導する者と指導を受ける者の）短時間の会合4回分の費用。交通費／滞在費を含む。

対象期間 12ヵ月～24ヵ月

応募締め切り 年4回

ウェブページ http://www.fnp.org.pl/en/oferta/skills-fnp-mentoring/

SKILLS – Science Popularization INTER

概要 科学の普及を目的とし、若手科学者の技能開発を支援。 

研究分野 全ての研究分野（学際的なプロジェクトであることが条件）

機関 ポーランド科学基金（FNP）

応募資格／国籍 ポーランドに居住する者

支給内容 1等賞：12万ポーランド・ズロチ
2等賞：10万ポーランド・ズロチ
3等賞：8万ポーランド・ズロチ

対象期間 賞金は12ヵ月以内に使用することが条件。

応募締め切り 3月

ウェブページ http://www.fnp.org.pl/en/oferta/skills-science-popularization-contest-inter/

SKILLS – IMPULS Competition

概要 応用研究および研究開発成果の商業化に関連する科学者の技能開発を促進。 

研究分野 全ての研究分野

機関 ポーランド科学基金（FNP）

応募資格／国籍 ポーランドに居住する者

支給内容 1等賞：12万ポーランド・ズロチ
2等賞：10万ポーランド・ズロチ
3等賞：8万ポーランド・ズロチ
各賞の助成金割合は以下のとおり。
80%：受賞研究プロジェクトを実施するための助成金
20%：個人給付金

応募締め切り 4月

ウェブページ http://www.fnp.org.pl/en/oferta/skills-konkurs-impuls-2/
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SKILLS – PRAXIS

概要 ポーランド国籍を有する研究者が国外の研究機関または企業で実務研修を完了することにより、
研究技能向上を支援。 

研究分野 全ての研究分野

機関 ポーランド科学基金（FNP）

応募資格／国籍 （ポーランドに居住し）ポーランドの研究機関に在籍する博士号取得候補者、ポスドク研究者（博士
号取得後12ヵ月以内）、ポーランド在住でポーランドの研究機関に勤務する研究者

支給内容 実務研修は国外の研究機関または企業で実施。生活費手当（月次）、移動手当（月次）、研究用機材（施
設）利用費の還付（該当する場合）

対象期間 1ヵ月～6ヵ月

応募締め切り 年4回

ウェブページ http://www.fnp.org.pl/en/oferta/skills-praxis/

Thesaurus Poloniae

概要 博士号取得候補者（Programme Junior）、および上級研究者（Programme Senior）で、ポーラン
ドの文化遺産に関する研究を行っており、ポーランドに居住していない者が対象。

研究分野 歴史、文化、ポーランドおよび中欧の多文化遺産

機関 クラクフ国際文化センター、ポーランド共和国文化・国家遺産省

応募資格／国籍 国籍不問（ポーランドを除く）

支給内容 Senior Programme：月額3,500ポーランド・ズロチ／770ユーロ
Junior Programme：月額2,500ポーランド・ズロチ／550ユーロ
また、初回の奨学金と同時期に、書籍および補助教材の購入に使用できる一時助成金（1500ポーラ
ンド・ズロチ／330ユーロ）を支給、クラクフ市内にアパートを用意。

対象期間 6週間～3ヵ月

応募締め切り 2月、7月

ウェブページ http://www.mck.krakow.pl/page/thesaurus-poloniae-1

http://www.fnp.org.pl/en/oferta/skills-praxis/
http://www.mck.krakow.pl/page/thesaurus-poloniae-1
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PRELUDIUM - Pre-doctoral Grants

概要 研究キャリアを開始しようとする博士号取得前の研究者が対象。

研究分野 全ての研究分野

機関 国立科学センター（NCN）

応募資格／国籍 ポーランドの受入機関に在籍していることが条件

支給内容 5万ポーランド・ズロチ（12ヵ月）
10万ポーランド・ズロチ（24ヵ月）
15万ポーランド・ズロチ（36ヵ月）

対象期間 12ヵ月～36ヵ月

応募締め切り 年2回

ウェブページ http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/2?language=en

SONATA and SONATA BIS for PhD holders

概要 研究キャリアを開始したばかりの博士号取得科学者（SONATA）または独立した研究リーダーとし
て、新たな研究チームの結成を希望する博士号取得研究者（SONATA BIS）が対象。

研究分野 全ての研究分野

機関 国立科学センター（NCN）

応募資格／国籍 ポーランドの受入機関に在籍していることが条件

支給内容 生命科学、物理学、および工学分野のプロジェクト：最高50万ポーランド・ズロチ
芸術、人文科学、および社会科学分野（SONATA）：最高15万ポーランド・ズロチ
SONATA BISの対象期間（60ヵ月の場合）：150万ポーランド・ズロチ

対象期間 12ヵ月～36ヵ月（SONATA）
36ヵ月～60ヵ月（SONATA BIS）

応募締め切り 年2回

ウェブページ http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy?language=en

HARMONIA

概要 二国間または多国間協力に基づき公示されている国際的なプログラムまたはイニシアティブの枠
組み内で、大規模な国際研究基盤を活用して、国外のパートナーと共同研究を行うことを希望する
科学者が対象。国外のプロジェクトパートナーは、各自資金を調達する必要がある。

研究分野 全ての研究分野

機関 国立科学センター（NCN）

応募資格／国籍 ポーランドの受入機関に在籍していることが条件

支給内容 最高200万ポーランド・ズロチの助成

対象期間 12ヵ月～36ヵ月

応募締め切り 年1回

ウェブページ http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/4?language=en

http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/2?language=en
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy?language=en
http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/4?language=en
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MAESTRO Advanced Grants

概要 科学の発展に重要な学際的研究など、先駆的な研究を行いたいと望む上級研究者が対象。

研究分野 各種分野（NCNの審査会が決定）

機関 国立科学センター（NCN）

応募資格／国籍 ポーランドの受入機関に在籍していることが条件

支給内容 100万～300万ポーランド・ズロチの助成金（芸術、人文科学、および社会科学分野のプロジェク
トについては、50万～300万ポーランド・ズロチ）

対象期間 36ヵ月～60ヵ月

応募締め切り 年1回

ウェブページ http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/5?language=en

SYMFONIA Interdisciplinary grants

概要 研究分野の異なるチームと共同で、学際的研究または複数の領域にまたがる研究を行いたいと望
む研究者が対象。博士号を取得しており、応募前の10年間に2つ以上の研究プロジェクトのプロ
ジェクトリーダーを務めた経験を有する研究者であることが条件。

