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この手引は、平成 30年分採用者に適用します。 
This “Program Guidelines” was developed for the Fellows who start their Fellowships 

during FY2018. 



様式
Form

提出時期
Submission Deadline

提出者
Who Submits

提出
方法

Methods

諸手続一覧
FORMS TO BE SUBMITTED

これらの様式はホームページからダウンロードできます。
These forms can be downloaded from the JSPS website.
長期(Long-term)、短期(Short-term )、短期S (Short-term S) :  https://www.jsps.go.jp/j-inv/yoshiki.html
再招へい(Bridge) :  https://www.jsps.go.jp/j-plaza/bridge/youshiki.html

採
用
期
間
中

During tenure

採
用
期
間
終
了
後

Post-departure

アンケートを提出する
Submit questionnaire

採
用
期
間
開
始
前

Pre-Arrival

往復航空券の
申込み

Apply for air ticket

１

採用通知発行日
から６０日以内

Within 60 days after 
the date the Award 

Letter was issued

被招へい研究者→受入
研究者→受入研究機関
事務担当者→JSPS
Fellow → Host →
Host Institution → JSPS

原本
郵送

By postal 
mail

受入承諾兼誓約書
Notice of Acceptance and 
Agreement

採用を承諾する
State acceptance of 

fellowship offer

採用辞退願
Refusal to accept Fellowship１０

決定次第速やかに
As soon as possible

被招へい研究者→受入研究者→
受入研究機関事務担当者→JSPS
Fellow → Host → Host 
Institution → JSPS

原本郵送
By postal 

mail

採用を辞退する
State refusal of
fellowship offer

滞在費その他経費
の支給を受ける

Receive allowances
調査研究費交付申請書
Application for Research Support 
Allowance 

３

来日
１か月前まで

1 month prior to 
the Fellow’s arrival

受入研究者→受入研究機
関事務担当者→JSPS
Host → Host Institution → 
JSPS

原本郵
送

By postal 
mail

滞在費受領方法通知書
(銀行口座届）
Notice of Bank Account

２

来日
１か月前まで

1 month prior to 
the Fellow’s arrival

被招へい研究者＆受入
研究者→受入研究機関
事務担当者→JSPS
Fellow and Host → 
→Host Institution→JSPS

原本郵
送

By postal 
mail

研究を開始する
Start fellowship

採用期間開始届
Notice of Fellowship 
Commencement

４
採用期間開始後

速やかに
As soon as possible

受入研究者→受入研究機
関事務担当者→JSPS
Host → Host Institution → 
JSPS

電子メール

By e-mail

２回目以降の滞在費
振込先を変更する

（該当者のみ）

Shift the bank account for 
the allowance (if applicable)

変更届
Notice of Schedule Change５

決定次第速やかに
As soon as possible

受入研究者→受入研究
機関事務担当者→JSPS
Host → Host Institution → 
JSPS

電子メール

By e-mail
又は or
原本郵送
By postal 

mail

採用期間が終了した
Notify completion

of fellowship

研究報告書を提出する
Submit research report

調査研究費の収支
を報告する

Submit research support 
allowance expenditure

report

研究活動報告書
Research Report７

採用終了後
3か月以内

Within 3 month after 
the expiration of the 

fellowship

被招へい研究者＆受入
研究者→JSPS
Fellow  and  Host → JSPS

電子メール

By e-mail

プログラム評価質問票
Feedback on Fellowship Program９

採用終了後
１か月以内

Within 1 month after 
the expiration of the 

fellowship

被招へい研究者／受入
研究者
Fellow / Host

Web入力
Online 

data entry

調査研究費収支決算報告書
Research Support Allowance 
Expenditure Report

８

採用終了後
3か月以内

Within 3 month after 
the expiration of the 

fellowship

受入研究者→受入研究
機関事務担当者→JSPS
Host → Host Institution → 
JSPS

原本郵送
By postal 

mail

採用期間終了届
Notice of Fellowship Expiration６

離日後速やかに
As soon as possible

受入研究者→受入研究機
関事務担当者→JSPS
Host → Host Institution → 
JSPS

電子メール

By e-mail

「国際航空券手配に関する説明」参照
See “Air Ticket Application Information”

被招へい研究者→旅行代理
店
Fellow → the designated 
travel agency

― ―

・採用期間を短縮する
Shorten fellowship tenure

・期間終了後日本に滞在する
Continuous stay in JAPAN

・一時出国する
Temporary absence

滞在費受領方法通知書
(銀行口座届）
Notice of Bank Account

２

来日
１か月前まで

1 month prior to 
the Fellow’s arrival

被招へい研究者＆受入
研究者→受入研究機関
事務担当者→JSPS
Fellow and Host → 
→Host Institution→JSPS

原本郵
送

By postal 
mail
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Ⅰ 基 本 的 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。）「外国人研究者招へい事

業」のうち、外国人招へい研究者（長期、短期、短期 S）及び外国人研究者再招へい事業（以下、

「招へいプログラム」という。）における待遇、条件及び各事務手続の詳細について説明したも

のです。外国人招へい研究者（以下、「被招へい研究者」という。）、日本側受入研究者（以下、

「受入研究者」という。）及び受入研究機関の事務担当者は、必ず本手引の内容を熟読してくだ

さい。 

 

 被招へい研究者、受入研究者及び受入研究機関の事務担当者は、採用通知受領後、本手引に

掲げるすべての条件を遵守することに同意したことを示す「受入承諾書兼誓約書（様式 1）」

を提出することとされています。 

そのため、学振は、本手引に掲げる待遇又は条件の変更に関する交渉に応じることはできま

せん。また、各事務手続における期限や方法を必ず遵守してください。 

 特に、受入研究機関の事務担当者は、被招へい研究者及び受入研究者の円滑な研究遂行のた

め、これらの者からの問合せや相談に応じ、遺漏のないよう各事務手続を行ってください。 

 本手引の趣旨を踏まえた上で、尚且つ不明な点がある場合には、学振に問い合わせて確認し、

必ずその指示に従ってください。また、本手引の趣旨を守らない場合には、滞在費の支給又は

その他のサービスを受けることはできません ので、ご注意ください。 

 

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。 

なお、学振のホームページから本手引をダウンロードすることができます。 

    https://www.jsps.go.jp/j-inv/tebiki.html 

  

以下、外国人招へい研究者（長期）は「招へい（長期）」、外国人招へい研究者（短期）は「招

へい（短期）」、外国人招へい研究者（短期 S）は「招へい（短期 S）」、外国人研究者再招へ

い事業は「再招へい」とします。 

 

