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頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム 

平成２６年度公募 Ｑ＆Ａ 

平成２６年２月 

１．プログラム全体 

 

Ｑ１－１：本プログラムにおける「国際共同研究」とはどのようなものか。 

Ａ：我が国の大学等研究機関の研究グループ（常勤研究者を中心として構成される研

究グループ）が、海外のトップクラスの研究機関の研究者や研究グループ等と共同

で行う研究であり、フィールド調査や長期観測等を含めて、研究遂行上必要とされ

る活動全般を幅広く含みます。 

また、研究グループの規模や共同研究の進捗状況（既に研究を開始しているか

否か）についても、特に制限を設けておりません。 

 

Ｑ１－２：国際共同研究を行う中で若手研究者を派遣するプログラムだが、若手研究

者は当該国際共同研究に参画する必要はあるのか。また、どのような形態

で参画することが求められるのか。 

Ａ：本プログラムでは、国際研究ネットワークの構築・強化を図るために、国際共同研

究を行う中で、海外の連携機関に若手研究者を１年程度以上の長期にわたって派

遣する際の必要経費を支援します。よって、支援の前提として、派遣される若手研

究者が当該国際共同研究に参画することが必要です。なお、その参画形態につい

ては、研究のテーマの一部を担う、あるいは連携研究者と協働するなど、様々な形

態が想定されており、特に参画の形態を限定することはありません。全体の研究計

画上の必要に応じて、適切な形態での参画を検討してください。 

 

Ｑ１－３：同様に、国際共同研究を行う中で海外から受け入れる研究者は当該国際

共同研究に参画する必要はあるのか。また、どのような形態で参画するこ

とが求められるのか。 

Ａ：本プログラムでは、国際研究ネットワークの構築・強化を図るために、国際共同研

究を行う中で、海外の連携機関から研究者を招へいする際の、必要経費を支援し

ます。よって、支援の前提として、連携機関から招へいする研究者が当該国際共同

研究に参画することが必要です。なお、その参画形態については、若手研究者の
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派遣と同様に特に参画の形態を限定することはありません。全体の研究計画上の

必要に応じて、適切な形態での参画を検討してください。 

 

Ｑ１－４：国際共同研究を行う海外の連携機関は１つの機関に限られるのか。 

Ａ：相手側が１つの場合も、複数にわたる場合も対象となります。また、国・地域につ

いても同様で、欧米及びアジアなど複数の地域にわたるものも対象となります。な

お、本プログラムは特定の連携機関との国際研究ネットワークの構築・強化を目的

としていることから、複数の連携機関の場合は、主たる連携機関を１つ決めてくださ

い。 

 

Ｑ１－５：海外の連携機関は、大学等研究機関に限られるのか。 

Ａ：本プログラムの趣旨・事業目的に適うのであれば、大学、研究機関、民間企業等、

連携機関の種別は問いません。なお、連携機関は、国際共同研究の相手側となり

得るものであり、共同研究のパートナーとして適切な海外の機関等であることに留

意が必要です。 

 

Ｑ１－６：本プログラムで実施する国際共同研究の国・地域や研究領域は、限定され

るのか。 

Ａ：本プログラムが対象とする国・地域や研究領域については特に限定していません。

代表機関（協力機関を含む。）が、組織的な研究戦略として、既に強みをもつ研究

領域やこれから発展させたいと考える研究領域において、高いポテンシャルを有す

る海外の研究グループと連携し、今後、国際的な研究ネットワークにおいて中核と

なることを目指せることが必要です。 

 

Ｑ１－７：「事業期間は１～３年間とし、２名以上の派遣又は１名以上の受入を行わな

い年度を事業期間に含めることはできません。」とは具体的にどのようなこ

とか。 

Ａ：その年度に下記の①、②の両方を満たしている場合に限って、当該年度を事業期

間に含めることができます。 

① 連携機関へ新たに出発する、又は前年度から継続的に派遣している若手研



3 
 

究者が合わせて２人以上いる 

② 連携機関から新たに受入れる、又は前年度から継続的に受入れている研究

者が１人以上いる 

   ※なお、「継続的に」とは、前年度から派遣期間又は受入期間が連続している場

合だけでなく、前年度中に一度帰国し、当該年度に再度派遣する又は受入れ

る場合も含みます。 

 