研究分野 各種分野（NCNの審査会が決定）

機関 国立科学センター（NCN）

応募資格／国籍 ポーランドの受入機関に在籍していることが条件

支給内容 研究設備（割り当ては分野に応じて異なる）

対象期間 36ヵ月～60ヵ月

応募締め切り 年1回

ウェブページ http://www.ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/typy/8?language=en
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ポルトガル
EURAXESS Portugal

概要 ポルトガルにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ http://www.euraxess.pt/

FCT Studentships and Fellowships Programmes

概要 学術・産業界で研究を行う博士課程、ポスドク研究者にフェローシップを提供。

研究分野 全ての研究分野

機関 Fundação para a Ciência e a Tecnologia（FCT）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 博士課程、ポスドク奨学金およびポルトガルでの研究滞在費

対象期間 様々

応募締め切り 9月

ウェブページ http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos

Sabbatical Leave Grants

概要 国内の所属機関でサバティカル（研究休暇）中の博士号取得者を対象とし、国外の大学での研究を
支援するのが目的。

研究分野 全ての研究分野

機関 Fundação para a Ciência e a Tecnologia（FCT）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 月次給付金 

対象期間 3ヵ月～12ヵ月 

募集時期 常時受付

ウェブページ http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/bsab.phtml.en
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http://www.euraxess.pt/
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos
http://www.fct.pt/apoios/bolsas/concursos/bsab.phtml.en
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IST Postdoctoral Fellowships

概要 数理解析・幾何学・動的システムセンター（CAMGSD）のポスドクフェローシップ。

研究分野 数学

機関 CAMGSD

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 月次給付金

対象期間 1年～2年

募集時期 3月

ウェブページ http://camgsd.tecnico.ulisboa.pt/posdoc

EURAXESS Romania

概要 ルーマニアにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ http://www.euraxess.gov.ro/en/

ルーマニア

ル
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セルビア
EURAXESS Serbia

概要 セルビアにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ http://www.euraxess.rs

http://camgsd.tecnico.ulisboa.pt/posdoc
http://www.euraxess.gov.ro/en/
http://www.euraxess.rs


76

スロヴァキア

ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ア

EURAXESS Slovakia

概要 スロヴァキアにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイ
ト。EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報
を提供。

ウェブページ http://www.euraxess.sk/en

Slovak Government Incoming Scholarship

概要 外国籍の学生、博士課程の学生、大学教員および研究者が、スロヴァキアの大学および研究機関に
滞在する際の渡航を支援。

研究分野 全ての研究分野

機関 スロヴァキア科学アカデミー

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 月次給付金

対象期間 1ヵ月～12ヵ月

応募締め切り 4月30日および10月31日

ウェブページ http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-
applicants

Slovak Government Outgoing Scholarship

概要 スロヴァキアの学生、博士課程の学生、大学教員および研究者が、国外の大学および研究機関で研
究を行う際の渡航を支援。

研究分野 全ての研究分野

機関 スロヴァキア科学アカデミー

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 奨学金および渡航助成金

対象期間 1ヵ月～12ヵ月

応募締め切り 4月30日および10月31日

ウェブページ http://www.scholarships.sk/en/main/o-programme

http://www.euraxess.sk/en
http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
www.scholarships.sk/en/main/o-programme
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スロヴェニア
EURAXESS Slovenia

概要 スロヴェニアにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイ
ト。EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報
を提供。

ウェブページ http://www.euraxess.si/en/
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スペイン
EURAXESS Spain

概要 スペインにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ http://www.euraxess.es/eng

Amarout II Europe Programme　欧州AMAROUT II プログラム

概要 経験豊富な研究者および極めて経験豊富な研究者の国境を越えた交流を支援。「経験豊富な」研究
者は、4年以上常勤で研究活動に従事した経験があり、博士号取得者であることが条件。「極めて経
験豊富な」研究者は、大学院の学位を取得しており、10年以上常勤で研究活動に従事した経験があ
ることが条件。

研究分野 ソフトウェア、エネルギー、食品、材料、ナノサイエンス、ネットワーク、水、および社会科学

機関 IMDEA （"Instituto Madrileño de Estudios Avanzados" - マドリッド高等研究機構）

応募資格／国籍 国籍不問（スペインを除く）

支給内容 年俸（税込）

対象期間 1年（ただし、上限2回まで更新可能）

応募締め切り 2012年10月1日～2015年9月30日まで常時受付。審査は年4回

ウェブページ http://amarout.imdea.org/

http://www.euraxess.si/en/
http://www.euraxess.es/eng
http://amarout.imdea.org/
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Stays in Foreign Institutions for Professors and Senior Researchers, including “Salvador de 
Madariaga” Programme

概要 スペインの研究センターに所属する、経験と実績のある大学教授や研究者が対象。

研究分野 全ての研究分野

機関 スペイン教育省

応募資格／国籍 国籍不問 

支給内容 受入先の機関がスペイン領である場合：月額最高1,500ユーロ
受入先の機関がスペイン領でない場合：月額2,500ユーロ～3,100ユーロ（受入先の国によって異
なる）
スペイン国内については、最高1,000ユーロの移動費。
国外の場合は、最高3,000ユーロの移動費。

対象期間 3ヵ月～12ヵ月

応募締め切り 年1回

ウェブページ http://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/profesores/convocatorias.html（スペ
イン語のみ）

Stays at Spanish Institutions for Young PhDs from Abroad

概要 スペイン国外に居住する若手ポスドクの、スペインの研究センターおよび研究グループへの派遣
および受け入れ促進プログラム。

研究分野 全ての研究分野

機関 スペイン教育省

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 月額1,938ユーロ。所属先の国に応じて、現在の所属先から受入機関への移動費として、最高3,000
ユーロまで助成。助成金対象期間の雇用契約（健康保険を含む）

対象期間 9ヵ月～18ヵ月

応募締め切り 年1回

ウェブページ http://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones.html（ス
ペイン語のみ）
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http://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/profesores/convocatorias.html
http://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones.html
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Post-doc Training Programme

概要 研究開発機関に若手研究者を派遣することにより、若手研究者のポスドク教育の促進、研究キャリ
アの支援、および科学教育の一環として、研究者間の交流を強化。

研究分野 全ての研究分野

機関 スペイン経済競争力省（MINECO）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 2013年の助成金募集：225件（1,125万ユーロ）、
雇用契約支援金：年間2万5,000ユーロ（税込給与2万1,500ユーロ以上）