2. 被招へい研究者番号（ID番号） 

採用時に被招へい研究者番号（ID番号）を付与します。学振への連絡の際は、最初に ID番

号をお知らせください。また、提出書類には、必ず ID 番号を記入してください。各プログラ

ムの ID番号は、それぞれ次のとおりです。（xには数字が入ります） 

招へい（長期）：Lxxxxx          

招へい（短期）：Sxxxxx 

招へい（短期 S）：Exxxxx        

再招へい：BRxxxxxx 
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3．採用期間 

被招へい研究者は、各自の採用通知に記載された期間内に研究を開始しなければなりません。

所定の期間内に開始できない場合は、採用が取り消され、採用辞退扱いとなります。 

 

◆採用期間開始日：被招へい研究者が日本に到着する日(来日日)。 

被招へい研究者が既に日本に滞在している場合は、被招へい研究者及

び受入研究者が合意した任意の日とし、本手引の中の「来日」は、「採

用期間開始」と読み替えるものとします。 

 

◆採用期間終了日：採用期間開始日から数えて採用通知記載の採用期間を経た日（離日日）。 

被招へい研究者が採用期間を短縮する場合は、短縮する日を「採用期間

終了日」と読み替えるものとします。なお、短縮する場合は、別途、短

縮の手続きが必要です。 

  

なお、採用期間中は継続して日本に滞在することが必要であり、分割滞在は認められません。 

また、各自で設定した採用期間の延長は、いかなる場合でも認められません。 

 

4．採用に関する義務 

被招へい研究者、受入研究者及び受入研究機関は、招へいプログラムに採用された期間中、採

用となった各プログラムの趣旨を理解の上、本手引に従ってください。 

 

（1）被招へい研究者の義務 

① 被招へい研究者は、採用期間中、受入研究機関の内外を問わず、すべての人権侵害行為

（人種差別、性差別、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハ

ラスメント、職権乱用、ネグレクト等）を行ってはならない。また、加害・被害を問わ

ず人権侵害行為に関連した可能性がある場合は、学振の指示に従い受入研究機関、学振

及び関連する機関と積極的に連携して問題の解決に努めること。 

② 被招へい研究者は、採用期間中、他のフェローシップを受けてはならない。被招へい研

究者が採用となった招へいプログラム以外のフェローシップに同時に採用された場合に

は、どちらか一つを選択し、辞退等その他の必要な手続を取ること。 

③ 研究を実施するに当たり、被招へい研究者が 国内（ただし、長期については国内外）

を出張又は移動するための旅費の支給を受ける場合、日当の支給を受けてはならない

（被招へい研究者に支給する滞在費に日当相当分が含まれるため。） 

④ 被招へい研究者は、採用期間中、招へいプログラムに係る研究に専念し、収入の有無に

かかわらず、他の業務（※）に従事しないこと。 

⑤ 被招へい研究者は、採用期間中、原則として継続的に日本に滞在すること。研究期間中、

一時出国を行う際は、学振が定めるルールを遵守すること。 

⑥  被招へい研究者は、招へいプログラムにより講演・発表等を行う場合には、招へいプロ

グラムによるものである旨を明示すること。 

（研究開始日） 

（研究終了日） 
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⑦ 被招へい研究者は、研究上の不正行為を行わないこと。 

⑧ 被招へい研究者は、招へいプログラムに係る諸経費について、善良な管理者としての注

意義務をもって管理・執行を行い、不正又は不適切な取扱いは行わないこと。 

⑨  被招へい研究者は、本手引に記載している内容に従うこと。 

 

（※）「他の業務」には当たらない主なもの 

以下（ア）～（ウ）については、例外的に本フェローシップに係る研究の一環とみなしま

す。ただし、いずれの場合も雇用関係が生じることは認められません。また、受入研究者か

ら研究課題遂行上問題ないことについて了承を得てください。 

（ア）受入研究機関における研究指導等の活動 

（イ）研究課題と密接に関連のある研究プロジェクトへの参加 

（ウ）研究課題に係るアウトリーチ活動（「9.研究課題に係るアウトリーチ活動」参照） 

 

（2）受入研究者の義務 

① 受入研究者は、採用期間中、受入研究機関の内外を問わず、すべての人権侵害行為（人

種差別、性差別、セクシャルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラス

メント、職権乱用、ネグレクト等）を行ってはならない。また、加害・被害を問わず人

権侵害行為に関連した可能性がある場合は、学振の指示に従い受入研究機関、学振及び

関連する機関と積極的に連携して問題の解決に努めること。 

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、被招へい研究者が受入研究機

関において滞りなく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ること。その際、被招へい研究者に受入研究機関内で名称・

身分を与え、身分証を発行する等の必要な措置をとること。 

③ 受入研究者は、受入研究機関の事務担当者の協力を得て、被招へい研究者の来日前に必

要な手続（査証の申請手続を含む。）及び宿舎の確保その他、日本での生活に必要な事

柄の助言を行うこと。 

④ 受入研究者は、被招へい研究者及び受入研究機関の国際交流事務担当者と連携して、必

要な書類を期日までに提出すること。 

⑤ 受入研究者は、研究上の不正行為を行わないこと。 

⑥ 受入研究者は、招へいプログラムに係る諸経費について、善良な管理者としての注意義

務をもって管理・執行を行い、不正又は不適切な取扱いは行わないこと。 

⑦ 受入研究者は、本手引に記載している内容に従うとともに、被招へい研究者にも従うよ

う指導すること。 

⑧ 被招へい研究者が 国内（ただし、長期については国内外）を出張又は移動するための旅

費の支給をする場合、日当の支給ができないことを関係者（特に旅費担当者・受入研究

室）間で情報共有すること。 
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（3） 受入研究機関の義務 

① 受入研究機関は、被招へい研究者の滞在日程に十分留意の上、必要な手続を行うこと。 

② 受入研究機関は、被招へい研究者の滞日中の生活面での支援、身分保証（研究機関内で

の活動等に必要な名称・身分を与える等）について、特段の配慮をすること。 

③ 受入研究機関は、被招へい研究者の受入にあたり、必要に応じて、外国為替及び外国貿

易法（昭和２４年法律第２２８号）、関係法令及び学内規程等に沿って、安全保障貿易

管理に係る所要の手続きを行うこと。 

④ 受入研究機関は、予め被招へい研究者の連絡先を確保するよう努め、災害時においては、

安否を確認できるように備えること。 

⑤ 受入研究機関は、被招へい研究者及び受入研究者に対し、研究活動の不正行為（研究成

果の捏造、改ざん等）及び研究費の不正使用（研究費の私的使用、目的外使用等）が行

われることがないように、学振及び受入研究機関の定めるルール（不正行為・不正使用

を行った場合のペナルティを含む）を告知し、遵守させること。 

⑥ 受入研究機関は、被招へい研究者の受入にあたり第一義的な責任を有しており、受入に

あたっては人権侵害行為、研究活動の不正行為及び研究費の不正使用等の防止について

積極的に取り組み、また問題が生じた場合はその解決に努めること。 

⑦ 被招へい研究者が 国内（ただし、長期については国内外）を出張又は移動するための旅

費の支給をする場合、日当の支給ができないことを関係者（特に旅費担当者・受入研究

室）間で情報共有すること。 

 

