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提出様式（FORMS TO BE SUBMITTED TO JSPS） 

(注) ①受入研究者の氏名欄については、自署により記入する場合は押印の必要はありませんが、それ以外の方法(ワープロ、ゴム印等)により

記入する場合は、氏名の後に押印してください。 
②様式は、学振ホームページよりダウンロードできます。 
（https://www.jsps.go.jp/j-bilat/tokuteikoku/ukeire.html） 
③特に記載のない場合、原本を郵送にて学振にお送りください。 

 

Form No.  提出書類名 
Name of Form 

記入者 
Who should complete 

提出時期 
When to submit 

－ 
 

受入回答書 
（Notice of Acceptance） 

受入研究者 
Host Researcher 

日本学術振興会から書類一式を受け取り次

第早急に 
Immediately upon receiving the 
documentation package from JSPS 

1 

来日研究者への 
経費支給方法 

（Plan of Fellowship 
Commencement and 

Receipt of Allowance） 

受入研究者 
Host Researcher 

来日 1 ヶ月前までに提出 
1 month prior to the Visiting 
Researcher’s arrival 

2 Notice of Arrival in Japan 
(来日届) 

来日研究者 
Visiting Researcher 

来日後遅滞なく 
Immediately upon the Visiting 
Researcher’s arrival 

3 
Receipt 
(領収書) 

(受入研究者へ別途送付) 

来日研究者 
Visiting Researcher 

支給経費を受領後遅滞なく 
Immediately upon receiving the 
allowances 

4 
 

銀行口座届 
（Notice of Bank Account） 

受入研究者 
Host Researcher 

来日研究者名義の口座を開設次第 
Immediately upon opening the Visiting 
Researcher’s bank account 

5 
Notice of Departure from 

Japan 
(離日届) 

来日研究者 
Visiting Researcher 

離日便を確定次第遅滞なく 
Immediately upon the Visiting 
Researcher deciding the returning flight 
schedule 

6 Research Report 
(研究報告書) 

来日研究者 
Visiting Researcher 

離日後 1 か月以内 
Within one month of the Visiting 
Researcher’s departure from Japan 

－ Notes for Writing a Research Report 
(研究報告書記入の際の注意事項) 

7 受入研究費精算払請求書 受入研究者 
Host Researcher 

来日研究者の離日後 2 週間以内 
（ただし離日日を含む年度の 3 月末まで） 
 
Within two weeks of the Visiting 
Researcher’s departure from Japan 

8 受入研究費支出簿 

9-1 
受入研究費による 

国内出張旅費計算書 
＜来日研究者用＞ 

受入研究者、来日研究者 
Host and Visiting Researcher 

9-2 
受入研究費による 

国内出張旅費計算書 
＜受入研究者用＞ 

受入研究者 
Host Researcher 

10 受入研究費領収書 
貼付用紙 

受入研究者 
Host Researcher 

http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form1.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form1.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form1.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form1.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form1.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form2.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form2.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form4.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form4.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form4.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form5.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form5.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form5.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form6.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form6.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/Notes.pdf
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/Notes.pdf
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form7.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form8.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form9-1.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form9-1.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form9-1.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form9_2.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form9_2.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form9_2.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form10.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form10.doc
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Ⅰ 基 本 事 項 
 