対象期間 2年

応募締め切り 年1回

ウェブページ http://www.mineco.es（スペイン語のみ）

RAMON Y CAJAL PROGRAMME

概要 研究開発機関に優れた科学研究実績のある研究者を派遣することにより、研究者の研究キャリア、
および、スペインの研究開発センター（官民を問わず「非営利目的の」部門）の研究能力の強化を目
指す。

研究分野 全ての研究分野

機関 スペイン経済競争力省（MINECO）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 3万3,720ユーロの助成金（税込給与3万1,600ユーロ + 他の税金）。研究者に対する追加資金：4万
ユーロ（研究開発活動関連の一般経費）。研究開発機関への追加資金：10万ユーロ（新規ポストの
創出）

対象期間 5年

応募締め切り 年1回

ウェブページ http://www.mineco.es（スペイン語のみ）

Hiring contracts for R&D+I Assistant Technicians

概要 研究開発機関の補佐技術者の雇用を支援することにより、科学技術基盤（INF）のパフォーマンス
向上を目指す。高度な技能を有する技術者（教育システムの専門教育部門）であることが条件。

研究分野 全ての研究分野

機関 スペイン経済競争力省（MINECO）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 雇用契約補助金：年間1万2,000ユーロ（税込給与：1万5,000ユーロ以上）

対象期間 3年

応募締め切り 年1回

ウェブページ http://www.mineco.es（スペイン語のみ）

http://www.mineco.es
http://www.mineco.es
http://www.mineco.es
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Ikerbasque Research Fellowships and Professorships

概要 バスク地方の研究機関におけるポスドク研究ポスト（契約）または教授職（永続）を提供する。（EU 
マリー・スクウォドフスカ = キュリー プログラムとの共同出資）

研究分野 全ての研究分野

機関 Ikerbasque

応募資格／国籍 州内派遣研究者：国籍不問（ただし、過去24ヵ月間スペイン以外の国で働いていたことが条件）

支給内容 ポルトガルにおける博士課程・ポスドク奨学金、研究滞在費

対象期間 5年（研究フェローシップ）、永続（教授職）

応募締め切り 4月（研究フェローシップ）、9月（教授職）

ウェブページ http://www.ikerbasque.net/index.php

ス
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http://www.ikerbasque.net/index.php
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スウェーデン
EURAXESS Sweden

概要 スウェーデンにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイ
ト。EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報
を提供。

ウェブページ http://www.euraxess.se

Grants for international recruitment of leading researchers

概要 スウェーデンの単科大学および大学に、世界トップレベルの研究者をスウェーデンに長期的に招
聘する機会を提供。

研究分野 全ての研究分野

機関 スウェーデン研究評議会

応募資格／国籍 国籍不問（ただし、5年以上スウェーデン以外の国に在住している者）

支給内容 研究関連費（年間500万～1500万クローネ）

対象期間 7年～10年

募集時期 2015年は募集なし

ウェブページ http://www.vr.se/inenglish/researchfunding/ourgrants2015/grantsforinternationalre
cruitmentofleadingresearchers.4.7e727b6e14e9ed702b4f85.html

International Career Grant

概要 国際交流、キャリア開発、および研究資源の3種類で構成。2014年1月1日時点で博士号を取得して
2年～7年経過している場合、国際キャリア助成金に応募できる。

研究分野 全ての研究分野

機関 スウェーデン研究評議会

応募資格／国籍 スウェーデンで博士号を取得したか、または、スウェーデン以外の国で同等の学位を取得した、ス
ウェーデンを拠点とする研究者

支給内容 給与、渡航費、指導者養成研修、およびプロジェクト資金

対象期間 3年～4年

募集時期 2月

ウェブページ http://www.vr.se/inenglish/researchfunding/applyforgrants/callforproposals/
closedgrants/internationalcareergrant.5.7e727b6e141e9ed702b12837.html

http://www.euraxess.se
http://www.vr.se/inenglish/researchfunding/ourgrants2015/grantsforinternationalrecruitmentofleadingresearchers.4.7e727b6e14e9ed702b4f85.html
http://www.vr.se/inenglish/researchfunding/ourgrants2015/grantsforinternationalrecruitmentofleadingresearchers.4.7e727b6e14e9ed702b4f85.html
http://www.vr.se/inenglish/researchfunding/applyforgrants/callforproposals/closedgrants/internationalcareergrant.5.7e727b6e141e9ed702b12837.html
http://www.vr.se/inenglish/researchfunding/applyforgrants/callforproposals/closedgrants/internationalcareergrant.5.7e727b6e141e9ed702b12837.html
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Conference Grant

概要 研究者間の国際協力および経験の共有を促進。スウェーデンで働く研究者に、国際的に著名な講
師を招聘し、学会を手配する機会を提供。

研究分野 全ての研究分野

機関 スウェーデン研究評議会 

応募資格／国籍 スウェーデン国籍を有する者

支給内容 スウェーデン国外から招聘する外国の講師の渡航費および滞在費

募集時期 1月、8月 

ウェブページ http://www.vr.se/inenglish/researchfunding

Kerstin Hesselgren, Olof Palme and Tage Erlander Visiting Professorship

概要 スウェーデン国外の優秀な女性研究者を、客員教授としてスウェーデン国内の大学に招聘。
Kerstin-Hesselgren Chairは社会科学および人文科学、Olaf Palme Chairは平和に関連する研究
が対象。

研究分野 人文・社会科学 

機関 スウェーデン研究評議会

応募資格／国籍 スウェーデン以外の国籍を有する者（スウェーデンの機関により推薦された者）

支給内容 給与および渡航費 

対象期間 6ヵ月～1年

募集時期 3月

ウェブページ http://www.vr.se/inenglish/researchfunding/ourgrants2015/visitingprofessorships.4.
24d048381495695985218fe8.html

