
APPENDIX A 
 

 

 

 

＊以下は、必ずⅡ-2-(2)「在留手続」も参照した上でお読みください。 

＊各手続は、完了までに約 1～3 か月程度要しますので、十分な余裕をもって開始してください。 

＊様式その他の詳細及び最新情報については、最寄りの入国管理局に確認してください。 

＊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は一切関与しません。 

 

1.「在留資格認定証明書」の取得 

「在留資格認定証明書」とは、入管法第 7条第 1項第 2号に掲げる入国のための条件に適合していること

の証明となる文書です。被招へい研究者が「在留資格認定証明書」を用いて現地の日本大使館又は領事館に

査証（ビザ）発給の申請を行った場合は、在留資格の該当性及び上陸許可基準の適合性に係る審査が既に終

了しているとみなされ、短期間のうちに査証が発給されます。ただし、「在留資格認定証明書」は、査証の

自動的な発給を保証するものではありません。 

 受入研究者は、まず、「在留資格認定証明書」の必要の有無について、受入研究機関及び最寄りの入国管

理局に確認してください。必要となった場合、交付申請に必要な書類については、すべて受入研究者又は受

入研究機関が用意した上で、最寄りの入国管理局に提出してください。また、取得後は、必ず被招へい研究

者に送付してください。必要な書類は概ね以下のとおりです。なお、手数料はかかりません。 

 

(1) 「在留資格認定証明書交付申請書」・「所属機関等作成用」のシートは、受入研究機関に記入及

び押印を依頼してください。） 

(2) 被招へい研究者の写真 1枚（縦 4㎝×横 3㎝） 

(3) 採用通知（Award Letter）及び経費負担証明書(Certificate of Financial Support)の写し 

(4) 被招へい研究者が申請時に学振へ提出した申請書の写し又は被招へい研究者の履歴書 

(5) 独立行政法人日本学術振興会法（抜粋）（APPENDIX Bをコピー） 

(6) 本手引（本事業を説明するための必要書類として持参してください。） 

(7) 392 円切手（簡易書留用）を貼付した返信用封筒 

      ※ 返信用封筒には、あらかじめ宛先を記載してください。 

 

  2.査証（ビザ）の取得 

   査証の発給後、定められた期間内に入国しない場合、その査証が無効となることもありますので、十分に

注意してください。取得に際しての必要書類については、被招へい研究者の最寄りの日本大使館又は総領事

館に必ず問い合わせて確認してください。必要な書類は概ね以下のとおりです。 

(1) 有効な旅券（パスポート） 

(2) 採用通知（Award Letter）及び経費負担証明書(Certificate of Financial Support)の写し 

(3) 被招へい研究者が申請時に学振へ提出した申請書の写し 

(4) 被招へい研究者の写真 2枚（縦 4㎝×横 3㎝） 

(5) 独立行政法人日本学術振興会法（抜粋）（APPENDIX B をコピー） 

(6) 在留資格認定証明書 

 

なお、採用通知及び経費負担証明書については、後々も使用することが考えられますので、提出する際は

必ず写しを使用してください。ただし、手続を行う際には原本も持参してください。 

在留資格認定証明書の申請、査証（ビザ）の取得手続 
Procedures for Certificate of Eligibility and Visa 
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* Make sure to go through Chapter II-2-(2) “Resident Status” before reading the following instructions. 
* As both of these documents may take 1-3 months to be issued, be sure to apply as early as possible.  
* For the required forms, details and updated information, inquire at the nearest Japanese Embassy or 

Consulate. 
*Note that JSPS is not in a position to answer inquiries or make an arrangement regarding visa applications 

for Fellows and family members. 
 

(1) Obtaining a Certificate of Eligibility 
This certificate is issued to show that the bearer satisfies the conditions of entry into Japan prescribed by Japanese 
Immigration Law. Having a Certificate of Eligibility when applying for a visa speeds up its processing. This is 
because it certifies that the applicant has already been screened and satisfies the government’s requirements for 
obtaining his/her visa status and for landing in Japan. However, just having a Certificate of Eligibility does not 
guarantee that the applicant will be issued a visa. 
 
Hosts should first ascertain whether or not Fellows need to obtain a Certificate of Eligibility by inquiring at 
their Institution or an Immigration Office. If required, the documents needed to apply for the Certificate of 
Eligibility must be prepared by Hosts and Institutions and submitted to the nearest Immigration Office. After 
receiving the certificate, they must be sure to forward it to Fellows. The following documents are needed to 
apply for the Certificate of Eligibility. No fees are charged.  