Ｑ１－８：事業期間１～３年間とは、 大で３年間支援されるということか。 

Ａ：平成２６年度公募については、支援期間は 長で採択決定後（平成２６年１０月上

旬頃を予定）から平成２８年度末までとなります。 

 

Ｑ１－９：審査方針④-2 で設定が求められる「客観的指標」とは国際共著論文数等に

限られるのか。 

Ａ：本プログラムでは、当該審査方針で挙げている「国際共著論文数」や「被引用数」

も指標のひとつと考えていますが、それぞれの研究領域の事情に応じて、設定可

能で客観的に判断することができる指標を呈示してください。 

 

 

２．派遣対象者・派遣期間等 

 

Ｑ２－１：派遣対象者の「助教、専任講師、准教授相当」、「ポスドク相当」 の「相

当」とはどういう意味か。 

Ａ：職名が「助教、専任講師、准教授、ポスドク」でなくともそれに相当する職にある者

ということです。例えば「助教、専任講師、准教授相当」については、常勤の助教、

専任講師、准教授以外の、有期雇用等による○○助教、○○准教授等も含んで結

構です。研究所等においては大学等の高等教育機関に準じてください。 

  「ポスドク相当」については、「ポスドク」という職名に限らず、博士の学位を有して

いる研究者（我が国の大学院博士課程に標準修業年限以上在学し、所定の単位

を修得の上退学した者で、博士の学位を取得した者に相当する能力を有すると認

められる者も含む）を含んで結構です。 

  なお、どちらも大学等研究機関（代表機関又は協力機関）に研究者として所属して
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いることが必要です。 

 

Ｑ２－２：派遣対象者に博士後期課程や修士課程の学生は含まれないのか。 

Ａ：博士後期課程や修士課程の学生を派遣対象者とすることはできません。ただし、

大学院の学生が主担当研究者又は研究担当者の研究支援補助者（ＲＡ等）として、

事業に参画することは妨げません。 

 

Ｑ２－３：派遣対象者は、「原則として助教、専任講師、准教授相当の職の者」となってい

るがどういう意図か。 

Ａ：本プログラムでは、国際研究ネットワークを構築・強化し、事業終了後も継続する

ことを意図しているため、研究組織内で一定の安定的な身分を有する若手研究者

の派遣を優先的に考えています。ただし、研究計画上の必要性に応じてポスドク相

当の者を派遣者とすることは可としますので、計画調書の当該派遣計画の欄にお

いて必要性を十分に説明してください。 

 

Ｑ２－４：既に海外に滞在している者を派遣対象者とすることは可能か。 

Ａ：本プログラムの趣旨、事業計画の目的に適う場合においてのみ可能です。 

なお、支給できる滞在費等は、本プログラムの補助金の交付内定以降に発生し

た経費に限るものとし、交付内定日より前から遡って滞在費等を支給することはで

きません。 

 

Ｑ２－５：派遣対象は日本人に限るのか。例えば代表機関又は協力機関に所属する

外国人教員等は対象となるのか。 

Ａ：派遣対象者の国籍は問わないこととしていますので、外国人を派遣することも可

能ですが、派遣対象者の選抜にあたっては、我が国の学術研究の水準の向上、我

が国と海外との将来にわたる国際研究ネットワークの強化等といった本プログラム

の趣旨を踏まえ、適切な人材を派遣することが期待されます。特に、外国人教員等

の出身国に派遣しようとする場合は、社会一般から見ても疑念のない経費支出の

必要性があるか、慎重な検討が必要です。 

なお、日本学術振興会の外国人特別研究員に採用中の者については、我が国



5 
 

の大学等研究機関で日本側受入研究者の指導のもとに共同研究を行うために招

聘されていることから、本プログラムの対象とすることはできません。 

 