Future Research Leaders

概要 スウェーデン国内の学術および産業研究におけるリーダー候補の若手研究者をサポート。

研究分野 生命工学、創薬・医薬品開発、生物工学、システム・情報通信技術、材料開発、製造技術

機関 スウェーデン戦略研究財団（SSF）

応募資格／国籍 若手科学者であれば、国籍不問

支給内容 1人当り1,000万クローネ（諸経費を含む）

対象期間 5年

ウェブページ http://www.stratresearch.se/en/Ongoing-Research1/Individual-grants/Future-
research-leaders/

http://www.vr.se/inenglish/researchfunding
http://www.vr.se/inenglish/researchfunding/ourgrants2015/visitingprofessorships.4.24d048381495695985218fe8.html
http://www.vr.se/inenglish/researchfunding/ourgrants2015/visitingprofessorships.4.24d048381495695985218fe8.html
http://www.stratresearch.se/en/Ongoing-Research1/Individual-grants/Future-research-leaders/
http://www.stratresearch.se/en/Ongoing-Research1/Individual-grants/Future-research-leaders/
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Mobility Starting Grants

概要 スウェーデンを拠点とする研究者の国内外の交流を支援。

研究分野 環境、農業科学、および空間設計の分野における需要主導型研究

機関 スウェーデン研究評議会フォーラム

応募資格／国籍 スウェーデンの機関に雇用されている者

対象期間 24ヵ月～48ヵ月 

応募締め切り 4月

ウェブページ http://www.formas.se/en/financing/calls-for-proposals/formas-annual-open-call-
2015-for-mobility-starting-grants-for-young-researchers

Wallenberg Academy Fellows

概要 分野を問わず、最も有望な若手研究者がプロジェクトを実行できるよう長期的に支援。研究者は、
スウェーデンの大学（16校）により指名。

研究分野 全ての研究分野

機関 スウェーデン王立科学アカデミー

応募資格／国籍 国籍不問

対象期間 5年

ウェブページ http://www.wallenbergacademyfellows.se/en/Second-Start-Page/

Joint Japan-Sweden Research Collaboration

概要 国際的パートナーシップを構築することにより、スウェーデンの研究・高等教育を強化。 

機関 スウェーデン研究・高等教育国際協力財団（STINT）／日本学術振興会（JSPS）

応募資格／国籍 スウェーデン／日本を拠点とする者 

対象期間 最長4年

募集時期 9月

ウェブページ http://www.stint.se/en/scholarships_and_grants/joint_japan-swedish

STINT Initiation Grants

概要 戦略的に興味深い新たな国際関係の構築を目指した短期プロジェクトの実施を支援。

研究分野 全ての研究分野 

機関 スウェーデン研究・高等教育国際協力財団（STINT）

募集時期 年4回

ウェブページ http://www.stint.se/en/scholarships_and_grants/initiation_grants

http://www.formas.se/en/financing/calls-for-proposals/formas-annual-open-call-2015-for-mobility-starting-grants-for-young-researchers
http://www.formas.se/en/financing/calls-for-proposals/formas-annual-open-call-2015-for-mobility-starting-grants-for-young-researchers
http://www.wallenbergacademyfellows.se/en/Second-Start-Page/
http://www.stint.se/en/scholarships_and_grants/joint_japan-swedish
http://www.stint.se/en/scholarships_and_grants/initiation_grants
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STINT Postdoctoral Transition Grants

概要 スウェーデン国内の有望な若手研究者（ポスドク後）を対象とした助成金。ポスドク期間中に最低
1年、スウェーデン国外で研究をしていることがひとつの条件。

研究分野 全ての研究分野

機関 スウェーデン研究・高等教育国際協力財団（STINT）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 ポスドク助成金

対象期間 最長3年

応募締め切り 10月

ウェブページ http://www.stint.se/en/scholarships_and_grants/postdoctoraltransitiongrants

STINT Teaching Sabbatical

概要 スウェーデン国外の大学にて研究・教育活動に関わる滞在を支援。

研究分野 全ての研究分野

機関 スウェーデン研究・高等教育国際協力財団（STINT）

応募資格／国籍 スウェーデン国籍。スウェーデンの大学または研究機関で教育に携わっていること。

対象期間 6ヵ月

応募締め切り 9月

ウェブページ http://www.stint.se/en/scholarships_and_grants/teaching_sabbatical

Royal Swedish Academy of Sciences Scholarships

概要 博士課程の学生およびポスドク研究者が、スウェーデン国内で研究活動を行えるよう支援。一般
申請によって支給される資金に加え、特別基金および研究交流費が割り当てられる。

研究分野 天文学、宇宙科学、生物科学、化学、工学、地球科学・地理学、人文科学、数学、医学、物理学、およ
び社会科学

機関 スウェーデン王立科学アカデミー

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 博士課程の学生：最高10万クローネの奨学金。
過去5年～6年以内に博士号を取得したポスドク研究者：最高30万クローネ

対象期間 最長1年

応募締め切り 研究分野により異なる。詳細は、ウェブサイトを確認のこと。

ウェブページ http://www.kva.se/en/GrantsFunding/Scholarships/

http://www.stint.se/en/scholarships_and_grants/postdoctoraltransitiongrants
http://www.stint.se/en/scholarships_and_grants/teaching_sabbatical
http://www.kva.se/en/GrantsFunding/Scholarships/
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COFAS International Postdoc Programme (Incoming)

概要 優秀な若手研究者のスウェーデン招聘を奨励。過去5年以内に博士号を取得していることが条件。

研究分野 健康、労働生活、および福祉

機関 スウェーデン健康・労働生活・福祉研究評議会（FORTE）

応募資格／国籍 大多数の国籍

支給内容 給与、家族手当、および渡航費

対象期間 最長2年

応募締め切り 3月

ウェブページ http://www.forte.se/en/calls-for-proposals/

COFAS International Postdoc Programme (Outgoing)

概要 スウェーデンの若手研究者が視野を広げ、博士号を取得した場所とは異なる研究環境を訪問する
のを奨励。 

研究分野 健康、労働生活、および福祉

機関 スウェーデン健康・労働生活・福祉研究評議会（FORTE）

応募資格／国籍 スウェーデンの大学または単科大学に雇用されている者

支給内容 給与、家族手当、および渡航費

対象期間 最長3年（帰国後の助成を含む）

応募締め切り 3月

ウェブページ http://www.forte.se/en/calls-for-proposals/

http://www.forte.se/en/calls-for-proposals/
http://www.forte.se/en/calls-for-proposals/
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Mobility for Growth - VINNMER