1．本手引の趣旨 
 本手引は、独立行政法人日本学術振興会（以下「学振」という。）で実施する二国間交流事

業のうち「研究者交流事業（受入）」における、待遇や各事務手続の詳細について説明したも

のです。本事業によって来日する研究者（以下「来日研究者」）及び日本側受入研究者（以下

「受入研究者」）は、必ずこの手引の内容を熟読してください。 
 本手引は和文と英文とで構成されています。内容に解釈上の差異が生じた場合は、和文に

よる解釈を優先します。 
 
2．事業の趣旨 
 本事業は、学振が世界各国の学術振興機関（対応機関）との間で締結した協定や覚書に基

づき、日本と当該国における研究者の交流を推進するものです。派遣国側機関が派遣候補

者を指名し、受入国側機関の合意を得て派遣を実施しており、経費はそれぞれの機関で分

担して負担しています。本事業は、派遣国側が航空賃を、受入国側が滞在諸費を負担しま

す。 
なお、この事業は、給与、報酬にあたるものではなく、学振は来日研究者を雇用するもので

はありません。 
 
3．来日研究者の義務 
(1) 来日研究者は、日本滞在中、日本の法律・法令に従ってください。また、受入研究者が

所属する機関（受入機関）の規則に従ってください。違反した場合、採用の取消し、経費

支給の停止、支給済の経費の返還要求等を行います。 
 
(2) 本事業における採用期間中は、原則として継続的に日本に滞在し、採用期間の終了を

もって離日してください。研究期間中一時出国を行ったり、期間終了後も日本に滞在を

続ける際は、学振が定めるルールを遵守してください（「Ⅱ2（5）滞在期間を変更・辞退す

る場合」を参照してください）。 
 
(3) 来日研究者は、受入研究者を通して定められた必要書類を学振に提出してください。 

詳しくは「Ⅱ 諸手続・提出必要書類」を参照してください。 
 

(4) 来日研究者は、本事業による研究成果を学会誌その他の出版物で発表する場合、また

は講演等を行う場合、本事業による支援であることを明示してください。 
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＜本事業名＞ 
（和文） 
独立行政法人 日本学術振興会 二国間協定等による研究者交流事業（受入） 

（英文） 
Researcher Exchange Program between JSPS and （対応機関名） 

 
＜例＞「日本学術振興会 平成 30年度 二国間協定等による研究者交流事業（受入）と

して支援を受けた。」 
This research was supported under FY2018 Researcher Exchange Program between 
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) and（対応機関名） 

 
(5) 来日中に近隣にて自然災害等が発生した場合、受入研究者または受入研究機関に対

し、学振から来日研究者の安否確認を行う場合があります。万一に備えて連絡先を受

入研究者及び受入研究機関と共有してください。 
 
4．受入研究者の役割 
受入研究者は来日研究者との日本での共同研究者として学術的な交流を行うにあたり、次

の役割を担っていただきます。 
(1) 受入研究者は、受入研究機関の事務担当者の協力を得て、来日研究者が受入研究機

関において滞りなく共同研究が遂行できるよう、必要な研究室その他の施設・設備が使

用できるように受入体制を整えてください。 
 
(2) 受入研究者は、受入研究機関の事務担当者の協力を得て、来日研究者の来日前に必

要な手続及び宿舎等の確保、その他日本での生活に必要な事柄の助言を行ってくださ

い。また、万一に備え、滞在中の緊急時の連絡先を来日研究者と共有してください。 
 
(3) 受入研究者は、来日研究者が、定められた書類を学振に提出するための支援をしてくだ

さい。 
 
5．来日研究者と受入研究者との打ち合わせ 

来日研究者と受入研究者は、研究計画（日程）及び日本での生活について密接に連絡を

取り合うようにしてください。特に以下の点を含め、受入計画を決定してください。 
 
・ 研究活動の計画、方法、概要 
・ 来日研究者の到着空港から受入機関までの交通手段 
・ 来日中の国内研究旅行のアレンジ（訪問先との打ち合わせ・切符の手配等） 
・ 滞在中の宿舎手配 
・ 査証（ビザ）手続に関する必要書類 
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6．研究者番号（ID 番号）について 
学振は来日研究者及び受入研究者に、来日研究者の ID 番号をお知らせします。提出書

類には ID 番号を記入してください。また学振へご連絡の際は ID 番号をお知らせください。 
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Ⅱ 諸手続・提出必要書類 
 
１． 来日研究者の来日前に必要な手続 
(1) 受入決定まで 
① 相手国対応機関からの推薦 

相手国対応機関は候補者を選考し、候補者の作成した申請書を添えて学振に推薦しま

す。 
 
② 受入の内諾 

学振は、上記候補者を適当と認めた場合、候補者が訪問を希望している受入研究者に連

絡し、受入の内諾を求めます。受入研究者は、「受入回答書」により受入の可否を回答し

てください。 
その際受入期間は、申請書記載の日程をもとに候補者と確認の上、記入してください。日

数は相手国対応機関との協定等において決まりがあるため、申請書記載の日数から変更

する場合はあらかじめ学振にお知らせください。 
  
③ 受入依頼・受入回答・招へい状 

受入研究者から内諾が得られた場合、以下の書類を学振より送付します。 
受入依頼…受入研究者の所属機関長に来日研究者の受入を依頼します。 
受入回答…相手国対応機関に受入の承諾を回答します。 
招へい状等…来日研究者に来日手続に必要な書類を送付します。 