Ｑ２－６：若手研究者の職位の要件が定められているが主担当研究者及び担当研

究者にも職位の要件はあるのか。教授でないといけないのか。 

Ａ：主担当研究者は代表機関に所属する常勤研究者、担当研究者は代表機関又は

協力機関に所属する研究者であれば、教授に限らず、職位は問いません。ただし、

若手研究者（派遣対象者）となれる身分の者が、主担当研究者や担当研究者とな

った場合は、若手研究者（派遣対象者）として取り扱うことはできません。 

 

Ｑ２－７：若手研究者（派遣対象者）が担当研究者を兼ねることは可能か。 

Ａ：担当研究者は主担当研究者とともに事業計画を実施する者であり、若手研究者の

派遣時の支援・指導を行う立場であることから、派遣される若手研究者が担当研究

者を兼ねることはできません。 

 

Ｑ２－８：同じ者を複数の海外の連携機関に派遣することは可能か。 

Ａ：海外の連携機関が複数有り、事業計画を遂行する上で必要であれば複数の連携

機関に派遣することは可能です。 

 

Ｑ２－９：原則として１年間以上派遣とあるが、１２か月以上派遣する必要があるの

か。 

Ａ：派遣される若手研究者の研究計画が遂行され、本プログラムの目的に十分に適う

場合には、１２か月間に満たなくとも、３００日以上の派遣であれば可とします。 

 

Ｑ２－１０：全派遣期間を連続したものとする必要はあるのか。 

Ａ：本プログラムにおける派遣期間は、原則として１年間以上としますが、必ずしも１

年間以上の連続した期間である必要はなく、複数回渡航した期間を通算して１年

間以上となる場合も可とします。ただし、１回の渡航は原則として３か月以上の連

続した期間とします。 
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Ｑ２－１１：長期の派遣期間中に一時帰国したい場合の扱いはどうなるのか。 

Ａ：派遣期間は全体を連続したものとする必要はなく、１回の渡航を原則として３か月

以上の連続した期間とし、複数回に分けて渡航することが可能なため、事業計画

の遂行上、或いはその他の事情により必要に応じて一時帰国することは可能で

す。 

この場合、本プログラムと関連の無い用務のための一時帰国や、単に自己都合

による一時帰国に要する往復の渡航費は本プログラムの補助金からは支給できま

せんが、例えば派遣先で収集したサンプルを日本で解析するために帰国するなど、

プログラムの研究計画上必要となる場合には、本プログラムの補助金から渡航費

を支給できます。 

 

Ｑ２－１２：１回の渡航は原則として３か月以上の連続した期間とのことだが、９０日

以上派遣する必要があるのか。 

Ａ：派遣される若手研究者の研究計画が遂行され、本プログラムの目的に十分に適う

場合には、３か月間に満たなくとも、６０日以上の派遣であれば可とします。 

 

Ｑ２－１３：１回の渡航で年度を跨いだ派遣となる場合、「原則として３か月以上」の

期間をどう考えればいいのか。 

Ａ：１年度目と２年度目又は２年度目と３年度目を跨いだ派遣の場合は開始年度、終

了年度の両方の派遣者としてカウントしますが、派遣開始から終了までで原則とし

て３か月以上であればよく、開始年度、終了年度の両方について３か月以上である

必要はありません。 

 例えば、以下のような場合は若手研究者の派遣期間としてカウントできます。 

例(1)： 年度を跨ぐ 1 回の渡航で 1 年程度の派遣期間 
H27.2.15 - H28.1.31  351 日（Ｈ26 年度＝45 日、Ｈ27 年度＝306 日) 

例(2)： 複数回の渡航のうち、年度を跨ぐ渡航が含まれる 

H27.3.1 - H27.5.31    92 日（Ｈ26 年度＝31 日、Ｈ27 年度＝61 日) 

H27.9.1 - H27.12.10  101 日（Ｈ27 年度＝122 日) 

H28.5.10-H28.9.30   144 日（Ｈ28 年度＝144 日) 

計 337 日 
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Ｑ２－１４：本プログラムで派遣される若手研究者は、派遣期間終了時には直ちに帰