概要 交流を通じてキャリア開発を支援する、EUのマリー・スクウォドフスカ = キュリープログラムと
の共同出資による助成金。プログラムには、以下の提案募集が含まれる。
• VINNMER Marie Curie Incoming（http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-

rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Marie-Curie-Incoming/）
• VINNMER Marie Curie Industry Outgoing（http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-

rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Marie-Curie-Industry-Outgoing/）
• Strategic mobility in Open innovation

スウェーデン・イノベーション・システム庁（VINNOVA）は、上記募集への申請者に対し、まず企
画助成金に応募することを推奨している。企画助成金の提案については、以下の2つの募集があり、
企画プロジェクトの種類に応じて提出する。
• VINNMER Marie Curie Incoming – Planning Grant（http://www.vinnova.se/sv/

Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Incoming---planning-
grant/）

• VINNMER Marie Curie Industry Outgoing – Planning Grant（http://www.vinnova.
se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Industry-Outgoing---
planning-grant/）

研究分野 全ての研究分野

機関 スウェーデン・イノベーション・システム庁（VINNOVA）

応募資格／国籍 募集により異なる（国外派遣または国内招聘）が、博士号または4年以上常勤で研究活動に従事し
た同等の経験を有する、スウェーデン国内外の経験豊富な研究者

応募締め切り 年2回（期日は異なる）

ウェブページ http://vinnova.se/en/Our-acitivities/Innovativeness-of-specific-target-groups/The-
Knowledge-Triangle/Mobility-for-Growth/
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http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Marie-Curie-Incoming/
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Marie-Curie-Incoming/
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Marie-Curie-Industry-Outgoing/
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Marie-Curie-Industry-Outgoing/
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Incoming---planning-grant/
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Incoming---planning-grant/
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Incoming---planning-grant/
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Industry-Outgoing---planning-grant/
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Industry-Outgoing---planning-grant/
http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Industry-Outgoing---planning-grant/
http://vinnova.se/en/Our-acitivities/Innovativeness-of-specific-target-groups/The-Knowledge-Triangle/Mobility-for-Growth/
http://vinnova.se/en/Our-acitivities/Innovativeness-of-specific-target-groups/The-Knowledge-Triangle/Mobility-for-Growth/
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スイス
EURAXESS Switzerland

概要 スイスにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ http://www.euraxess.ch
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トルコ
EURAXESS Turkey

概要 トルコにおける研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。
EURAXESSサービスセンターも、同国への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポート情報を
提供。

ウェブページ http://euraxess.tubitak.gov.tr

2221 Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave

概要 トルコにおいて、ワークショップ／学会／講義の開催、または、研究活動を希望する国際的な科学
者／研究者が対象。

研究分野 全ての研究分野

機関 TUBITAK

応募資格／国籍 トルコ以外の国籍を有する者

支給内容 渡航費およびその他の費用

対象期間 最長12ヵ月

募集時期 定期募集 

ウェブページ http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-
programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-
sabbatical-leave
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コ

http://www.euraxess.ch
http://euraxess.tubitak.gov.tr
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
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2216 Research Fellowship Programme for International Researchers

概要 世界中の優秀な博士課程の学生および若手ポスドク研究者がトルコで研究を進めることができるよ
う支援。

研究分野 全ての研究分野

機関 TUBITAK

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 月給、渡航費、研究助成金

応募締め切り 4月／10月

ウェブページ http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-
programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-
researchers

Graduate Scholarship Program For International Students (CODE 2215)

概要 トルコで大学院の学位を取得することを望む留学生のための、トルコ科学技術研究会議（TUBITAK）
による奨学金。

研究分野 自然科学、工学・テクノロジー、医学、農業科学、社会科学および人文科学（臨床医学における専門・
下位専門の研修プログラムまたはフェローシップ研修プログラムは除く）

機関 TUBITAK

応募資格／国籍 トルコ以外の国籍を有する者 

支給内容 月額1,800トルコリラ（TL）の奨学金（博士課程の学生）、月々の健康保険手当、
授業料（最高2,000トルコリラ）

対象期間 博士課程登録日から最長5年

応募締め切り 2月、9月

ウェブページ http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/international-
programmes/content-2215-graduate-scholarship-programme-for-international-
students

http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-international-researchers
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/international-programmes/content-2215-graduate-scholarship-programme-for-international-students
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/international-programmes/content-2215-graduate-scholarship-programme-for-international-students
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/international-programmes/content-2215-graduate-scholarship-programme-for-international-students
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英国
EURAXESS UK

概要 英国における研究奨学金、研究職、およびフェローシップの情報を提供するポータルサイト。同国
への渡航・移住に関するアドバイスおよびサポートも提供。

ウェブページ http://www.britishcouncil.org/new/euraxess/

AHRC Leadership Fellows' Scheme

概要 研究リーダーまたはリーダー候補の研究者が、共同作業とともに、個別に焦点を絞った研究を実施
できるよう支援。一般的なフェローシップと若手研究者向けフェローシップがある。2014年5月
以降、「Leadership Fellows' Scheme」に名称変更。

研究分野 芸術および人文科学

機関 芸術人文科学研究会議（AHRC）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 5万ポンド～25万ポンド

対象期間 6ヵ月～18ヵ月

募集時期 常時受付

ウェブページ http://www.ahrc.ac.uk/funding/opportunities/current/leadershipfellows/

AHRC Research Networking

概要 特定のテーマ、課題、または問題に関し議論および意見交換を行うフォーラムを支援。短期ワーク
ショップ、セミナー、ネットワーキング活動などのイベントを通じて、研究者と出資者間の交流促
進を目的とする。

研究分野 芸術および人文科学

機関 芸術人文科学研究会議（AHRC）

応募資格／国籍 海外に提携先を有し、英国を拠点とする研究者

支給内容 最高4万5,000ポンド

募集時期 常時受付 

ウェブページ http://www.ahrc.ac.uk/Funding-Opportunities/Pages/Research-Networking.aspx

http://www.britishcouncil.org/new/euraxess/
http://www.ahrc.ac.uk/funding/opportunities/current/leadershipfellows/
http://www.ahrc.ac.uk/Funding-Opportunities/Pages/Research-Networking.aspx
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AHRC International Placements Scheme (IPS)

概要 若手研究者、博士課程レベルの研究助手、および芸術人文科学研究会議（AHRC）／経済・社会研究
会議（ESRC）*の助成金を受給している博士課程の学生を対象とした、世界トップレベルの国際研
究機関における研究フェローシップ。2014年から、IPSフェローシップは、米国各地および日本の
人間文化研究機構でも利用できるようになった。