 
(2) 宿舎の確保 

来日研究者と受入研究者は十分に打ち合わせ、日本における来日研究者の宿舎等を確

保した上で研究を開始してください。学振は物件の斡旋や住宅に関する情報提供を行ってお

りません。 
日本で民間のアパート等を借りる場合、特に東京、大阪、京都といった大都市圏において

は家賃が高額になることがあります。また、契約時に敷金、礼金として家賃の 4～6 ヶ月分程

度を貸主に支払う必要がある場合もあるほか、不動産業者から家賃の 1 ヶ月分を仲介料とし

て請求されることもあります。これらの金額は、場所や貸主によって異なります。さらに、通常

日本のアパート等には家具が設置されていません。よって、受入研究機関やその近隣におい

て、外国人研究者を対象とした宿泊施設がある場合は、そちらを利用されることをお勧めしま

す。 
来日研究者が家賃など賃貸に関する交渉を行う際には、日本人の方（受入研究者、研究

室の同僚、受入研究機関の事務職員）が同行し、必要ならば保証人となっていただくようお願

いします。学振は、契約上の保証人となることはできません。 

http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form0.doc
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(3) 査証（ビザ）の取得 
① 査証取得について 
  来日研究者の入国に際しては、有効なパスポートと海外にある日本の大使館・総領

事館において予め発給された入国査証（ビザ）を所持していることが上陸のための要件

となります。  
また、上陸審査時に、入国審査官から上陸許可とともに「在留資格」が付与されます。

査証の取得申請手続は、来日研究者自身が責任を持って行うべき手続で、学振は一切の

手続を行いません。本項において入国査証を取得する手続についての概略を説明します

が、詳細の手続方法や必要書類の確認は、前もって来日研究者が、日本国大使館、総領

事館等にお問い合わせください。また、査証手続及び在留資格について、受入研究機関

から指示がある場合は、それに従ってください。受入研究者は、来日研究者の依頼に基

づき、査証申請に必要な書類の作成等を行ってください。  
なお、来日研究者が家族などを同伴して来日する場合においても、来日研究者自身で

手続を行ってください。受入側からの必要書類については、受入研究者に作成を依頼し

てください。  
 
【日本国査証案内についてのホームページ】  
外務省ホームページ （和文）https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html  

（英文）https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html  
入国管理局ホームページ（和文）http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html  

（英文）http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/index.html  
 
② 査証取得の必要性と申請手続等の確認  
来日研究者は、現地の最寄りの日本大使館又は総領事館等に、査証の取得が必要かど

うか、また取得が必要な場合の申請手続の詳細（申請方法、申請時期、必要書類等）に

ついて問い合わせてください。ただし、査証免除措置を適用できる場合でも、受入研究

機関から指示がある場合はそれに従ってください。  
 
 
査証取得が必要な場合、以下の点を考慮し、余裕をもって申請手続を行ってください。  

※1 手続は、数か月の時間を要する場合があります。  
※2 査証は、入国してから通常 3 か月の滞在許可を申請するものです。（3 か月

より短いケースもあります）  
※3 査証の有効期限は発給から 3 か月です。発給から 3 か月以内に入国しなけ

ればなりません。  
備考：査証の取得が必要かどうか問い合わせる際に、以下の点を日本大使館・総領事

館において明確に説明してください。  
※1 来日期間  
※2 来日研究者の来日は、受入研究者の招待によるもので、日本には共同研究、

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html
https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/index.html
http://www.immi-moj.go.jp/english/tetuduki/index.html
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討議、講演等を行う目的で来日すること  
※3 日本での活動において報酬は受けないこと  
※4 滞在費については、フェローシップを受けてまかなわれること  
※5 学振とは雇用関係にないこと 