5．採用の取消し、支給経費の停止等 

学振は、次に掲げるいずれか、あるいは複数の事項に該当すると判断した場合には、その内容

に応じ、 

（1）被招へい研究者の採用の取消し、あるいは採用期間途中の資格の取消し、 

（2）経費の支給停止（国際航空券の支給停止を含む）、 

（3）支給済の経費の全部または一部の返還要求 

からいずれか、あるいは複数の措置を行うことがあります。 

 

① 申請書の記載事項に虚偽が発見された場合 

② 申請書に記載された研究計画の目的を達成することが不可能又は著しく困難と判断され

る場合 

③ 被招へい研究者が日本国法令に違反し、起訴された場合 

④ 受入研究者又は受入研究機関が研究の継続が困難であると判断した場合 

⑤ 一時出国の未申告や虚偽の申告があった場合 

⑥ 不正に受給した場合 

⑦ 研究費の不正使用を行った場合 

⑧ 研究活動における不正行為を行った場合 

⑨ 本手引に記載されている被招へい研究者の義務に違反し、学振の指示に従わなかった場

合及びその他被招へい研究者として相応しくない行動をとった場合 
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6．被招へい研究者及び受入研究者、受入研究機関での事前準備 

被招へい研究者、受入研究者及び受入研究機関においては、被招へい研究者が採用承諾を行う

時点から密接に連絡を取り合うようにしてください。受入研究者及び受入研究機関は被招へい研

究者の来日に関して管理責任を負うことになります。提出書類については、本手引中の提出用様

式一覧に従って、様式をダウンロードし、必ず期日までに提出してください。 

 

7．採用者の公表 

採用された被招へい研究者及び受入研究者については、氏名、研究課題及び活動報告等が学振

のホームページに掲載される場合があります。 

 

8．成果発表 

被招へい研究者は採用となった招へいプログラムによる研究成果を学会誌その他の出版物で発

表又は公開する場合には、当該招へいプログラムによる成果である旨を明示してください。 

また、招へいプログラムで行った研究活動またはそれに関連して生じた成果が高い評価を受け

た場合には、学振へご連絡ください。（成果の例：学術誌等への共著論文の掲載、新聞等への研

究成果・研究活動の掲載、共同研究活動に対する受賞等） 

 
9. 研究課題に係るアウトリーチ活動  

招へいプログラムは、国民の税金によってまかなわれていますので、研究活動の成果を国民へ

還元すること、国民や社会に向けてわかりやすく発信することが、被招へい研究者に期待されて

います。そのため、研究課題に係る被招へい研究者のアウトリーチ活動については、受入研究者

と協議の上、研究計画に支障のない範囲で参加することが可能です。 

※（アウトリーチ活動とは）  

アウトリーチ活動とは、単なる情報発信という考え方を超え、人々に対してわかりやすい言葉で研究内容や成

果を伝え、科学技術を振興する側と享受する側が親和的・双方向的に向き合い対話していく活動である。「ア

ウトリーチ」は「手を差し伸べる」という意味。  

例：一般の人々や子ども、教員を対象とした公開シンポジウム、オープンキャンパス、研究室公開、出前講義、

実験教室、サイエンスカフェ等  

なお、調査研究費から研究課題に係るアウトリーチ活動費用を支出することが可能です。  

 

10．研究活動における不正行為 

研究活動における不正行為（※）は、科学を冒涜し、人々の科学への信頼を揺るがし、科学の

発展を妨げるものであって、本来あってはならないものです。 

また、厳しい財政事情の下、未来への先行投資として、国費による研究費支援が増加する中、

国費の効果的活用の意味でも研究の公正性の確保がより一層求められています。以上のことから、

研究上の不正行為を行なってはなりません。研究活動を行なうにあたっては、受入研究機関や学

協会で定められた規程等に、十分留意してください。 
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（※）研究活動における不正行為 

研究活動における不正行為とは、研究者倫理に背馳し、研究活動及び研究成果の発表において、その本質ない

し本来の趣旨を歪め、科学コミュニティの正常な科学的コミュニケーションを妨げる行為にほかならない。具

体的には、得られたデータや結果の捏造、改ざん、及び他者の研究成果等の盗用が、不正行為に該当する。 

「平成２６年８月２６日 文部科学大臣決定 『研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン』

より」 

 

（参考）研究活動における不正行為等について学ぶ教材等の例 

① 科学の健全な発展のために－誠実な科学者の心得－」（日本学術振興会「科学の健全

な発展のために」編集委員会 編） 

② 研究倫理 eラーニングコース e-Learning Course on Research Ethics [eL CoRE] 

（上記①、②については下記 URLで確認できる。） 

https://www.jsps.go.jp/j-kousei/rinri.html 

③ APRIN e－ラーニングプログラム（CITI Japan） 

④ 研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成２６年８月２６

日：文部科学大臣決定）を踏まえ受入研究機関が実施する研究倫理教育 

 

11．研究費の不正使用 

研究費の不正使用を行なってはなりません。研究費の不正使用の例は次のとおりです。 

(1)  謝金 

① 給与に係る不正 

② 架空の出勤表等に基づく請求等、実態の伴わない謝金給与を請求 

 

(2)  物品購入費に係る不正 

① 架空の取引により研究費の支出を請求し、支払われた代金を業者に預け金として管理 

させた 

② 架空の消耗品代金を業者に請求させた 

 

(3)  旅費に係る不正 

① 旅費の水増し請求 

② 実態を伴わない旅費の請求 

 

また、この他、他の研究者が受けている研究費の不正使用に共謀した場合にも、不正使用と

みなします。研究費を執行するにあたっては、各研究費の使用ルールを受入研究機関等で確認

し、適切に執行してください。 
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Ⅱ 被招へい研究者、受入研究者及び受入研究機関が行う手続 
 

採用決定後の手続等の要点及び手順は次のとおりです。（[ ]内が主に手続を行う対象です。） 

 

