日本がエリート研究者へ高額助成金
Japan rolls out elite science funds
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日本の新しい科学研究費助成金 FIRST は、
世界の第一線で活躍する研究者にしぼって、高額の資金を提供する。
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長年の夢だった顕微鏡の開発に
50 億円の資金を得た外村彰。
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助成金最高額と比べても、2 倍以上ある。
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競争の強化
日本政府は、過去数年間の科学技術予算が横
ばいで推移しているにもかかわらず、競争的資
金の提供を増やしている。
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の伸びによってまかなわれ、同大学の総
研究助成のあり方の変化
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線ホログラフィー研究を開拓した外村
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