 
（注意事項） 
 ・学振からの招へい状（「Invitation Letter」）は来日研究者のみに郵送し、再発行しませ

ん。  
・入国査証の申請時には、その原本を提示しても、提出にはコピーを使用して原本は使用し

ないようにご注意ください。  
 
(4) 滞在費等の支給手続（初回分） 

提出者 提出様式 提出締切 

受入研究者 「来日研究者への経費支給方法」（Form 1） 
来日研究者の来日 

1 ヶ月前まで 
 

受入研究者は、来日研究者の来日 1 ヶ月前までに「来日研究者への経費支給方法」

（Form 1）を提出してください。これにより、学振は来日研究者に対する経費の支給を行いま

す。提出書類は、特に記載のない場合、原本を郵送にて学振にお送りください。 
 
受入研究者と来日研究者は、初回分の経費の受領方法について、あらかじめ相談のうえ、

決定してください。来日研究者への経費の支給方法は以下の 2 通りがあります。 
 

1) 受入研究者名義の銀行口座への銀行振り込み後、受入研究者から来日研究者に

現金で支給 
2) 来日研究者名義の銀行口座への銀行振り込みにより支給（来日研究者が日本国内

の口座を既に開設している場合） 
 

1)の場合、受入研究者個人の口座を指定してください。2)の場合は振込のミスを防ぐため、

通帳の表紙裏の写し（口座名義が確認できるもの）を併せて提出願います。なお、この場合、

来日後の振り込みとなります。 

http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form1.doc
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2．来日研究者の来日後に必要な手続 
(1) 来日届の提出 

提出者 提出様式 提出締切 
来日研究者が記載後、 
受入研究者が提出 

「来日届」（Form 2） 来日研究者が来日次第 

 
来日研究者は来日後遅滞なく「来日届」（Form 2)を学振に提出してください。 

 
(2) 支給経費の受領 
① 初回分について 

提出者 提出様式 提出締切 
来日研究者が記載後、 
受入研究者が提出 

「領収書」（Form 3（受入研究

者へ別途送付）） 
来日研究者が 
支給経費受領後 

 
来日研究者への支給経費を受入研究者名義の銀行口座に振り込む場合、学振は「領収

書」（Form 3）を別途受入研究者に送付します。受入研究者は来日研究者に支給経費を受け

渡した後、本様式に来日研究者の署名をもらい、学振に返送してください。ただし、支給経費

を来日研究者本人名義の口座に振込む場合は、領収書は必要ありません。 
 

② 長期滞在の場合 
提出者 提出様式 提出締切 

受入研究者 
「銀行口座届」（Form 4） 
通帳の表紙裏の写し 

来日研究者名義の口座

を開設し次第 
 

長期来日研究者の場合、初回の滞在費は、「来日研究者への経費支給方法（Form 1）」 
に記載された銀行口座へ振り込みます。2 回目以降の滞在費は一月ごと毎月末までに翌月

分を送金します。来日後、本人名義の口座を開設し次第、上記書類を作成し学振に提出して

ください。通帳の表紙裏の写し（口座名義が確認できるもの）も併せて提出願います。 
 

(3) ＜3 ヶ月以上の長期滞在の場合＞外国人登録 
2012年7月9日より、新しい在留管理制度の導入に伴い、外国人登録制度は廃止されま

した。入管法上の在留資格をもって日本に中長期間（3 ヶ月を超える期間）在留する外国人は、

新しい在留管理制度の対象となり、在留カードが交付されます。出入国港において在留カー

ドを交付された場合、または在留カードを後日交付する旨旅券に記載された場合は、住居地

を定めてから 14 日以内に、在留カードを持参の上、住居地の市区町村の窓口でその住居地

を法務大臣に届け出てください。 
詳細は IV 連絡先一覧にあるリンク先を確認してください。 

 
 

http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form2.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form4.doc