研究分野 芸術および人文科学

機関 芸術人文科学研究会議（AHRC）および経済・社会研究会議（ESRC） ― *ESRCの候補者は、米国議
会図書館（Library of Congress）に対してのみ応募資格がある。

応募資格／国籍 AHRCまたはESRC博士課程助成金の受給者、または、英国の研究機関に在籍する若手研究者

支給内容 6つのIPS提携機関の内のいずれかの機関との、海外研究奨学金。
渡航費およびビザ申請費用として、700ポンド～800ポンド、生活手当として、月額1200ポンド 

対象期間 2ヵ月～6ヵ月間

募集時期 年1回（秋／冬）

ウェブページ http://www.ahrc.ac.uk/Funding-Opportunities/Pages/
InternationalPlacementScheme.aspx

BBSRC David Phillips Scholarship

概要 高い潜在能力を示し、独立した研究者としてのキャリアを築くことを望む科学者が対象。

研究分野 バイオテクノロジーおよび生物科学

機関 バイオテクノロジー・生物科学研究会議（BBSRC）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 奨学金には、研究者個人の給与および相当額のフェローシップを含む

対象期間 5年

募集時期 7月

ウェブページ http://www.bbsrc.ac.uk/funding/fellowships/david-phillips.aspx

BBSRC International Workshops

概要 BBSRCの戦略として重要なテーマを扱った共同研究を促進し、英国の研究者と国外の研究者が、
共通の研究対象を見出し、国際協力の可能性を模索できるよう、両者の橋渡しをする。

研究分野 バイオテクノロジーおよび生物科学

機関 バイオテクノロジー・生物科学研究会議（BBSRC）

応募資格／国籍 国籍不問、アメリカ合衆国、カナダ、ブラジル、EU加盟国、日本、中国、台湾、インド、韓国、オー
ストラリア、およびニュージーランドの方は特に奨励。

支給内容 年間約8件の助成（1件あたり約1万ポンドを支給）。
ワークショップ開催地は、英国内・外を問わない

募集時期 年1回（9月中旬～11月中旬）

ウェブページ http://www.bbsrc.ac.uk/science/international/international-workshops.aspx

http://www.ahrc.ac.uk/Funding-Opportunities/Pages/InternationalPlacementScheme.aspx
http://www.ahrc.ac.uk/Funding-Opportunities/Pages/InternationalPlacementScheme.aspx
http://www.bbsrc.ac.uk/funding/fellowships/david-phillips.aspx
http://www.bbsrc.ac.uk/science/international/international-workshops.aspx


91

英
国

BBSRC International Scientific Interchange Scheme (ISIS)

概要 海外の機関との新たな関係構築を通じ、BBSRCが出資する研究の国際展開を支援する。

研究分野 バイオテクノロジーおよび生物科学

機関 バイオテクノロジー・生物科学研究会議（BBSRC）

応募資格／国籍 BBSRCの支援を受けている研究者

支給内容 短期出張手当：（通常、初会合など）国際的なプログラム（ホライズン2020、ヒューマン・フロンティ
ア・サイエンス・プログラムなど）に向け、共同研究の開始、提案書の作成を目的として、研究者
が国外に渡航する際に利用できる。
長期出張手当：最長12ヵ月間、国外に滞在する研究者が対象
利用手当：BBSRCプロジェクトもしくは英国の研究チームに有益であると考えられる、特定の作
業の実施、英国で利用できない施設・設備の利用、または、新しい技術もしくは資材の入手・利用
を目的として、別の国に最長1ヵ月滞在する場合
助成金は、渡航費および最低限の生活費（通常5,000ポンド以下）に限定。
短期または長期出張旅費

募集時期 遅くとも、渡航の6週間以上前

ウェブページ http://www.bbsrc.ac.uk/funding/internationalfunding/isis.aspx

BBSRC Japan Partnering Awards

概要 英国と海外の研究機関間の協力関係を構築し、科学者、特に若手科学者間の交流および施設の利用
を促進。

研究分野 バイオテクノロジーおよび生物科学

機関 バイオテクノロジー・生物科学研究会議（BBSRC）

応募資格／国籍 BBSRC研究助成金の現受給者。英国の学術コンソーシアム（2つ以上の大学、研究機関、団体等か
ら成る共同体）も応募可。

支給内容 １つ以上の日本の同等の機関と提携する場合、1名以上の研究者の渡航費（日英／英日）、施設訪問
／利用、スコーピング調査、ワークショップおよびネットワーク作り、研究者交流、ならびに、そ
の他の共同作業を支援する目的で、英国のパートナーに、通常4年間で最高5万ポンド

募集時期 年1回（9月中旬～11月中旬）

ウェブページ http://www.bbsrc.ac.uk/science/international/japan.aspx

http://www.bbsrc.ac.uk/funding/internationalfunding/isis.aspx
http://www.bbsrc.ac.uk/science/international/japan.aspx
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Daiwa Foundation Small Grant and Award　大和日英基金 奨励助成および重点助成

概要 視覚芸術・舞台芸術、人文科学、社会科学、科学・工学、数学、ビジネス研究、および教育の分野に
おける、英国と日本の個人および機関が対象。学校、大学、草の根レベルの団体および専門家によ
る団体を含む。

研究分野 全ての研究分野

機関 大和日英基金

応募資格／国籍 英国

支給内容 助成金の種類に応じて異なる。
奨励助成：最高7,000ポンド、
重点助成：7,000ポンド～1万5,000ポンド

応募締め切り 3月、9月

ウェブページ http://www.dajf.org.uk/grants-awards-prizes/daiwa-foundation-small-grants?lang=jp
（奨励助成）
http://www.dajf.org.uk/grants-awards-prizes/daiwa-foundation-awards?lang=jp（重点
助成）

EPSRC Fellowships

概要 3段階のキャリアレベル（ポスドク、若手、および上級）の研究者が対象。

研究分野 工学および物理科学。特に、物理科学、工学、ICT、数理科学、未来の製造技術、医療技術、エネルギー、
環境変動との共生、複合科学、デジタル経済

機関 工学・物理科学研究会議（EPSRC）

応募資格／国籍 国籍不問

募集時期 常時受付

ウェブページ https://www.epsrc.ac.uk/skills/fellows/

EPSRC Overseas Travel Grants

概要 海外への渡航費および滞在費を助成。助成金は、新技術を学ぶための英国以外の著名な機関への
訪問、国際共同研究の開始または発展を目的とした国外への渡航に使用できる。