1. 採用通知及び関係書類の種類 

学振が送付する採用通知、その他関係書類の種類は以下のとおりです。被招へい研究者及び受

入研究者は、採用通知を受領後、各書類が同封されているか確認してください。 

① 採用通知（Award Letter）＊ 

② 経費負担証明書（Certificate of Financial Support）＊ 

③ 諸手続の手引（本誌） 

④ 旅行代理店からの国際航空券手配に関する説明書 

⑤ 保険会社からの「海外旅行保険に関するご案内」 

＊ ①及び②については、再発行はできません。 

   

なお、受入研究者宛ての採用通知については、写しが送付されます。経費負担証明書について

は、被招へい研究者及び受入研究者に対し、各々原本 1部ずつを発行します。 

被招へい研究者の入国査証の申請や、受入研究者の被招へい研究者に係る「在留資格認定証明

書」（Ⅱ-2-(2)「在留手続」参照）の申請等には、原本を使用しないでください。 

 

 

2．被招へい研究者の来日前に必要な手続 

（1）「受入承諾兼誓約書（様式 1）」の提出 ［被招へい研究者、受入研究者、受入研究機関］ 

採用通知、その他関係書類を受け取った被招へい研究者及び受入研究者は、本手引に定める

すべての事項に同意し、最終的に採用及び受入を承諾する場合には、被招へい研究者及び受入

研究者が必要事項を記入・署名した「受入承諾兼誓約書（様式 1）」を、受入研究機関の国際

交流事務担当部署を経由して提出してください。 

また、様式 1は採用通知の発行日から遅くとも 60日以内に必ず学振に提出してください。採

用通知発行日より 90 日以内に採用を開始する場合は、採用期間開始日の 1か月前までに提出し

てください。なお、未提出のまま採用を開始することはできません。 

 

採用期間開始日の設定に関する注意事項 

① 「受入承諾兼誓約書（様式 1）」における採用期間開始日の設定に関する注意事項 

・採用期間開始日は来日日であり、被招へい研究者の出発日ではありません。 

・採用期間開始日は申請時に記載された来日予定日と必ずしも同一である必要は

ありません。 

・様式 1を提出後、採用期間開始日が変更になった場合には、「変更届（様式 5）」

を受入研究機関の国際交流事務担当部署を経由して提出してください。提出が

遅れると滞在費の支払いが遅れることがあります。 
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② 採用期間開始日を設定する際は、受入研究者は以下の点を念頭に置き、被招へい研究

者と協議してください。受入研究者は、被招へい研究者がフェローシップを開始する

前までに、以下の点を含め受入計画を決定してください。 

（ア） 研究活動の計画、方法、概要 

（イ）査証手続に関する必要書類の手配 

（ウ）被招へい研究者の到着空港から受入研究機関までの旅行方法（送迎等の手 

配） 

（エ）来日中の研究旅行 

（オ）来日中のその他の訪問先機関の手配 

（カ）滞在中の宿舎手配 

（キ）滞在費の受給方法 

（ク）調査研究費の使途 

 

（2）在留手続 ［被招へい研究者、受入研究者、受入研究機関］ 

すべての被招へい研究者は、日本に入国する際、必要に応じて、自国政府の発給する有効な

旅券（パスポート）に、日本国政府の発給する査証（ビザ）を受けたものを所持する必要があ

ります。査証は、外国人の日本への入国及び滞在が差し支えないことを示し、被招へい研究者

は、日本国大使館又は総領事館において、査証をあらかじめ取得した上で、日本に入国する際

に「上陸許可」を受けなければなりません。 

なお、あらかじめ日本の入国管理局から「在留資格認定証明書」の交付を受けた上で査証を

申請する場合には、「在留資格認定証明書」を取得せずに査証を申請した場合と比較して、短

期間に査証を取得できます。 

 

被招へい研究者は、自身の責任において、在留目的及び期間に合致した査証をあらかじめ取

得して来日してください。受入研究者及び受入研究機関は、APPENDIX Aを参照の上、在留資格

認定証明書の申請、査証の取得手続等を行ってください。なお、学振は被招へい研究者及びそ

の家族の査証の取得手続に一切関与しません。 

日本で研究活動を行う場合、「教授」又は「研究」の査証を取得することを推奨します。「教

授」「研究」のいずれを取得すればよいかについては、入国管理局の HPで確認してください。 

 

（3）航空券の申込み［被招へい研究者］  

被招へい研究者は、原則として 来日予定の 40 日前まで に、「国際航空券手配に関する説明

書」を参照の上、別途指定された旅行代理店に航空券の申込みを行ってください。この手続を

行わない場合は、航空券の発券が行われません。 

また、学振が定める方法以外で航空券を入手した場合、学振は、その費用を負担しません。

申込みにあたっては、本手引のⅢ-3「渡航費」を参照してください。 
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（4）「滞在費受領方法通知書（銀行口座届）（様式 2）」の提出［被招へい研究者、受入研究者、

受入研究機関］ 

被招へい研究者と受入研究者は、被招へい研究者に支給される滞在費の受領方法について、

あらかじめ確認の上、採用期間開始日の 1か月前までに 、「滞在費受領方法通知書（銀行口座

届）（様式 2）」を、受入機関事務担当部署を通じ学振へ郵送にて提出してください。学振は、

以下のとおり、滞在費を日本国内の金融機関に開設された被招へい研究者本人又は受入研究者

の口座に振り込みます。 

 

① 振込先を受入研究者の口座にする場合 ☆推奨☆ 

受入研究者の口座に滞在費を振り込みますので、受入研究者は被招へい研究員の来日後、

滞在費を被招へい研究者に渡してください。 

※短期間の滞在の場合、被招へい研究者の来日確認から支払いまでに時間がかかるため、

受入研究者よりお渡しいただくのが一般的です。 

 

② 振込先を被招へい研究者の口座にする場合（日本国内の口座限定） 

被招へい研究者名義の口座を指定する場合、日本国内の口座であることが条件 になります。

様式 2 において被招へい研究者本人の口座に支給経費を振り込むよう指定し、預金通帳の表

紙裏にある口座名義が明記されているページの写し を併せて提出してください。なお、預金

通帳が発行されていない場合は、口座情報が明確に分かる資料の写しを提出してください。

被招へい研究者名義の口座を指定する場合、原則として振り込みまで採用期間開始届（様式

4）受領後から 3週間程度かかります。 

 

③ 振込先を切り替える場合 

外国人招へい研究者（長期）の場合、1回目の振込が受入研究者名義の口座であっても、2

回目以降の振り込みから被招へい研究者名義の口座に振込先を切替えることができます。そ

の場合には、様式 2 を改めて提出してください。切替えの処理に日数を要しますので、提出

時期によっては切り替えが直後の振り込みに反映されないことがありますので、あらかじめ

ご了承ください。 

 