 J-9 

(4) 疾病、傷害時の処置（保険について） 
学振は、来日研究者の滞在期間中の疾病・傷害・死亡に係る団体保険に加入しています。

加入手続は学振が行い、保険料も学振が保険会社に直接支払います。 
 本事業以外での滞在期間（付加用務での滞在期間）については、学振は保険料を負担でき

ませんので、来日研究者ご自身で加入してください。 
 

受入研究者は、来日研究者が疾病・傷害等に遭遇した場合、応急の措置をとっていただく

とともに、別紙の「日本学術振興会外国人招へい研究者のための海外旅行保険のご案内」に

従って対処してください。来日研究者は、その案内をよく読んでください。 
 

被保険者証は、本事業においては、60 日以上日本に滞在する来日研究者に、受入研究

者を通して届けられます。 
 

なお、住民基本台帳法の一部改正により、2012 年 7 月 9 日以降の外国人の国民健康保

険加入要件が変更されました。そのため、来日期間が3ヶ月を超える来日研究者には国民健

康保険の加入が義務づけられており、この保険では自己負担分のみが補償対象となります。 
 
(5) 滞在期間を変更・辞退する場合 

来日研究者は、滞在期間を変更する場合には、あらかじめ自国の対応機関に了承を得る

とともに、遅滞なくその旨を学振に連絡する必要があります。 
 

① 辞退 
来日研究者は速やかに派遣側対応機関に申し出てください。 

 
② 滞在期間の延長 

滞在期間の延長は原則として認められません。ただし、研究の遂行上特に必要があると認

められる場合には、学振と対応機関の協議の上で認められることがあります。また、本事業

費以外で滞在を延長する場合も、学振担当者に連絡してください。 
 

③ 滞在期間の短縮 
短縮日数分の滞在費は減額されます。既に受領している場合は、過剰分を学振に返納す

る必要がありますので、事前に学振までご連絡ください。 
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④ 一時出国 
・ 一時出国に係る経費については、学振は負担しません。 
・ 一時出国期間は、本邦出国日から本邦再入国日までです。 
・ 一時出国期間分は、滞在費は学振から支給されません。また、一時出国中の保険もカバ

ーされません。 
・ 滞在費等を受領後に一時出国した場合は、一時出国期間分の滞在費を学振に返納する

必要が出てくる場合があります。 
・ 一時出国期間が通算して当初滞在期間の 4分の 1を超える場合は認められません。その

時点で終了とみなします。 
・ 一時出国に先立ち、来日研究者は「再入国の許可」を受けておくことが必要となります。入

国管理局に問い合わせてください。なお、2012年 7月 9日の新在留管理制度導入に伴い、

有効な旅券及び在留カードを所持している場合は、出国後 1 年以内の再入国であれば、

再入国許可が原則不要です。 
 

⑤ 滞在期間の変更に伴う支給経費の返還方法 
滞在費等の支給を受けた後において、滞在期間の短縮や一時出国により過剰受給が生じ

た場合は、過剰分を返還しなければなりません。学振が、返納額を計算し、受入研究者宛て

に通知しますので、次の銀行口座にお振込みください。 
返還された滞在費を再度振り込むことはできません。滞在期間の短縮や一時出国を行う

場合は、よく日程を確認してください。  
＜振込先＞ 

銀 行 名：三井住友銀行 
支  店：東京公務部（支店番号 096） 
口座番号：普通預金 No.3006629 
名  義：（独）日本学術振興会 ドク）ニホンガクジュツシンコウカイ 

（注意事項） 
・ 振込依頼人の名義は、受入研究者ではなく、「来日研究者名（ID 番号）」にしてくだ

さい。 
例：GAKUSHIN, T（AP2018001） 

・ 振込手数料は、ご負担願います。 
 

3．来日研究者の帰国前/帰国後に必要な手続 
(1) 離日届の提出 

提出者 提出様式 提出締切 
来日研究者が記載後、 
受入研究者が提出 

「離日届」（Form 5） 
来日研究者の日本を離れる航空

便を確定後 
来日研究者は、離日に係る航空便を確定した後、遅滞なく「離日届」（Form5）を学振に提

出してください。 

http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form5.doc
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(2) 研究報告書の提出 

来日研究者は、離日後 1 ヶ月以内に「Notes for Writing a Research Report（研究報告

書記入の際の注意事項）」を参照のうえ、「研究報告書」(Form 6)の様式を用いて報告書を

作成し、学振に提出してください。送付先はⅣ連絡先一覧（CONTACT INFORMATION）

を参照ください。報告書はメールでもご提出いただけます。 
 

(3) 受入研究費請求関係書類の提出 

受入研究者が、来日研究者の来日／離日時における空港と受入機関間の移動に係る交

通費など来日研究者の受入に際して支払った経費がある場合、来日研究者の来日／離日時

の交通費に加え、50,000 円を上限として、実費を精算払いにより支給します。これらの経費

は、上記提出書類を元に、学振から受入研究者の口座にお振込みいたします。 
来日研究者の来日／離日時の交通費や国内移動旅費等、受入研究者が来日研究者に代

わり支払った経費の請求にあたっては、「受入研究費による国内出張旅費計算書」(Form 
9-1)に来日研究者本人の署名が必要となります。支給対象となる用途について、Ⅲ2 に詳細