研究分野 工学および物理科学

機関 工学・物理科学研究会議（EPSRC）

応募資格／国籍 英国

支給内容 渡航費、生活費、およびその他の費用

対象期間 短期

募集時期 常時受付

ウェブページ https://www.epsrc.ac.uk/funding/howtoapply/routes/international/otgs/

http://www.dajf.org.uk/grants-awards-prizes/daiwa-foundation-small-grants?lang=jp
http://www.dajf.org.uk/grants-awards-prizes/daiwa-foundation-awards?lang=jp
https://www.epsrc.ac.uk/skills/fellows/
https://www.epsrc.ac.uk/funding/howtoapply/routes/international/otgs/
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ESRC International Co-Investigators Policy

概要 （英国の研究機関を拠点とする）ESRC助成金の申請者には、英国以外の国の共同研究者が含まれる
ことが望ましい。

研究分野 社会科学

機関 経済・社会研究会議（ESRC）

応募資格／国籍 英国以外の国を拠点とする全ての研究者（英国民を含む）

支給内容 プロジェクト予算のESRC負担分の30%を上限に、直接発生費、海外の研究助手、および必要に応
じて、国外の共同研究者が負担する給与コストを助成。

募集時期 特に指定のない限り、ESRCが出資する全ての募集

ウェブページ http://www.esrc.ac.uk/files/funding/guidance-for-applicants/international-co-
investigator-policy-guidance/

International Opportunities Fund

概要 自然環境研究会議（NERC）の戦略的優先事項と足並みを揃えた国際協力を促進し、英国の環境研
究能力および知識交換能力に付加価値を与えることを目的とする。長期的な協力、進行中の自立
的活動および／または影響力の強い知識の構築を促進。

研究分野 環境

機関 自然環境研究委員会（NERC）

応募資格／国籍 英国。申請には、海外のパートナーの支援を含めることができる

対象期間 年間4～6件の奨学金。1件あたり最高30万ポンドを支給。海外からの共同出資を奨励

応募締め切り 夏

ウェブページ http://www.nerc.ac.uk/research/international/iof/

Newton International Fellowships　ニュートン・インターナショナル・フェローシップ

概要 世界中の研究者を対象としたポスドクフェローシップ。

研究分野 全ての研究分野

機関 ブリティッシュ・アカデミー、英国王立協会

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 月給および研究予算

対象期間 2年

募集時期 2月

ウェブページ http://www.newtonfellowships.org

http://www.esrc.ac.uk/files/funding/guidance-for-applicants/international-co-investigator-policy-guidance/
http://www.esrc.ac.uk/files/funding/guidance-for-applicants/international-co-investigator-policy-guidance/
http://www.nerc.ac.uk/research/international/iof/
http://www.newtonfellowships.org


94

英
国

Royal Society International Exchanges Scheme

概要 単発の訪問または2国間の出張により、海外のトップクラスの研究者との新たな共同研究の活発化
を希望する英国在住の研究者が対象。博士号を取得していることが応募の条件。

研究分野 生命科学および物理科学（工学を含む。臨床医学分野は対象外）

機関 英国王立協会

応募資格／国籍 英国および日本を拠点とする研究者

支給内容 支給される助成金額は訪問期間によって異なる

募集時期 通年

ウェブページ http://royalsociety.org/grants/schemes/international-exchanges/

Sasakawa Butterfield Awards　ササカワ財団バターフィールド基金

概要 日本と英国の専門家による試験的な交流および共同研究の促進を目的とする。

研究分野 薬物の科学的、臨床的、社会的、経済的側面の研究

機関 ササカワ財団

応募資格／国籍 英国および日本を拠点とする研究者

支給内容 渡航費

応募締め切り 12月

ウェブページ http://www.gbsf.org.uk/butterfieldawards/index.html

STFC Fellowships (Ernest Rutherford Fellowship)

概要 リーダーとしての資質を明確に備えた若手研究者が、強力かつ独立した研究プログラムを確立で
きるよう支援。

研究分野 天文学、太陽科学および惑星科学、素粒子物理学、素粒子、天体物理学、宇宙論、核物理学

機関 科学技術施設研究会議（STFC）

応募資格／国籍 STFCが承諾する、英国の研究機関による奨学金を受給していることが条件。国籍不問

支給内容 給与、旅費、最低生活費、設備等の支援。研究補助金として、多額の追加助成金への申請が可能

対象期間 最長5年

募集時期 9月

ウェブページ http://www.stfc.ac.uk/1826.aspx

http://royalsociety.org/grants/schemes/international-exchanges/
http://www.gbsf.org.uk/butterfieldawards/index.html
http://www.stfc.ac.uk/1826.aspx
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その他の研究助成団体および研究機関
EORTC Medical Research Fellowship　（ベルギー）

概要 癌の臨床研究に関心がある医師および統計学者を対象に、臨床研究の方法論について研修を行い、
欧州がん研究・治療機構（EORTC）のデータベースで入手可能なデータを基に、研究プロジェクト
や博士論文を完成できるよう支援。

研究分野 癌／医学

機関 がん品質の研究と治療のための欧州機関（EORTC）

応募資格／国籍 全ての研究分野

支給内容 年間1万8,000ユーロ～2万5,000ユーロの助成金

対象期間 1年（最長3年まで更新可能）

応募締め切り 常時受付

ウェブページ http://www.eortc.org/career-opportunities/medical-research-fellow

European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) Alain Bensoussan 
Fellowships

概要 ポスドクであれば、国籍不問。対象期間12ヵ月。欧州情報処理数学研究コンソーシアム（ERCIM）
のネットワークに属する、欧州のトップレベルの研究機関で研究に従事することが条件。

研究分野 コンピュータ・サイエンス、情報技術、応用数学における大半の分野を含む主題

機関 欧州情報処理数学研究コンソーシアム（ERCIM）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 月給

対象期間 12ヵ月

応募締め切り 4月

ウェブページ https://fellowship.ercim.eu

European Respiratory Society Short-Term Fellowships

概要 呼吸器学における研究キャリアを開始して間もない若手科学者および臨床医が、出身国以外の欧
州の国に短期滞在できるよう支援。

研究分野 呼吸器内科／科学（医学士、理学修士、博士、医学博士）または同等の分野

機関 ヨーロッパ呼吸器学会（ERS）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 月次給付金

対象期間 1ヵ月～3ヵ月

応募締め切り 4月／10月

ウェブページ http://www.ersnet.org/ers-funding/fellowships/short-term.html

www.eortc.org/career-opportunities/medical-research-fellow
https://fellowship.ercim.eu
http://www.ersnet.org/ers-funding/fellowships/short-term.html
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European Respiratory Society Long-Term Fellowships