（5）調査研究費の申請 ［受入研究者、受入研究機関］ 

受入研究者は、調査研究費を申請することができます。調査研究費の概要及び必要な手続に

ついては、本手引のⅢ-5「調査研究費」を参照してください。 

 

（6）採用辞退 ［被招へい研究者、受入研究者、受入研究機関］ 

採用された被招へい研究者が採用を辞退する場合、被招へい研究者は、速やかに｢採用辞退願

（様式 10）｣に必要事項を記入・自署の上、受入研究者に提出し、指定された旅行代理店に連

絡してください。受入研究者は、｢採用辞退願（様式 10）｣を確認し、受入研究機関長を通じて

学振に提出してください。 
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3．被招へい研究者の来日後に必要な手続 

（1）「採用期間開始届（様式 4）」の提出 ［受入研究者、受入研究機関］ 

受入研究者は採用期間開始後速やかに受入研究研究機関の国際交流事務担当部署を通じて

「採用期間開始届（様式 4）」を電子メールにて提出してください。本届は必ず採用期間開始

月の末日までに提出 するとともに、採用期間開始日が月末の場合には、特に速やかに提出して

ください。提出がない場合には、海外旅行保険を付すことができませんので、必ず提出してく

ださい。また、被招へい研究者の口座に滞在費の振り込みを希望する場合も、本届の提出をも

って支払い手続きを行います。なお、採用期間開始前に来日している場合は、採用期間開始日

と定めた日を記入して、空港名は空欄としてください。 

 

（2）滞在費の受け渡し（「RECEIPT」の提出）［被招へい研究者、受入研究者］ 

受入研究者の口座に被招へい研究者に対する滞在費の振り込みを希望した場合、様式

「RECEIPT」を 別途電子メールで送付 します。滞在費を受け渡す際、「RECEIPT」の内容と渡

す金額を互いに確認し、被招へい研究者が署名の上、原本を学振へ提出し、写しは受入研究

者が保管してください。招へい長期の場合は、受入研究者の口座に入金する毎に、「RECEIPT」

の提出が必要となります。 

 

（3）行政手続［日本滞在が 3か月以上の被招へい研究者] 

被招へい研究者は、居住地のある市区町村の担当課で必ず以下①～③の行政手続を行ってく

ださい。なお、帰国時にも手続が必要になる場合がありますので、各市町村に確認してくださ

い。その際、窓口における手続は、ほとんど日本語で行われているのが現状です。被招へい研

究者が日本語で窓口担当者に応答することが難しい場合は、受入研究者、研究室の同僚、又は

受入研究機関の事務職員といった 日本人が同行することを推奨します。 

 

①  在留カード 

在留管理制度は、日本に中長期間にわたり適法に在留する外国人を対象としており、在留

期間が 3か月を超える在留資格（「短期滞在」を除く）を有する被招へい研究者は、本制度

の対象となります。 

対象となる者には、出入国港で、入国審査時にパスポートに上陸許可の証印がなされると

同時に、在留カードが即日交付されます。在留カードが交付された被招へい研究者は、住居

地を法務大臣に届け出なければなりません。住居地を定めた日から 14日以内に、在留カード

を持参の上、速やかに住居地の市区町村の窓口に届け出てください。 

在留カードは、被招へい研究者の滞在中の本人証明の役割を果たすことになり、パスポー

トの代わりに常に携帯することが義務付けられています。また、被招へい研究者が日本で銀

行口座を開設する際には、本カードの提示を求められます。在留カードは、滞在期間終了時

に出国空港の入国審査官に返却する必要があります。 

※ 制度の詳細及び最新情報については、下記ホームページ等で確認してください。  

在留管理制度について http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html 

法務省入国管理局     https://www.immi-moj.go.jp/ 

入国管理局インフォメーションセンター http://www.immi-moj.go.jp/info/  
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② 国民健康保険への加入 

在留期間が 3 か月を超える在留資格を有する外国人は、国民健康保険に加入することが義

務付けられています。学振は被招へい研究者に海外旅行保険を付していますが、これとは別

に国民健康保険に加入する必要があります。国民健康保険の制度では、疾病に伴う診療に要

する費用の 7 割を国民健康保険が負担し、残りの 3 割を被保険者が自己負担します。被招へ

い研究者は、疾病の種類にもよりますが、自ら負担した 3 割の医療費を海外旅行保険で補て

んすることができます。 

国民健康保険の加入手続は、在留カードに住居地を登録した後、住居地の市区町村の担当

窓口で行ってください。招へいプログラムで支給される滞在費は給与（所得）ではないため、

保険料減額等の申請ができる場合があります。 

※ 制度の詳細や最新情報については、必ず住居地の市区町村の担当窓口に問い合わせて

ください。 

 

③  国民年金への加入 

国民年金法により、日本に住所があり且つ在留期間が 3か月を超える在留資格を有する 20

歳以上 60歳未満の外国人は、国民年金に加入しなければなりません。国民年金に加入すると

年金手帳が交付され、障害基礎年金や遺族基礎年金を受け取れることがあります。 

国民年金の加入手続は、在留カードに住居地を登録した後、住居地の市区町村の担当窓口

で行ってください。なお、招へいプログラムで支給される滞在費は給与（所得）ではないた

め、「所得がない」ことを理由として、保険料免除・納付猶予制度に申請することもできま

す。また、短期間での加入による掛け捨て防止のための脱退一時金という制度があります。 

さらに、日本は、年金制度の「二重加入の防止」及び「加入期間の通算」のため、各国と

社会保障協定を締結しています。制度利用には、自国の年金制度を管轄する機関での手続が

必要となりますので、あらかじめ確認ください。 

※ 制度の詳細及び最新情報については、下記ホームページ等で確認してください。 

日本年金機構  https://www.nenkin.go.jp/ 
 
（4）パスポートの提示 ［被招へい研究者］ 

被招へい研究者は、学振から求めがあった場合、速やかにパスポートの写し（氏名等記載欄

及びビザ、出入国の日付が分かる上陸許可が記載された鮮明なもの）を学振へ提出してくださ

い。 
 
4．被招へい研究者の採用期間終了後に必要な手続 

（1）「採用期間終了届（様式 6）」の提出 ［受入研究者、受入研究機関］ 

受入研究者は採用期間終了後速やかに、受入研究機関の国際交流事務担当部署を通じて「採

用期間終了届（様式 6）」を電子メールにて提出してください。国内就職やその他の理由で離

日しない場合は、事前に学振に連絡の上、空欄にその旨を記載してください。その場合、復路

航空賃を被招へい研究者等に負担していただきます。なお、研究活動上の必要性による本邦滞

在を希望される場合は、「変更届（様式 5）」の提出が必要です。詳細は、本手引Ⅳ-3「研究
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活動上の必要性による採用期間終了後の本邦滞在」を参照してください。 