がありますので必ずご確認ください。 
※1 ・見積書・納品書・請求書・領収書を提出してください。見積･納品･請求書を用意するこ

とができない場合、品名及び金額が明記された領収書を提出ください。（領収書の提

出がない場合は、再発行をお願いすることがあります。） 
・旅費の場合は、運賃の領収書や切符等（原本に限る）、その支払い金額・日時・経路

を証明する書類を提出してください。 
・証拠書類の宛先は、「受入研究者」としてください。旅費に係るものについては「受入

研究者」または「来日研究者」のいずれかとしてください。 
※2 来日研究者の離日が年度末である場合であっても、受入研究費は必ず 3 月中に請

求を行ってください。3 月中の請求が難しい場合には必ず事前に学振担当者まで連

絡してください。事前の連絡なく 4 月以降に請求のあったものについては支給できま

せんのでご注意ください。 
 

提出者 提出様式 提出締切 
来日研究者が記載後、 

直接本会へ提出 
「研究報告書」（Form 6） 

来日研究者の離日後 
1 ヶ月以内 

提出様式 提出締切 
「受入研究費精算払請求書」（Form 7） 
「受入研究費支出簿」（Form 8） 
「受入研究費による国内出張旅費計算書<来日研究者用>」
（Form 9-1） 
「受入研究費による国内出張旅費計算書<受入研究者用>」 
(Form 9-2） 
各証拠書類 ※1 

来日研究者の離日後 
2 週間以内 

(ただし離日日を含む 
年度の 3 月末まで)※2 

http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form6.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form7.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form8.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form9_1.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form9_1.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form9_2.doc
http://www.jsps.go.jp/j-bilat/nikokukan/data/form9_2.doc
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Ⅲ 支給経費について 
 
支給経費については、対応機関との覚書等により定められています。この章では、学振で支

給する経費について説明します。 
 
1．来日研究者に対する支給経費 
(1) 滞在費 

 
申請方法       Ⅱ1(4)を参照 
受理（又は受領）方法      Ⅱ2(2)を参照 
支給を受けた後、過剰受給が生じた場合の返金方法  Ⅱ2(5)⑤を参照 
 

(2) 保険料 
学振は、来日研究者の滞在期間中の疾病・傷害・死亡に係る団体保険に加入しています。 
保険料は学振が保険会社に直接支払います。 
学振が保険会社と契約している保険金額（限度額）は次のとおりです。 

傷害死亡  3,000 万円 
傷害後遺障害  3,000 万円 
傷害治療費用    300 万円 
疾病死亡    300 万円 
疾病治療費用    300 万円 
救援者費用    500 万円 
個人賠償責任  3,000 万円 

既往症、慢性疾患、歯科治療等は上記保険の対象とはなりません。 
また、上記保険は、学振の承認した滞在期間のみ対象となります。（ただし疾病については

滞在期間終了後 72 時間まで） 
なお、日本に 3 ヶ月以上滞在する方は国民健康保険への加入が義務付けられており、こ

の保険では、自己負担分のみが補償対象となります。 
保険に関する手続は、Ⅱ2(4)、及び別添「日本学術振興会外国人招へい研究者のための

海外旅行保険のご案内」を参照してください。 
 

支給額 経費の趣旨 
1 日～24 日以内：14,000 円／日 
25 日～31 日以内：336,000 円 
1 ヶ月以上：336,000 円／月 
（1 ヶ月を超える場合は 336,000 円を上限と   
して超えた日数×14,000 円を加算） 

来日研究者が日本国内において研

究活動に従事するために必要な日

常生活の費用に充てるための経費と

して支給します。 
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2．受入研究者に対する支給経費 
(1) 受入研究費 

 
① 来日研究者の来日／離日時の交通費 
・ 採用期間内での来日／離日時における交通費のみが対象となります。本事業費以外に

より採用期間を超えて滞在している場合の来日／離日に係る交通費は支給しません。 
・ 受入機関と空港間の交通費のみが対象となります。受入機関以外の滞在機関と空港へ

の移動に係る交通費については、来日／離日時の移動であっても下記「国内研究旅行」

の一環として取扱います。 
・ 原則として、公共交通手段による交通費のみを対象とします。交通費の支給にあたって

は、下記③に留意してください。 
 
② 支給対象となる国内研究旅行 
・ 原則としてあらかじめ「受入回答書」（Ⅱ1(1)②参照）にて、受入研究者が学振に届け出

ていた研究機関への訪問、フィールドワーク、学会等への出席を対象とします。いずれに

ついても、その実施目的は滞在中の研究課題に関連したものであることにご留意くださ

い。（来日後に訪問先機関を追加した場合は、受入研究費を請求する際に学振担当者

にご連絡ください。） 
・ 来日研究者の来日／帰国時の送迎に係る空港と受入機関間の受入研究者の出張も対

象となります。 
 

③ 交通費の支給に関する注意事項 
・ 来日研究者の滞在先から受入機関への日々の交通費は支給の対象外です。別途支給

している滞在費からお支払いください。 
・ 最も経済的な通常の経路及び方法に係る経費のみ支給します。 
・ 往路の出発地／復路の到着地は、受入機関の最寄駅としてください。 
・ 鉄道賃について、座席指定料金や、片道 50 キロメートル以上の場合は急行料金も支給