概要 研究キャリアの初期段階にいる研究者および臨床医が、基礎研究プロジェクト、橋渡し研究プロ
ジェクト、または臨床研究プロジェクトを実行し、先端研究手順および技術を取得・適用できるよ
う支援。

研究分野 呼吸器内科／科学（医学士、理学修士、博士、医学博士）または同等の分野

機関 ヨーロッパ呼吸器学会（ERS）

応募資格／国籍 国籍不問

支給内容 月次給付金

対象期間 6ヵ月～12ヵ月

応募締め切り 1月

ウェブページ http://www.ersnet.org/ers-funding/fellowships/long-term.html

Human Frontier Science Program Research Grants

概要 生命体の複雑なメカニズムに焦点を当てた新規性のある、革新的かつ学際的な基礎研究を支援。
分子レベルおよび細胞レベルのアプローチからシステム、認知神経科学、および生物間の相互作用
まで、多岐に渡る主題が対象。
独立した研究者で構成される研究チームが新たな研究分野を開拓できるよう支援。
ポスドクは対象外とする。 

研究分野 生命科学／各専門分野

機関 ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム（HFSP）

応募資格／国籍 国際研究チーム（募集要項の国リストを参照のこと）

支給内容 最高45万米ドル

対象期間 3年

応募締め切り 3月

ウェブページ http://www.hfsp.org/funding/research-grants

Human Frontier Science Program Career Development Award

概要 過去にHFSPのフェローであった研究者が、自国またはHFSPの加盟国において、独立した研究者と
して、研究室を立ち上げ、独自の研究プログラムに着手できるよう支援。

研究分野 生命科学

機関 ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム（HFSP）

応募資格／国籍 現在ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム推進機構（HFSPO）の長期／学際的フェ
ローシップを受給している、または、過去にHFSPO長期／学際的フェローシップを受給していた
ことが条件。

支給内容 総額30万米ドル

対象期間 3年

応募締め切り 11月

ウェブページ http://www.hfsp.org/funding/career-development-awards

http://www.ersnet.org/ers-funding/fellowships/long-term.html
http://www.hfsp.org/funding/research-grants
http://www.hfsp.org/funding/career-development-awards
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Human Frontier Science Program Postdoctoral Fellowships

概要 若手科学者が、新たな研究分野に移行し、新たな国で働きながら、幅広い研究スキルを身に付ける
ことができるよう支援。
• 長期フェローシップ（LTF）は、博士号取得分野またはポスドク研究分野とは大きく異なる、生命
科学分野においてプロジェクトを提案することで、専門知識を広げたいと考えている、生物学
分野の博士号取得研究者が対象。

• 学際的フェローシップ（CDF）は、生命科学以外の分野（物理学、化学、数学、工学、またはコン
ピュータ・サイエンス）で博士号を取得しているが、過去の実習において生物学に触れる機会
が限られていた研究者が対象。

研究分野 生命科学／学際的分野

機関 ヒューマン・フロンティア・サイエンス・プログラム（HFSP）

応募資格／国籍 HFSPOが支援する国で働くこと（ガイドライン参照）

支給内容 月々の手当、研究費、出張予算

対象期間 3年

募集時期 夏（事前登録が必要）

ウェブページ http://www.hfsp.org/funding/postdoctoral-fellowships

IIASA Postdoctoral Fellowship

概要 IIASAの研究課題に関連する主題についての研究を対象に、毎年4件のポスドク奨学金を提供。

研究分野 地球変動（エネルギーおよび気候変動、食糧・水、貧困・公平性）に係る緊急課題分野において、政
策志向の研究を行うための応用システム解析

機関 国際応用システム分析研究所（IIASA）（オーストリア、ルクセンブルク）

応募資格／国籍 国籍不問（ただし、IIASAの加盟国出身の応募者を優先）

支給内容 ルクセンブルクへの往復移動費、
出張旅費の援助（月単位、上限あり）、
国際水準の奨学金、健康保険等の手当

対象期間 2年

応募締め切り 4月、10月

ウェブページ http://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdocs.html

Kansai Research Foundation for Technology Promotion　関西エネルギー・リサイクル科学研究振興財団

概要 研究助成金および国際交流支援の2種類の助成金がある。エネルギー再生および防災分野が対象。

機関 関西エネルギー・リサイクル科学研究振興財団（KRF）

応募資格／国籍 日本の研究機関を拠点としていること。

募集時期 研究助成金：8月
国際交流：2月、7月

ウェブページ http://www.krf.or.jp/index1.htm

http://www.hfsp.org/funding/postdoctoral-fellowships
http://www.iiasa.ac.at/web/home/education/postdocs.html
http://www.krf.or.jp/index1.htm
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Suntory Foundation　サントリー文化財団

概要 政治、経済学、社会、文化等の社会科学および人文科学分野において、国際的かつ学際的に重要な、
現在進行中の研究活動を支援。

研究分野 社会科学および人文科学

機関 サントリー文化財団

応募資格／国籍 日本の研究機関を拠点としていること。

応募締め切り 4月

ウェブページ http://www.suntory.co.jp/sfnd/research/index.html

Takeda Science Foundation　武田科学振興財団

概要 日本の研究機関を拠点とする研究者が対象。

研究分野 生命科学、医学、または薬学

機関 武田科学振興財団

応募資格／国籍 日本の研究機関を拠点とする研究者

募集時期 随時

ウェブページ http://www.takeda-sci.or.jp/assist/index.html

SHIONOGI Science Programme

概要 新規標的分子、バイオマーカーや創薬・製剤技術の研究を支援。

研究分野 化学、生物化学、薬学

機関 シオノギ製薬

支給内容 革新的な研究プロジェクト

募集時期 秋

ウェブページ http://www.shionogi.co.jp/ssp/（英語による2015年の募集）
http://www.shionogi.co.jp/ssp/jp/（日本語による2014年の募集 ※終了）

http://www.suntory.co.jp/sfnd/research/index.html
http://www.takeda-sci.or.jp/assist/index.html
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