国しなければならないのか。 

Ａ：派遣期間終了後に直ちに帰国する必要はありませんが、期間終了後も引き続き

海外に滞在する場合、期間終了後に係る経費は帰国のための航空賃を含め本プ

ログラムの補助金からは支給できません。 

 

 

Ｑ２－１５：日本学術振興会の他の派遣事業で派遣されている、又は派遣されたこと

のある者を派遣対象とすることは可能か。 

Ａ：日本学術振興会の他の派遣事業により派遣中の者を重複して派遣対象とするこ

とはできませんが、既に当該事業による派遣期間が終了している者については対

象とすることができます。 

 

Ｑ２－１６：日本学術振興会の特別研究員を本プログラムの国際共同研究に参画さ

せるため派遣対象とすることは可能か。 

Ａ：可能です。ただし、特別研究員は、その採用に際して申請した研究計画に基づく研

究に専念する義務がありますので、派遣に際しては、原則として、本プログラムの

国際共同研究として当該派遣先において行う研究が、特別研究員としての研究計

画の遂行であることが必要です。 

 

 

Ａ：本プログラムでは、事業期間中に２名以上の若手研究者をそれぞれ原則として１

年以上派遣することが要件です。かつ、事業期間中の各年度ごとに２名以上派遣

する必要があります。（Ｑ１－７参照） 

 

Ｑ２－１７：派遣人数の下限はあるのか。 
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３．受入（招へい）対象者・受入期間等 

 

Ｑ３－１：受入（招へい）対象者の「助教、専任講師、准教授相当」、「ポスドク相当」 、

「教授相当」の「相当」とはどういう意味か。 

Ａ：職名が「助教、専任講師、准教授、ポスドク」でなくともそれに相当する職にある者

ということです。例えば「助教、専任講師、准教授相当」「教授」相当については、常

勤の助教、専任講師、准教授、教授以外の、有期雇用等による○○助教、○○准

教授、○○教授等も含んで結構です。研究所等においては大学等の高等教育機

関に準じて判断してください。 

  「ポスドク相当」については、「ポスドク」という職名に限らず、博士の学位を有して

いる研究者を含んで結構です。 

  なお、どちらも海外の連携機関に研究者として所属していることが必要です。 

 

Ｑ３－２：受入対象者は、「原則として助教、専任講師、准教授相当の職の者とします」と

なっているがどういう意図か。 

Ａ：本プログラムでは、国際研究ネットワークを構築・強化し、事業終了後も継続する

ことを意図しているため、研究組織内で一定の安定的な身分を有する若手研究者

の受入を優先的に考えています。ただし、研究計画上の必要性に応じてポスドク相

当の者や指導的な立場の教授相当の者を招へいすることは可としますので、計画

調書の当該招へい計画の欄において必要性を十分に説明してください。 

 

Ｑ３－３：既に日本に滞在している者を受入（招へい）対象者とすることは可能か。 

Ａ：本事業の連携機関から受入れている研究者であって、プログラムの趣旨、事業計

画の目的に適う場合においてのみ可能です。 

なお、支給できる滞在費等は、本プログラムの補助金の交付内定日以降に発生

した経費に限るものとし、交付内定日より前から遡って滞在費等を支給することは

できません。 

 

Ｑ３－４：受入対象は外国籍の者に限るのか。例えば連携機関に所属する日本国籍

の研究者は対象となるのか。 
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Ａ：受入対象者の国籍は問わないこととしていますので、日本国籍の者を受入れるこ

とも可能ですが、我が国と海外との将来にわたる研究ネットワークの強化という本

プログラムの趣旨を踏まえ、適切な人材を受入することが期待されます。 

 

Ｑ３－５：同じ者を事業期間中に複数回招へいすることは可能か。 

Ａ：事業計画を遂行する上で必要であれば複数回招へいすることは可能です。 

 