されます。新幹線は「のぞみ号」の使用が可能です。なお、グリーン車等の特別車両料

支給額 経費の趣旨 

実費 
来日研究者の来日／離日時における空港と受入機関間の移動に係

る来日研究者に対する交通費 

50,000 円を上限と

した実費 

受入研究者が、来日研究者の受入に際し、下記用途のために支払っ

た経費については、実費を精算払により支給します。 

・ 来日研究者が国内研究旅行をする場合の交通費 
・ 受入研究者が、来日研究者の国内研究旅行に随行して出張す

る場合の受入研究者の旅費（来日研究者の来日・離日時にお

ける送迎時も含む） 
・ 来日研究者の受入に伴い生じた消耗品費、通信運搬費、印刷

製本費、雑役務費 
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金は支給の対象外です。 
・ 東京 23 区内及び同一市内の旅行は支給の対象外です。市外移動にかかる車賃はあら

かじめ学振にご相談ください。タクシー代、レンタカー代は上記にかかわらず原則として

支給できません。空路は、受入機関の規定等において、目的地との移動において航空

賃の支給が可能となっている場合にのみ利用することができます。 
・ 航空賃については、原則として各種割引運賃（往復割引、特割、早割、ディスカウント等）

を利用してください。特別席（クラス J（JAL）、ファーストクラス（JAL）、プレミアムクラス

（ANA）等）の運賃は支給の対象外です。 
・ 運賃の領収書や切符等、その支払い金額、日時、及び経路を証明する書類を証拠書類

として添付してください。領収書等の宛名は「来日研究者名」もしくは「受入研究者名」とし

てください。 
・ 航空賃・宿泊料等を含むパッケージツアーを利用した場合、航空賃は次のとおり計算し

ます。ただし 1)，2)いずれの場合も、支給する航空賃の額は、普通航空運賃（往復の場

合は往復割引運賃）を上限とします。 
1) 航空賃と宿泊料等の区分がある場合：当該区分された金額により航空賃を支

給します。受入研究者には、学振の旅費規程に定められた定額（1 夜につき

11,000 円）を超えない範囲で、当該区分された金額により宿泊料を支給しま

す。 
2) 航空賃と宿泊料等の区分がない場合：学振で定める宿泊料の定額を除いた料

金を航空賃相当額として支給します。受入研究者には、学振の旅費規程に基

づき宿泊料（1 夜につき 11,000 円）を支給します。 
 
④ 日当・宿泊料の支給に関する注意事項 
・ 来日研究者に随行する、受入研究者の日当・宿泊料は学振の旅費規程に基づき、次

のように支給します。 
日当（1 日につき） 宿泊料（1 夜につき） 

2,000 円 11,000 円 

 
・ 来日研究者に対しては、「滞在費」が支給されているため、別途「日当・宿泊料」を支給

することはできません。 
・ 東京 23 区内及び同一市内の旅行については、日当は支給の対象外です。 
・ 鉄道 100 キロメートル未満、水路 50 キロメートル未満または陸路 25 キロメートル未満

の場合における日当の額は、業務上の必要または天災その他やむを得ない事情によ

り宿泊した場合を除いて、定額の 2 分の 1 とします。 
 

⑤ 消耗品・通信運搬費・印刷製本費・雑役務費の支給に関する注意事項 
・ 受入機関の管理上、「備品」「図書」と定められているもの、及び金券には使用できませ

ん。 
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・ 学会参加費については支給可能ですが、レセプション・懇親会等の経費は対象外とな

ります。 
・ 飲食代は支給の対象外です。 
・ 見積書、請求書、納品書を取り寄せることができない場合は、領収書（品名及び金額が

明記されているもの）を提出してください。（領収書の提出がない場合は、再発行をお願

いすることがあります。） 
 

 
交付される受入研究費は、来日研究者の研究の遂行に際して直接必要な経費に

使用するものです。研究費の取扱いは、受入研究者・来日研究者の間でよく協議

を行い、不正もしくは不適切な執行を行わないようご注意願います。 
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Ⅳ 連絡先一覧（CONTACT INFORMATION） 
 