 
(1)  Application for Certificate of Eligibility (The application sheet should be filled out and stamped by 

Institutions)  
(2)  An ID photograph (H4cm×W3cm) 

(3)  A copy of the Award Letter and Certificate of Financial Support from JSPS 
(4)  A copy of the Fellow’s CV accompanying his/her fellowship application 
(5)  An extract from the JSPS Law (copy Appendix B) 
(6)  Program Guidelines (this booklet is necessary to explain the fellowship.) 
(7)  A self-addressed stamped envelope (standard size) with one 392-yen stamp 
 

(2) Obtaining a Visa 
Fellows must enter Japan within the period specified in the visa, otherwise the visa issued will become invalid. 
Generally, Fellows will need to bring the following documents when applying for a visa; 

(1)  A valid passport 
(2)  A copy of the Award Letter and Certificate of Financial Support from JSPS 
(3)  A copy of the Fellow’s CV accompanying his/her fellowship application 
(4)  Two ID photographs (H4cm×W3cm) 
(5)  An extract from the JSPS Law (copy Appendix B) 
(6)  A Certificate of Eligibility (Hosts will prepare it) 

 
Submit copies, not originals, of the Award Letter and Certificate of Financial Support, as you may need to use 
them again. However, take the originals with you just in case when applying for the visa.
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○ 独立行政法人日本学術振興会法抜粋 （最終改正：平成二六年六月一三日法律第六七号） 

 

第一章 総則 

 （名称） 

第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）の

定めるところにより設立される通則法第二条第一項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政

法人日本学術振興会とする。 

 （振興会の目的） 

第三条 独立行政法人日本学術振興会（以下「振興会」という。）は、学術研究の助成、研究者の養成

のための資金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことに

より、学術の振興を図ることを目的とする。 

第四章 業務等 

（業務の範囲） 

第十五条 振興会は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。 

 一 学術の研究に関し、必要な助成を行うこと。 

 二  優秀な学術の研究者を養成するため、研究者に研究を奨励するための資金を支給すること。 

三 海外への研究者の派遣、外国人研究者の受入れその他学術に関する国際交流を促進するための業

務を行うこと。 

 四  学術の応用に関する研究を行うこと。 

 五 学術の応用に関する研究に関し、学界と産業界との協力を促進するために必要な援助を行うこ

と。 

 六 学術の振興のための方策に関する調査及び研究を行うこと。 

 七 第四号及び前号に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 

 八 学術の振興のために国が行う助成に必要な審査及び評価を行うこと。 

 九 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。 

 
○ An Extract from Law concerning Japan Society for the Promotion of Science as an 
Independent Administrative Institution (Law No.67 of June 13, 2014) 
 
Chapter I General Provisions 
(Name) 
Article 2 The name of the independent administrative institution, which is established according to the 
provisions of this law and the Law on the General Rules of Independent Administrative Institutions (Law No.103 
of 1999, hereinafter referred to as the “Law on General Rules”) and stipulated in Article 2, Section 1 of the Law 
on General Rules, shall be Japan Society for the Promotion of Science. 
(Purpose of JSPS) 
Article 3 The purpose of Japan Society for the Promotion of Science (hereinafter referred to as the “JSPS”) is 
to promote science through the issuance of grants in support of scientific research, providing funds for training 
researchers, promoting international scientific exchange and carrying out research that contributes to the 
application of science. 
 
Chapter IV Activities, etc. 
(Scope of Activities) 
Article 15 In order to attain the purpose prescribed in Article 3, JSPS shall perform the following activities: 
1) JSPS shall provide necessary assistance toward scientific research. 
2) In order to provide training for high quality scientific researchers, JSPS shall provide younger researchers 
with funds to encourage their research work. 
3) JSPS shall perform activities to encourage the dispatch of Japanese researchers abroad, the reception of 
foreign researchers in Japan, and other forms of international scientific exchange. 
4) JSPS shall conduct research on the application of science. 
5) In connection with research on the application of science, JSPS shall provide necessary assistance to 
encourage cooperation between academic and industrial circles. 
6) JSPS shall conduct studies and research on policies for the promotion of science. 
7) JSPS shall disseminate the fruits of the activities described in 4) and 6) above and encourage their utilization. 
8) JSPS shall perform inspections and evaluations as necessary for assistance provided by the Government for 
the promotion of science. 
9) JSPS shall perform other activities ancillary to the activities listed in the preceding items. 
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受入研究者が作成する被招へい研究者の研究内容、採用期間、滞在費等を証する文書のサンプル 
Sample of Document Certifying the Research Activity, Fellowship Period, and 
Monthly Maintenance Allowance of Fellows 

在留資格の更新手続等、被招へい研究者が外国人研究者招へい事業に採用されている旨を証明す

る書類が必要となった場合、依頼を受けた受入研究機関は、下記のサンプルを参照の上、作成して

ください。 
 
If a certificate is required, during the Fellows’ tenure, to verify their status under the JSPS fellowship 
for such purposes as applying for a visa extension, Institutions may issue a certificate in a format such 
as this. 

 
平成  年  月  日 

 
  殿 

 
受入研究機関 

所属機関・部局長 
職・氏名           印 

 
 

申 請 人 
 氏  名：（被招へい研究者氏名） 
 生年月日： 
 国  籍： 

 
 上記申請人は、日本学術振興会の外国人研究者招へい事業の採用者として、下記により日本

に滞在し、（受入研究機関）において受け入れ、研究を行っております。 
 なお、申請人の本国との渡航費及び日本国内での滞在費及び海外旅行保険については、日本

学術振興会が負担しております。 
 

記 
 
滞在期間：平成  年  月  日～平成  年  月  日（ か月） 
 
研究課題： 
 
受入研究機関： 
 
備  考：海外旅行保険に加入済み 

 