Ｑ３－６：長期の受入期間中に一時帰国したい場合の扱いはどうなるのか。 

Ａ：同じ者を事業期間中に複数回招へいすることが可能であり、受入期間を連続した

ものとする必要はないため、事業計画の遂行上その他の事情により必要に応じて

一時帰国することは可能です。 

この場合、本プログラムと関連の無い用務のための一時帰国や、単に自己都合

による一時帰国に要する往復の渡航費は本プログラムの補助金からは支給できま

せんが、例えば日本で解析したデータについて、本国の連携機関で検証解析する

ために帰国するなど、プログラムの研究計画上必要となる場合には、本プログラム

の補助金から渡航費を支給できます。 

 

Ｑ３－７：本プログラムで受入れる研究者は、受入期間終了時には直ちに帰国しなけ

ればならないのか。 

Ａ：受入期間終了後に直ちに帰国する必要はありませんが、期間終了後も引き続き

日本に滞在する場合、期間終了後に係る経費は帰国のための航空賃を含め本プ

ログラムの補助金からは支給できません。 

 

 

Ｑ３－８：日本学術振興会の他の事業で受入れている、又は受入れたことのある者を

受入対象者とすることは可能か。 

Ａ：日本学術振興会の他の事業により受入中の者を重複して受入対象とすることはで

きませんが、既に当該事業による受入期間が終了している者については対象とす

ることができます。 
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Ｑ３－９：日本学術振興会の外国人特別研究員を本プログラムの国際共同研究に参

画させるため受入対象とすることは可能か。 

Ａ：上述のとおりできません。 

 

 

Ａ：本プログラムでは、事業期間中に１名以上の研究者を海外から受け入れることが

要件です。かつ、事業期間中の各年度ごとに１名以上受け入れる必要があります。

（Ｑ１－７参照） 

 

 

４．応募関係 

 

Ｑ４－１：複数の機関で協同して応募することは可能か。 

Ａ：複数機関に所属する研究者のグループでの応募も可能です。その場合は、代表

機関と協力機関を定めて、代表機関から応募してください。 

 

 

Ａ：単独の機関に所属する研究者のグループでの応募であれば、協力機関はなしで

構いません。 

 

Ｑ４－３：応募に際して、国際共同研究の相手側となる海外の連携機関と協力協定

等を締結しておく必要はあるのか。 

Ａ：本プログラムでは、機関間（又は部局間）の協定締結を応募要件とはしていません

が、応募に際しては、海外の研究グループが、日本側の研究グループと連携して

本プログラムの事業を行うことについて承諾していることを確認できる証拠書類（レ

ター等、様式自由）を提出してください。 

 

Ｑ４－４： 長３年の計画で応募する場合、２年目、３年目に派遣する若手研究者や海

外から受け入れる（招へいする）研究者を決定しておく必要はあるのか。 

Ａ：応募にあたっては、１年目の派遣者、受入者については氏名を特定してください。 

Ｑ３－１０：受入人数の下限はあるのか。 

Ｑ４－２：協力機関なしで単独の機関で応募することは可能か。 
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派遣する若手研究者については、２年目以降は、必ずしも氏名を特定することは

求めませんが、派遣中に遂行する研究計画及び国際共同研究の中で果たす役割

を含めた派遣計画選抜方針・基準を明確にしていただく必要があります。 

海外からの受入者については、２年目以降は、氏名を特定することは求めませ

んが、受入中に遂行する研究計画及び国際共同研究の中で果たす役割を含めた

招へい計画を明確にしてください。 

 

 

 

Ａ：主担当研究者１名は必須ですが、担当研究者の人数についての制限はなく、担当

研究者なしの計画も可能です。 

なお、本プログラムは研究グループの国際研究ネットワークの強化等を支援す

るものなので、主担当研究者１名のみではなく、担当研究者も含めた複数名による

実施体制を整えることが望ましいと考えられます。 

 

 

５．経費の取扱い 

 

Ｑ５－１：応募総額は年間５千万円以内とのことだが、下限はあるのか。 

Ａ：ありません。事業計画に応じた適正な金額で応募してください。 

 