 

（2）「研究活動報告書（様式 7）」の提出 ［被招へい研究者、受入研究者］ 

被招へい研究者及び受入研究者は協力して「研究活動報告書（様式 7）」を作成し、採用期

間終了後 3 か月以内に、電子メールにて提出してください。様式 7 は、英語・日本語どちらで

作成してもかまいません。なお、研究課題は変更できません。 

「5.研究実施の状況とその成果」には、主な活動について具体的な内容、所感、今後の展望

等を簡潔に記入してください。また、被招へい研究者の日本における研究活動や講義等の写真

を添付してください(800kb 以上、1枚程度が目安です。)。 

なお、様式 7（1～5 の部分）及び写真はウェブサイト等で公開される場合があります。写真

の公開を拒否される場合、写真の添付は行わなくてもかまいません。 

招へいプログラムにおける研究活動を通じて、学術誌等への共著論文の掲載、新聞等への研

究成果・研究活動の掲載、共同研究に対する受賞等、特筆すべき成果がありましたら、研究活

動報告書に記入してください。 

 

（3）「調査研究費収支決算報告書（様式 8）」の提出 ［受入研究者、受入研究機関］ 

受入研究者は、採用期間終了後 3 か月以内に「調査研究費収支決算報告書（様式 8）」を作

成し、受入研究機関の国際交流事務担当部署を経由して原本を提出してください。採用期間終

了時において調査研究費に未使用分がある場合には、未使用分の調査研究費を返還する必要が

あります。返還方法については、様式 8 を受領後、受入研究機関の国際交流事務担当部署に別

途連絡いたします。 

 

（4）「プログラム評価質問票（様式 9）」の入力 [被招へい研究者、受入研究者] 

採用期間終了後 1 か月以内に、被招へい研究者及び受入研究者はそれぞれ、招へい事業が

研究の進展にどれだけ寄与することが出来たかを確認するとともに、より良い事業に改善す

ることを目的としたウェブ上での「プログラム評価質問票（様式 9）」にご回答ください。 

ウェブページのアドレスは下記のとおりです。 

日本語 

招へい（長期、短期、短期 S）：https://www.jsps.go.jp/j-inv/program.html 

再招へい：https://www.jsps.go.jp/j-plaza/bridge/youshiki.html                                                                                                                             

 

英 語 

招へい（長期、短期、短期 S）：https://www.jsps.go.jp/english/e-inv/program.html 

再招へい： https://www.jsps.go.jp/english/e-plaza/bridge/list.html 
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Ⅲ 被招へい研究者に支給される経費 

  

被招へい研究者に支給される経費（費目・支給額）とその支給方法は、下表のとおりです。支

給基準、規則等に係る変更の交渉に学振は応じることができません。また、学振は同伴者の経費

を負担しません。 

本手引に指示されている書類の提出期限、連絡方法等が守られない場合には、学振は経費の支

給を行いません。 

支給経費 
支給 

対象者 

       プログラム名 

         招へい 
再招へい 

長期 短期 短期Ｓ 

滞在費 

被招へい研究者 

(月額) 

387,600 円 

（日額） 

18,000 円 

（日額） 

42,000 円 

(日額) 

15,000 円 

往復国際航空券 

（現物支給） 

エコノミー 

クラス 

エコノミー 

クラス 

ビジネス 

クラス 

エコノミー 

クラス 

海外旅行保険 Ⅲ-4「海外旅行保険に係る保険料」参照 

調査研究費 
被招へい研究者 

及び受入研究者 
上限 150,000 円 

 

1. 支給経費の性格 

学振が被招へい研究者に支給する滞在費及びその他の経費は、日本で研究活動等を行うための滞

在に必要な経費であり、旅費に相当するものです。 

学振は被招へい研究者を雇用するものではないため、被招へい研究者に支給する諸経費は、被招

へい研究者の研究活動等（労働）に対する給与又は報酬にあたりません。したがって所得税は課さ

れません。 

 

2．滞在費 

被招へい研究者が日本国内において研究活動に従事するための日常生活に必要な費用に充てる

ための経費として滞在費を支給します。滞在費が支給されている期間は、他の経費による日当の

支給を受けることはできません。 

 

（1）支給額 

上記の表に基づき、プログラムごとに定められた金額を支給します。総額は当該額に採用月

数又は採用日数を乗じた額となります。ただし、採用期間を短縮又は採用期間中の一時出国を

する場合はこの限りではありません。 

  

（2）支給方法及び支払日 

① 招へい（長期） 

滞在費の支払い日は、原則、前月の月末です。 

ただし、初回分の滞在費を被招へい研究者口座（日本国内の口座に限る）で受け取る場合、

「採用期間開始届（様式 4）」受領後の支払となります。 
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なお、最初と最後の支給月においては、来日時期（来日する月の前半：～15日・同後半： 

16日～）に応じて滞在費を半月単位で支給します。 
 

<詳細> 来日日が月の 15 日以前の場合：最初の月（来日月)に 1 か月分を支給し、最後の月

（帰国月）は支給しません。 

来日日が月の 16 日以降の場合：最初の月（来日月）に半月分を支給し、最後の月  

（帰国月)に半月分を支給します。 

② 招へい（短期）、招へい（短期 S） 

滞在費の支払日は、原則、来日直前に、滞在日数×日額を一括で支給します。 

ただし、滞在費を被招へい研究者口座（日本国内の口座に限る）で受け取る場合、「採用

期間開始届（様式 4）」受領後の支払となります。 

 

③ 再招へい 

滞在費の支払日は、原則、来日直前に、滞在日数×日額を一括で支給します。 

   

※留意事項 

会計年度初月分（4月分）においては、上記の限りではありません。 

支払日は学振の設定した日（各月の 10日、20日、30日の前後の日）となります。 

予算管理、経理の都合上、予告なく上記の支給方法・支払日を変更する場合があります。 

 

3．渡航費 

採用となった被招へい研究者が来日及び離日するための経費として、航空券（現物）を支給

します。対象プログラム及び支給可能な航空券の種別は、各プログラムの「国際航空券手配に

関する説明書」を参照してください。 

 

（1）支給条件 

学振が支給する航空券は、原則として、採用期間に基づき、被招へい研究者が所属する研

究機関の最寄りの空港から、日本の受入研究機関の最寄りの空港までの最も一般的かつ経済

的な経路によるものとします。なお、利用する航空会社は指定できません。 

また、採用期間開始の以前より既に日本に滞在している被招へい研究者については、往路

航空券は支給しません。 

※最も一般的かつ経済的な経路以外の場合（発着地・経路の変更やストップオーバー、フラ

イトの指定等）や経路の変更（発券後の航空券の変更を含む）に伴って追加料金が発生する

場合は、被招へい研究者の自己負担となります。 

※手荷物超過料金は支給しません。 

 

