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未来のサイエンスリーダーを育てる
「さくらサイエンスプラン」とは…

　研究開発を促進しその成果をイノベーションにつなげることは、将来に向けた各国共通の課題です。
とりわけ日本は、グローバルな研究環境を整え、アジアの優秀な人材との交流が急務となっています。

　科学技術振興機構(JST)が2014年にスタートした「さくらサイエンスプラン（日本・アジア青少年
サイエンス交流事業）」は、アジアを中心とする国・地域から優秀な若者を日本へ短期間招き、日本の
先端的な科学技術や文化に触れていただくための事業です。この事業は、

・日本とアジアを中心とする国・地域との友好関係の強化
・日本の教育研究機関のグローバル化
に貢献し、
・科学技術に貢献しうる海外からの優秀な人材との継続的な研究等の交流の促進
を図ることを目的とし、ひいては日本や世界の科学技術の発展に寄与することを目指しています。

　初年度から2018年度までの5年間で本事業により、41の国と地域から26,380人の若者が来日
しました。来日した若者たちは全国各地の教育機関・研究機関などでの交流プログラムに参加し、
科学技術に関する好奇心・探求心を高め、将来、世界のサイエンスリーダーとなり、活躍すること
が期待されています。

　また、参加者はプログラムの終了後には「さくらサイエンスプラン」の同窓会組織である「さく
らサイエンスクラブ」のメンバーとなり、帰国後もその交流の輪はますます拡がっています。

● 日本への招へい対象者は、東アジア、ASEAN諸国、南アジア、中央アジア、島しょ国など、41の国・
地域＊の40歳以下の学生、若い研究者、科学技術に関わる業務に従事する方々などです。
＊詳しい国・地域名は６ページをご覧下さい。

● 日本国内における短期滞在型の交流プログラム（７日～３週間）で多様なコースが用意されてい
ます。

● 受入れ機関となるのは、日本全国の大学、高専、高校、研究機関、企業、地方公共団体、各種
団体などです。

● 交流プログラム実施に関わる必要経費＊＊（渡航費・滞在費など）は、JSTにより支援されます。
＊＊企業が受入れ機関となる場合は、渡航費のみの支援となり、滞在費などは企業に負担していただきます。

招へい実績＊と事業予算
＊一般公募プログラムとJST直接招へいプログラムの合計

（単位：人）

国・地域別招へい者数
（2014年～2018年度：計26,380人） 拡大するさくらサイエンスプラン
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インドネシア
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マレーシア
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「さくらサイエンスプラン」での招へい

科学技術分野で、
優秀な若手人材を選抜

プログラムの支援

日本全国の
受入れ機関にて
プログラムを実施

ノーベル賞受賞
科学者による授業

大学・研究現場の訪問

日本の若者・研究者との交流 科学館の見学

受入れ機関独自の
ノウハウを生かした交流の提案

〈さくらサイエンスプランの概要図〉
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「さくらサイエンスプラン」の２つのプログラム

一般公募
プログラム

日本と海外の大学・研究機関・科学技術
関連団体などにおける「草の根交流」
を促進し、国境を超えた人的ネットワー
クの構築、共同研究や若手人材交流
が活発化されることを目的とします。

JST直接招へい
プログラム

JST直接招へいプログラムではJSTが
直接受入れ機関となりプログラムを
立案し、海外の若者を招へいします。

「ハイスクールプログラム」はアジアなどの優秀な高校生
を招へいし、日本の最先端の科学技術を学習する機会を提供し

ます。プログラムの内容は多岐にわたります。

　・ノーベル賞受賞者などによる特別授業への参加

　・著名な日本の大学・研究機関の訪問

　・日本の高校生との交流

　・駐日大使館の訪問

2014年度から2018年度までの５年間で、計39コース、41の国・
地域からの合計4,456人の高校生と引率者を招へいしました。

「科学技術関係者招へいプログラム」はアジアなどの
科学技術関係者を日本に招へいし、日本の科学技術行政、

教育行政などについて理解を深めていただくことを目的に実施

するプログラムです。

ハイスクールプログラム
ノーベル賞受賞の
大隅良典先生の講演
筑波大学附属駒場高校にて
（2019年4月23日）

A　科学技術体験コース
日本の受入れ機関が用意するプログラム（見学、実験、意見交換等）
に参加する。（滞在は７日間まで）

B　共同研究活動コース
日本の受入れ機関において明確な研究テーマについて共同研究活動を
行う。（滞在は３週間まで）

C　科学技術研修コース
科学技術分野の技術や能力の習得を目的に、日本の受入れ機関など
において集中的な研修を行う。（滞在は10日間まで）

①一般公募プログラムの種類

海外の優秀な若者のために特別なプログラムが用意されています

②実施までのプロセス

公募期間は通年です。年度内には数回の締切日があり、そ
の期日までの応募分を審査して、採択プログラムを決定し
ます。
最新のスケジュールは下記URLでご確認ください。
https://ssp.jst.go.jp/form/index.html

③公募の申請期間
2014年から2018年までの５年間で、計2,237件（応募: 
3,137件）の交流プログラムが実施され、21,187人の招へい
が実現しました。
プログラムを実施する機関
の数も年々増えています。