Ｑ５－２：応募する経費について、派遣・招へい経費と研究費の割合の目安はどの

ようなものか。 

Ａ：派遣経費と研究費の割合については特に目安を定めていません。若手研究者の

派遣経費及び海外からの研究者の招へい経費については応募機関（代表機関又

は協力機関）の旅費規程に基づき、適切な渡航費・滞在費等を計上してください。

研究費については国際共同研究の遂行上の必要に応じて適切な額を計上してくだ

さい。事業管理経費は、派遣・招へい経費と研究費の合計である事業実施経費の

１０％以内で必要な額を計上してください。これら全てを併せて 5,000 万円以内の

経費を応募できます。事業計画に応じた適正な金額で応募してください。 

 

Ｑ４－５：事業実施の体制について、主担当研究者を１名定めることとされているが、

主担当研究者１名のみで、担当研究者はなしとする計画でもよいのか。 
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Ｑ５－３：本プログラムにおける研究費の使途の範囲はどのようなものか。 

Ａ：公募要領にあるとおり、本プログラムの事業計画で行う若手研究者の派遣、海外

からの研究者の受入、及び国際共同研究の遂行に必要となる範囲で使用できます。

当然ながら、事業計画と直接関連しない物品の購入や出張のための旅費等には

使用できません。また、原則として他の経費との合算使用はできません。 

本プログラムの経費は補助金により措置されるものであり、補助目的に沿った適

切な使用に留意してください。 

なお、下記の場合は合算使用の例外として認められます。 

① 補助事業に係る用務と他の用務とを合わせて１回の出張をする場合において、他

の経費との使用区分を明らかにした上で支出する場合。その際、原則として往路

又は復路の交通費を他の用務と合理的に負担するよう適切に執行すること。 

② 一つの契約で１ダース、１ケースなどの一つのまとまった購入単位の消耗品等を

購入するが、補助事業に用いる数量と他の用途に用いる数量をあらかじめ分割し、

補助事業に用いる数量分についてのみを支出する場合。 

③ 補助金に、他の使途の制限のない経費（機関の自己収入、渡しきりの「運営費交

付金」、使途を限定しない「寄付金」等）を加えて補助事業のために使用する場

合。 

 

Ｑ５－４：研究費を使用できるのは主担当研究者に限られるのか。 

Ａ：当該国際共同研究に参画する主担当研究者、担当研究者、若手研究者が使用す

ることができます。なお、海外から受け入れた研究者が受入期間中に、代表機関

又は協力機関において使用する物品等については、日本側の受入れる主担当研

究者又は担当研究者のものとして執行できます。 

 

Ｑ５－５：本プログラムの補助金を、海外において執行することは可能か。 

Ａ：本プログラムにおける補助事業者は大学等機関の設置者であることから、機関に

おいて補助金の経理管理を行っていただきます。管理に当たっては、「補助金等に

係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）」等の関係法

令、文部科学省及び本会の定める関係規程及び代表機関又は協力機関の会計関

係の規程に従うことが必要です。 
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   なお、それらの規程は海外の研究機関・研究者には適用されないため、本プロ

グラムの補助金を海外で執行する場合は、日本側の機関関係者（主担当研究者、

担当研究者、若手研究者）による使用に限られるものとします。（海外の連携機関

による執行はできません。） 

 

Ｑ５－６：本プログラムの旅費（若手研究者派遣旅費・研究者招へい旅費を含め

て）において、旅行雑費（旅券・査証等手数料、予防注射料等）は計上で

きるのか。 

Ａ：旅費については、応募機関（代表機関又は協力機関）の旅費規程に従って積算し

てください。旅行雑費は、機関の規程で支給できる範囲で計上できます。 

 

Ｑ５－７：本プログラムで派遣される若手研究者が行っていた講義等の大学等機関

の用務を代行する者の人件費を支出できるか。 

Ａ：本プログラムで支出できる人件費は、事業計画の遂行上必要となる経費に限られ

ており、補助事業専任の研究支援補助者の人件費としては支出することが可能で

すが、それ以外の単に大学等機関の用務を代行する人員補充のための人件費は

支出できません。 

 