（2）支給方法 

運賃元払い方式（PTA）による航空券を支給します。航空券の支給を希望する被招へい研究者

は、採用通知に同封されている「国際航空券手配に関する説明書」に記載された期日まで に指

定された旅行代理店に連絡してください。 
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航空券を受領した後に旅程等のキャンセル・変更を希望する場合は、必ず指定された旅行

代理店を通して変更してください。また、キャンセル・変更等に係る費用が発生した場合は、

被招へい研究者本人の負担となります。 

  

（3）注意事項 

次の各項目のいずれかに該当すると学振が認めた場合、天変地異の発生によるもの等、やむ

を得ない場合を除き、当該渡航費は支給しません。 

① 被招へい研究者の自己都合により、旅行代理店が手配した航空券を使用しなかった場

合（当該航空券をキャンセルした場合のキャンセル代等含む） 

② 所定の期日までに航空券の申込みが無い場合 

③ 航空券を自ら購入した場合 

④ 他の機関が航空券を支給又は航空賃を負担する場合 

⑤ 留学や就業、その他私的理由により、採用通知発行日以降において、我が国に生活の

実態が恒常的にあると学振が判断した場合 

⑥ 採用期間開始日より前（当日は含まない）に来日した場合 

⑦ 被招へい研究者が採用期間終了後、「変更届(様式 5)」による採用期間終了後の本邦

滞在に拠らずに日本に引き続き滞在する場合（復路分） 

⑧ その他学振が渡航費の支給は適当ではないと認めた場合 

 

4．海外旅行保険に係る保険料 

学振は、被招へい研究者の採用期間中、傷害及び疾病に係る海外旅行保険を付し、保険料を負

担します。補償内容及び保険会社に対する手続等については、採用通知に同封されている「海外

旅行保険のご案内」を確認してください。 

また、採用期間終了後に引き続き日本に滞在する場合の滞在期間については、本保険ではカバ

ーされません。 

なお、保険の詳細については、「海外旅行保険のご案内」に記載の保険代理店又は保険会社に

直接問い合わせてください。 

 

5．調査研究費 

被招へい研究者及び受入研究者が採用期間中に研究及び講演等の活動を行うための経費として、

受入研究者は調査研究費を申請することができます。被招へい研究者と受入研究者は、調査研究

費の使途について十分に相談してください。 

 

（1）申請手続 

「調査研究費交付申請書（様式 3）」の提出があったものに対し交付します。様式 3 は原則

として 採用期間開始日の 1 か月前まで に提出してください。調査研究費の 申請額の上限は、

150,000円 となります。なお、原則、調査研究費振込の通知はしません ので、各自で入金を確

認してください。 
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（2）調査研究費の管理 

調査研究費については、原則として、受入研究者が受入研究機関に経理事務等を委任するこ

とにより、受入研究機関において「預り金」として管理・執行してください。 

なお、科学研究費補助金と同じ口座に振り込むことはできません ので、注意してください。 

調査研究費の管理・執行は、本手引の「調査研究費使用ルール」及び受入研究機関の規程等

に沿って適切に取り扱ってください。 
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調査研究費使用ルール 
 

Ⅰ 総則 

【被招へい研究者及び受入研究者の責務】 

Ⅰ-1 被招へい研究者及び受入研究者は、調査研究費が国民から徴収された税金等でまかなわれるものである 

ことに留意し、調査研究費の交付の目的に従って誠実に執行するように努めなければならない。 

Ⅰ-2 調査研究費の管理に伴い生じた利子は、研究の遂行に使用し、又は所属する研究機関に譲渡しなければ 

ならない。 

 

Ⅱ 調査研究費の使用 

【調査研究費の公正かつ効率的な使用】 

Ⅱ-1 被招へい研究者及び受入研究者は、調査研究費の公正かつ効率的な使用に努めなければならず、他の用途

への使用及びこの使用ルールに違反する使用をしてはならない。 

Ⅱ-2 調査研究費の各費目の対象となる経費 

（1）消耗品費 消耗品を購入するための経費 

（2）謝  金 研究活動への協力をする者に係る謝金の支払いのための経費 

（3）旅  費 ① 研究活動を遂行するにあたり、被招へい研究者及び受入研究者等が出張又は移動す 

るための旅費（ただし、被招へい研究者に対し、内国旅費（長期の場合は外国旅費          

も含む）に係る日当を支払うことはできない。） 

② 被招へい研究者が採用開始日に来日又は採用終了日に帰国する際、空港と受入研究

機関との間を移動するための旅費。また、受入研究者等が被招へい研究者を送迎  

する際の空港と受入研究機関との間を移動するための国内旅費 

（4）そ の 他  上記のほか研究活動を遂行するための経費（例：研究活動に係るアウトリーチ活動費用、

学会への参加費等（アルコール類を除く。）） 

 

【使用の制限】 

Ⅱ-3 調査研究費は、次の経費として使用してはならない。 

（1）設備備品費 

（2）研究遂行中に発生した事故・災害の処理のための経費 

（3）受入研究者及び被招へい研究者に対する人件費・謝金 

（4）被招へい研究者に対しての、内国旅費（長期の場合は外国旅費も含む）に係る日当 

 

【合算使用】 

Ⅱ-4 調査研究費は、他の用途と合わせて 1回の出張をする又は 1個の消耗品等を購入する場合において、他の

経費との使用区分を明らかにした上で、合算して使用することができる。 

 

【納品等及び支出の期限】 

Ⅱ-5 研究に係る物品の納品、役務の提供等は、採用期間終了日までに完了し、及びこれに係る支出は収支決算

報告書の提出期限までに行わなければならない。 

 

Ⅲ 収支決算の報告 

【収支決算報告書の提出期限】 

Ⅲ-1 受入研究者は、採用期間終了後 3 か月以内に「調査研究費収支決算報告書（様式 8）」により、学振に    

収支決算報告を行わなければならない。 

 

Ⅳ その他 

【未使用額の返還】 

Ⅳ-1 採用期間終了時において調査研究費に未使用分がある場合は、未使用分を返還しなければならない。返還

については、学振より別途通知される方法に従わなければならない。 

 

【関係書類の整理・保管】 

Ⅳ-2 受入研究者及び受入研究機関は、受入研究機関の規程等に沿って、収支に関する帳簿を備え、領収証書等

関係書類を整理し、並びにこれらの帳簿及び書類を採用期間終了後 5年間保管しなければならない。また、

学振から関係書類の閲覧の申し出があった場合には、受入研究者及び受入研究機関はこれに応じなければ

ならない。  
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6．支給経費の学振への 戻入 E

れいにゅう

 