1．独立行政法人日本学術振興会／Japan Society for the Promotion of Science 

人物交流課／Overseas Fellowship Division 
 

〒102-0083 東京都千代田区麹町 5-3-1 
5-3-1 Kojimachi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0083 
https://www.jsps.go.jp/english/index.html 

   Tel : +81-3- 3263-4098,1730 
    Email(共通) : ap11@jsps.go.jp 
    

Bilateral Program (only in Japanese) 
https://www.jsps.go.jp/j-bilat/bilat.html 

 
   Webpage for ‘Life in Japan’ 
   https://www.jsps.go.jp/english/e-plaza/51_lifeInJapan.html 
 
2．対応機関／Counterpart Agency 

 
中華人民共和国 国家留学基金管理委員会  欧亜非事務部 
北京市西城区車公庄大街 9 号 A3 楼 13 層 (100044) 
Level 13, Building A3 No.9 Chegongzhuang Avenue, Beijing, 100044, P.R.C 
Tel:+86-(0)10-66093572 
Email: lma@csc.edu.cn 
 

3．保険会社／Insurance Company Authorized by JSPS 
 
同封の「海外旅行保険のご案内」を参照のこと。 
Please refer to the enclosed description, “A Guide to the Insurance Policy for 
JSPS Fellows”. 

 
4．在留関係情報／Immigration Information 

 
◆外務省( Ministry of Foreign Affairs Official Web Site ) 
 https://www.mofa.go.jp/index.html 

 
Webpage for Entry Visa Information 
https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html 
 

◆入国管理局 ( Immigration Bureau of Japan ) 

https://www.jsps.go.jp/english/index.html
mailto:ap11@jsps.go.jp
https://www.jsps.go.jp/j-bilat/bilat.html
https://www.jsps.go.jp/english/e-plaza/51_lifeInJapan.html
https://www.mofa.go.jp/index.html
https://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html
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http://www.immi-moj.go.jp/index.html 
 
Webpage for Immigration Information 
http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html  

 
◆新しい在留管理制度について（「みなし再入国許可」制度を含む） 

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html 
 
Start of a new residency management system 
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/en/index.html 

 
 

http://www.immi-moj.go.jp/index.html
http://www.immi-moj.go.jp/english/index.html
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/
http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/en/index.html
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5．外国人在留総合インフォメーション・センター 
（英･中･韓･西語等による相談、Email にも対応） 

Immigration Information Centers (English, Chinese, Korean, Spanish and others) 
http://www.immi-moj.go.jp/english/info/index.html 
Email: info-tokyo@immi-moj.go.jp 
 

仙 台 〒983-0842 仙台市宮城野区五輪 1-3-20  

0570-013904 
（IP,PHS,Overseas: 

03-5796-7112） 

 
8:30AM～5:15PM 

(Weekday) 

Sendai 1-3-20, Gorin Miyagino-ku, Sendai-City, Miyagi, 983-0842 
東 京 〒108-8255 東京都港区港南 5-5-30 

Tokyo 5-5-30, Konan, Minato-Ku,Tokyo, 108-8255 
横 浜 〒236-0002 横浜市金沢区鳥浜町 10-7 

Yokohama 10-7, Torihama-cho, Kanazawa-ku, Yokohama-City, 

Kanagawa, 236-0002 
名古屋 〒455-8601 名古屋市港区正保町 5-18 

Nagoya 5-18, Shoho-cho, Minato-ku, Nagoya-City, Aichi, 455-8601 
大 阪 〒559-0034 大阪市住之江区南港北 1-29-53 

Osaka 1-29-53, Nankokita, Suminoe-ku, Osaka-City, Osaka, 

559-0034 
神 戸 〒650-0024 神戸市中央区海岸通り 29 神戸地方合同庁舎内 

Kobe 29， Kaigan-dori, Chuo-ku, Kobe-City, Hyogo, 650-0024 
広 島 〒730-0012 広島市中区上八丁堀 2-31 

Hiroshima 2-31, Kami-hacho-bori, Naka-ku, Hiroshima-City, 

Hiroshima, 730-0012 
福 岡 〒810-0073 福岡市中央区舞鶴 3-5-25 福岡第 1 法務総合庁舎 

Fukuoka Fukuoka Legal Affairs Government Complex No.1, 3-5-25, 

Maizuru, Chuo-ku, Fukuoka-City, Fukuoka, 810-0073 
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