Ｑ５－８：「謝金等」により、ポスドクを雇用し、若手研究者として派遣してよいか。 

Ａ：本プログラムの「謝金等」では、事業計画の遂行上必要となる翻訳等の補助事業

専任の研究支援補助者や事務補佐員等の人件費は支出できますが、主担当研究

者、担当研究者、派遣される若手研究者のほか、代表機関及び協力機関の教職

員にかかる人件費は支出できません。 

 

Ｑ５－９：海外で開催される学会等で本事業の成果を発表するために、若手研究

者が派遣期間中に派遣先の連携機関を離れて、学会等の開催地に出

張する場合、そのためにかかる旅費についても「若手研究者派遣旅費・

研究者招へい旅費」としてよいか。 

Ａ：１回あたり原則として３か月以上の連続する派遣期間の中で、派遣先の連携機関

での共同研究実施の用務以外に、本事業にかかる発表のための国際会議等の参
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加を含めることは可とします。そのための旅費については、一括して「若手研究者

派遣旅費・研究者招へい旅費」として積算してください。また、この場合、国際会議

等への出席期間を含めて派遣期間に算入します。 

なお、若手研究者が、長期派遣の前に連携機関と打合せを行うため、或いは国

際会議等に参加するためだけに、短期の渡航をする場合は、国際共同研究を遂行

するための研究費の「旅費」から支出してください。この場合の渡航日数は派遣期

間の通算には算入できません。 

平成２６年度公募事業の旅費の支出費目に関しては下記の一覧表をご参照くだ

さい。（※平成２４、２５年度採択事業についてはＱ６－２を参照してください。） 

〔旅費に関する支払い内容〕 
若手派遣研究

者 

連携機関の研

究者 
主担当研究者／担当

研究者 

連携機関への渡

航 

打合せ B B 

派遣 A 

指導等  B 

代表機関又は協

力機関への渡日 

打合せ  A 

受入 
※本事業での成果

発表を日本国内で

行う場合も含む 
 

A 
 

日本国内での研究旅費 B 
A※但し旅費の重

複支給にならない

ように留意 
B 

日本国外での研究旅費(学会等での成

果発表等） 

B※但し、連携機

関への派遣と一

連で行う場合はA
 

B 

ビザ取得手続きに領事館等へ出向くた

めの旅費 
C C C 

費目 Ａ「若手研究者派遣旅費・研究者招へい旅費」 

Ｂ国際共同研究を遂行するための研究費の「旅費」 

Ｃ「事業管理経費」 

※Ｂとして支出になる渡航については派遣期間に算入しません。 

 

Ｑ５－１０：本事業に研究支援補助者（ＲＡ）として参画していた博士後期学生を、

日本又は海外で行われる国際会議等で本事業の成果を発表するなどの

研究活動に伴う出張をさせてもいいか。 
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Ａ：代表機関又は協力機関の規程上可能であれば出張できます。その経費について

は国際共同研究を遂行するための研究費の「旅費」から支出して構いません。ただ

し、研究支援補助者に出張させる場合は、必要 低限の人数及び期間に限りま

す。 

 

Ｑ５－１１：１回の渡航で年度を跨いだ派遣となる場合、翌年度にかかる旅費を出発

時に予め支払って良いか。 

Ａ：当該年度の補助金で補助対象経費とできるのは、交付決定のなされた国の会計

年度中に発生かつ終了するものに限られます。したがって、翌年度に係る旅費は

翌年度の補助金で支払っていただくようお願いします。予め支払う必要がある場合

は、代表機関（分担金を受ける協力機関を含む。）又は本人が一時的に立て替え

た上で翌年度の補助金受領後に精算していただくようお願いします。 

 

 

６．平成２４、２５年度頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム採

択事業の取扱い 

 