学振は、採用期間の短縮又はその他の理由により、被招へい研究者に過分な経費を支給してい

たことが判明した場合、被招へい研究者に当該経費の戻入を要求し、受入研究者宛てに「戻入通

知書」を電子メールにて送付します。 
U戻入はできるだけ速やかに、そして、被招へい研究者が離日する前に行ってください。被招へ

い研究者、受入研究者、及び受入研究機関は連携し合い、責任をもって戻入を行ってください。 

Uまた、受入研究者及び受入研究機関においては、戻入ができるだけ発生しないよう、被招へい

研究者の採用期間及び支給経費等に密接に関連する事項については、被招へい研究者と日常的に

連絡を取ってください。 

 

戻入にあたっての送金手数料（海外送金手数料及び日本での振込手数料）については、すべて

被招へい研究者が負担してください。なお、帰国後に外国から送金する場合、手数料が高額（2,500

円以上）になります。 
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Ⅳ 採用期間中の各種変更等 
 

U被招へい研究者がやむを得ない事情により採用期間の短縮又は採用期間中の一時出国を希望

する場合には、必ず事前に受入研究者及び学振に連絡してください。 Uその後、確定次第速やか

に、受入研究者が「変更届（様式 5）」を記入し、U受入研究機関の国際交流事務担当部署を通

じて U電子メール又は郵送にて提出してください。 

Uなお、いかなる場合であっても、採用期間（採用通知に記載された日数）は、延長できませ

ん。また、採用期間開始から終了までの日本滞在日数が各プログラムで定められた採用期間の

下限を下回ることはできません。 

 

1．採用期間の短縮  

採用期間の短縮における注意点は以下のとおりです。 

（1）申請時の研究計画と実施内容に著しい差異が生じる短縮は認められません。 

（2）一度短縮した採用期間は、再び延長できません。 

（3）短縮日数分の滞在費は、減額されます。 

（4）変更によって復路分の航空券に追加費用が発生する場合は被招へい研究者の負担と 

なります。なお、航空券の返還が必要となる場合には、別途返還方法等を通知します。 

  （5）「変更届（様式 5）」には被招へい研究者本人の署名が必要となります。 

 

2．採用期間中の一時出国  

採用期間中の一時出国における注意点は以下のとおりです。 

（1）一時出国は、学振がやむを得ないと判断する場合のみ認められます。 

（2）休暇等のための一時出国は認められません。 

（3）申請時の研究計画と実施内容に著しい差異が生じる一時出国は認められません。 

（4）一時出国日数の計算にあたっては、出国日及び入国日を含みます。 

（5）一時出国をする場合でも、採用期間終了日は変更できません。 

（6）学振は、一時出国にかかる経費を負担しません。 

（7）一時出国期間中の滞在費は、一時出国期間分が減額されます。 

（8）一時出国に先立ち、被招へい研究者は、「再入国の許可」を受けておくことが必要とな

る場合があります。事前に最寄りの法務省地方入国管理局又はその支局、出張所にご確

認ください。 

  （9）「変更届（様式 5）」には被招へい研究者本人の署名が必要となります。 

 

3. 研究活動上の必要性による採用期間終了後の本邦滞在 

被招へい研究者は、採用期間終了日に離日する ことを原則とし、この場合に限り、復路航空券

を支給します。 

ただし、研究活動上の必要性による採用期間終了後の本邦滞在を希望する場合には、学振に「変

更届（様式 5）」を提出し、許可を得てください。許可をもって、復路航空券の使用が可能とな

ります。  

※復路航空券の変更等で発生する追加費用は被招へい研究者の自己負担となります。 
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なお、学振が原則として承認できる本邦滞在期間の上限は以下のとおりです。 

（1） 招へい（長期）においては各自の採用期間の 2分の 1にあたる期間。ただし、最大で

2か月間。 

（2） 招へい（短期）、招へい（短期 S）、再招へいにおいては、各自の採用日数の 2分の 1に

あたる日数。 

 

また、採用期間終了後の本邦滞在は、被招へい研究者及び受入研究者の責任において滞在す

るものであり、学振はその滞在に係る一切の責任及び復路航空賃を除く経費（海外保険含む）

を負担しません。在留資格・保険期間等に十分注意してください。 

その他、採用期間終了後、本制度に基づかず日本に滞在する被招へい研究者については、学

振は、採用機関終了後の滞在に係る一切の責任及び経費（海外保険、復路分航空賃を含む）を

負担しません。その場合、既に発券されている場合でも、復路航空券の使用は認められず、

復路航空賃を請求します。 

 

4．滞在費の減額 

一時出国及び期間短縮等による滞在費の減額は以下のように算出されます。 

 

（1）招へい（長期） 

一時出国日数及び採用期間短縮日数が、通算 15日を超える場合は、その事実が判明した翌

月の滞在費から 0.5 か月分を減額します。以後、通算の一時出国日数及び採用期間短縮日数

が 15日加算されるごとに 0.5か月分を減額します。なお、一時出国及び期間短縮により滞在

日数が 0日の月ができた場合は、当該月の滞在費は支給されません。 

 

通算離日期間 減額対象額 

16～30 日 0.5か月分 

31～45 日 1か月分 

46～60 日 1.5か月分 

 

例：一時出国及び採用期間短縮に伴う減額ケース（採用期間 6月 1日～11月 30日（6か月）） 

一時出国期間が、7 月 1 日（出国日）～7 月 10 日（入国日）の 10 日間で、かつ採用期

間短縮による帰国日が 11月 24日の場合、一時出国（10日）と期間短縮（6日）の合計

が 16日となるため、0.5か月分の滞在費が減額されます。 

 

（2）招へい（短期）、招へい（短期 S）、再招へい  

一時出国日数及び採用期間短縮日数に各プログラムの日額単価を乗じた額を減額します。 

 

学振は、一時出国及び採用期間の短縮その他の理由により、被招へい研究者に過分な経費

を支給していたことが判明した場合、被招へい研究者に当該経費の返還を要求します。詳細

は、Ⅲ-6「支給経費の学振への 戻入
れいにゅう

」を参照してください。
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今後の研究継続について 

本会事業により今後の研究継続を御検討されている場合は、次の URL「事業の御案内」

より、該当する事業をご確認ください。 

https://www.jsps.go.jp/programs/ 

 
Note: Research Continuation 
If you are considering continuing this research under another JSPS program, please check the 

following URL for a listing of corresponding programs. 

https://www.jsps.go.jp/english/programs/index.html 
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