④これまでの実績

一般公募の交流プログラムの様子は、さくらサイエンスプランHPで
紹介されています。

海外の
送出し機関と
日本の
受入れ機関が
相談し、
交流プログラム
を作成

日本の
受入れ機関が
JSTにプログラム
を申請

有識者による
JST選考委員会が
採択プログラムを
決定

プログラム
スタート！

JSTが必要経費
（渡航費・滞在費
など）を支援

JSTと
受入れ機関が
実施契約を
締結

ハイスクールプログラム
東京理科大学栄誉教授
藤嶋昭先生から
光触媒について学ぶ
埼玉県立越谷北高校にて
(2019年7月10日）

ハイスクールプログラム
日本とブータンの高校生
が仲良くおしゃべり
神奈川県立厚木高校にて
（2019年4月24日）

ASEAN科学技術関係者
招へいプログラムでの
ワークショップ
10カ国およびASEAN
事務局から26人招へい
（2018年11月8日）

岐阜薬科大学と中国薬科大学
との交流プログラム
薬物血中濃度を測る実験
（2018年10月）

一般公募のプログラムは、日本全国で展開されています

栃木県小山市による
台湾・シンガポールの高校生の招へい
国立小山工業高等専門学校の生徒と合同で
簡易ロボットの製作および実験（2018年8月）

（2014～2018年度の合計）

高エネルギー加速器研究機構における
タイ３大学からの招へい
超流動ヘリウムの実習
（2018年9月）

活動報告のページ

https://ssp.jst.go.jp/report/nendo.html

送出し機関数 受入れ機関数

1,771 320
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中央アジア

東南アジア

東アジア

島しょ国

南西アジア

ノーベル賞受賞者の方々から、「私たちはさくらサイエンスプランが、未来の科学技術のため
に継続されることを期待しています。」と力強い応援メッセージをいただいています。

江崎　玲於奈

利根川　進

白川　英樹

野依　良治

田中　耕一

小林　誠

益川　敏英

鈴木　章

さくらサイエンスプランの支援の輪が拡がっています

この他にも学界、産業界や招へい対象国・地域の駐日大使、友好議員連盟に、サポーターとして
応援していただいています。
この他にも学界、産業界や招へい対象国・地域の駐日大使、友好議員連盟に、サポーターとして
応援していただいています。

さくらサイエンスプランの対象となる41の国・地域（2019年度）

（1973年　物理学賞）

（1987年　生理学・医学賞）

（2000年　化学賞）

（2001年　化学賞）

（2002年　化学賞）

（2008年　物理学賞）

（2008年　物理学賞）

（2010年　化学賞）

根岸　英一

山中　伸弥

赤﨑　勇

天野　浩

中村　修二

大村　智

梶田　隆章

大隅　良典

（2010年　化学賞）

（2012年　生理学・医学賞）

（2014年　物理学賞）

（2014年　物理学賞）

（2014年　物理学賞）

（2015年　生理学・医学賞）

（2015年　物理学賞）

（2016年　生理学・医学賞）

ブルネイ、カンボジア、
東ティモール、
インドネシア、
マレーシア、ミャンマー、
フィリピン、ラオス、
シンガポール、タイ、
ベトナム

バングラデシュ
ブータン
インド
モルディブ
ネパール
パキスタン
スリランカ

フィジー、
マーシャル諸島、
ミクロネシア連邦、
パラオ、
パプアニューギニア、
サモア、ソロモン諸島、
トンガ

アルゼンチン
ブラジル
チリ
コロンビア
メキシコ
ペルー

中国
韓国
モンゴル
台湾

カザフスタン
キルギス
タジキスタン
トルクメニスタン
ウズベキスタン

その他地域＊

＊試行的に実施

インドでの同窓会の様子（2018年10月）

「さくらサイエンスプラン」の効果

科学技術外交における顕著な効果

ハイレベルの外交場面で、中国・習近平主席、インド・モディ首相、スリランカ・ウィクラマシンハ首
相など、各国要人から高い評価と支持を獲得しています。

さくらサイエンスプランを高く評価した中国政府は、日本の若手行政官等を中国へ短期招へいするプ
ログラムを実施しています。万鋼・中国科学技術部長（当時）による招聘枠拡大の表明もあり、2019
年6月までに、延べ436人が招へいされました。

日本への理解度・
好感度が向上

第21回 日ASEAN首脳会議の議長声明の中
で、さくらサイエンスプラン等、日本の人的交
流促進のためのイニシアティブに謝意を表明
（2018年11月14日）＜首相官邸HPより＞

万綱・中国科学技術部長（当時）が来日時に、
松野博一文部科学大臣（当時）にさくらサイ
エンスプランへの高い評価を表明（2017年
7月）

白川先生の実験教室での様子

日印首脳会談にて両首脳が、日印間におけ
る「さくらサイエンスプラン」の重要性を強調
（2016年11月11日）＜首相官邸HPより>

ノーベル賞受賞者など著名な科学者による授業への参加や、
日本の高校において交流を実施し（2019年7月までにのべ52校）、
日本人生徒と共に科学技術における国際的視野を養いました。
ノーベル賞受賞の白川英樹先生の実験教室では、受講者が
1,700人を突破しました。（2019年7月現在）

招へい者のアンケート（2018年度一般公募）では「プログラム
に満足した（99％）」、「来日前よりも日本が好きになった
（99％）」と回答しました。

イノベーション人材の
再来日を促進

さくらサイエンスプランで来日した招へい者のうち、これまでに延べ
1,554人が優秀な留学生、研究者などとして再来日を果たしました。
 ※2019年5月時点で再来日が確認された人数（観光目的の来日は含まず）

さくらサイエンスプランの同窓会組織である『さくらサイエンス
クラブ』では、メンバーが専用HPにて情報交換やチャットを
行い、定期的に開催される同窓会でネットワークを拡大して
います。さくらサイエンスクラブのメンバーは、2019年6月までに
約27,000人となりました。

受入れ機関の
グローバル化に貢献

受入れ機関（高校、大学など）に対しても、好影響を与えています。
・組織の国際化が促進された
・組織の国際的PRにつながった
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