Ｑ６－１：「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」に平成

２４、２５年度に採択されている場合、平成２６年度の本公募に応募でき

ないのか。 

Ａ：当該採択事業も平成２６年度からは「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネット

ワーク推進プログラム」と同じ「戦略的国際研究交流推進事業費補助金」が交付さ

れます。「頭脳循環を加速する戦略的国際研究ネットワーク推進プログラム」は、

「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログラム」を引き継ぐものなの

で、平成２４、２５年度の「頭脳循環を加速する若手研究者戦略的海外派遣プログ

ラム」採択事業を実施している研究グループは平成２６年度の本公募には応募で

きません。 
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Ｑ６－２：平成２４、２５年度の採択事業についても、平成２６年度以降は海外から

の研究者の招へいが義務づけられるのか。また、若手研究者としての派

遣対象者から博士後期学生が除外されたが、平成２４、２５年度の採択

事業についても派遣できなくなるのか。 

Ａ：平成２４、２５年度採択事業については、従前のとおり、招へい義務はありません。

また、若手研究者としての派遣対象者についても従前の通り取り扱います。 

平成２４、２５年度の採択事業と平成２６年度公募事業の派遣・受入の取扱につい

ては下記の対象表をご参照ください。 

 ※「 低人数」及び「事業期間との関係」についてはＱ１－７、Ｑ２－１７、Ｑ３－１０

も参照してください。 

 

平成 24 年度、平成 25 年度

採択事業 
平成 26 年度公募事業 

若手研

究者の

派遣 

義務 有り 有り 

低人数 
事業期間中の各年度におい

て 1 人以上 

事業期間中の各年度におい

て 2 人以上 

派遣期間の下限 
1 人当たり、原則として 1 年

以上 

1 人当たり、原則として 1 年

以上 

複数回に分けての

派遣 
可 

可、但し１回の渡航は原則と

して３か月以上 

事業期間との関係 

派遣を行わない年度を事業

期間に含めることはできな

い 

派遣を 2 人以上行わない年

度を事業期間に含めること

はできない 

対象者 

代表機関又は協力機関に

所属する 45 歳以下の研究

者、又は博士後期課程学生

代表機関又は協力機関に所

属する准教授、専任講師、

助教、◆ポスドク相当の者 

研究者

の招へ

い 

義務 無し 有り 

低人数 － 
事業期間中の各年度におい

て 1 人以上 

受入期間の下限 － 無し 

複数回に分けての

受入 
－ 可 

事業期間との関係 － 
受入を行わない年度を事業

期間に含めることはできない

対象者 － 

連携機関に所属する准教

授、専任講師、助教、◆ポス

ドク、◆教授相当の者 
                                    （◆については研究計画上の必要性につ

いて特に説明を要する。） 
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Ｑ６－３：平成２６年度公募事業では旅費の使用範囲や費目が平成２４、２５年度

の採択事業と異なるが、平成２４、２５年度の採択事業についても平成２

６年度以降は使用範囲や費目が変わるのか。 

Ａ：平成２４、２５年度採択事業の若手研究者派遣旅費の使用範囲や派遣期間の算

入については従前のとおりの取扱としますが、国際共同研究を遂行するための研

究費の「旅費」については、海外の相手先機関の研究者を日本に招へいする場合

の旅費を使用できるように変更します。招へい対象者については、平成２６年度公

募事業と同じ取り扱いとします。 

平成２４、２５年度の採択事業の旅費の支出費目に関しては下記の一覧表をご

参照ください。（※平成２６年度公募事業についてはＱ５－９を参照してください。） 

〔旅費に関する支払い内容〕 
若手派遣研究

者 
主担当研究者／担当

研究者 

相手先機関の

研究者 

相手先機関への

渡航 

打合せ A B  

派遣 A  

指導等  B  

代表機関又は協

力機関への渡日 

打合せ  B 

受入 
※本事業での成果

発表を日本国内で

行う場合も含む 
  

B 

日本国内での研究旅費 B B 

B 
※但し旅費の重複

支給にならないよう

に留意 
日本国外での研究旅費(学会等での成

果発表等） 
A B  

ビザ取得手続きに領事館等へ出向くた

めの旅費 
C C C 

費目 Ａ「若手研究者派遣旅費」 

Ｂ国際共同研究を遂行するための研究費の「旅費」 

Ｃ「事業管理経費」 

 


