
1 
 

日 本 学 術 振 興 会  

 

特 定 国 派 遣 研 究 者  

平成 28 年度(2016 年度)分募集要項 

平成 27 年 6 月 
独立行政法人日本学術振興会 

 

１． 趣 旨 
独立行政法人日本学術振興会（Japan Society for the Promotion of Science: JSPS）は、以下に掲げる国の

学術振興機関（対応機関）との間で学術の国際協力に関する合意に基づく事業を行っています。本事業は、

我が国の研究者が相手国の研究者を訪問し、研究、意見交換等を行うための経費を支援し、将来にわたっ

て持続発展するような共同研究や人的ネットワークの基盤作りを促進するものです。 
本事業は、「日本学術振興会電子申請システム（以下、「電子申請システム」といいます。）」により申請を

受け付けます。詳細は「５．申請手続」を参照してください。 
 

２． 派遣対象国、対応機関、対象分野等 

 

地域 派遣国 対応機関 種別 
大採用

予定人数
対象分野 

北
米 カナダ 

カナダ自然科学工学研究会議 
(Natural Sciences and Engineering 
Research Council of Canada: 
NSERC) 

短期 2 自然科学及び工学 
*保健科学、人文学、社

会科学は対象としない 長期 4 

オ
セ
ア
ニ
ア 

オーストラリア 
オーストラリア科学アカデミー
(Australian Academy of Science: 
AAS） 

短期 8 
人文学、社会科学及び

自然科学にわたる全分

野 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ 

フィンランド 
フィンランドアカデミー(Academy of 
Finland: AF) 

ポスドク 2 
人文学、社会科学及び

自然科学にわたる全分

野 

フランス 
フランス国立保健医学研究所
(Institut National de la Santé et de 
la Recherche Médicale: Inserm） 

短期 2 生命科学及び保健学 

フランス及び

EPDI 機関所在

国 

フランス高等科学研究所(Institut 
des Hautes Etudes Scientifiques: 
IHÉS)及び EPDI 
(European Post-Doctoral Institute 
for Mathematical Sciences: EPDI) 

ポスドク 1 数理科学 

ドイツ 
ドイツ学術交流会 (German 
Academic Exchange Service: 
DAAD) 

短期 3 
人文学、社会科学及び

自然科学にわたる全分

野 

ノルウェー 
ノルウェーリサーチカウンシル 
(The Research Council of Norway: 
RCN) 

長期 2 人文学、社会科学及び

自然科学にわたる全分

野 ポスドク 2 
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注意： 
① 訪問先は、当該国の対応機関が所管又は対象としている研究機関に限られます。これ以外の研究機

関への訪問を日程の一部に含めても、当該対応機関の了承が得られない場合があるため、訪問の可

否について、あらかじめ相手国の研究者を通じて相手国対応機関に確認してください。 
② 採用予定人数は、本会及び相手国対応機関の予算状況等により変更となる場合があります。 
③ 詳細は「１４．国別の注意事項」を参照してください。 

 

３． 申請資格 
申請時において、科学研究費補助金取扱規程（文部省告示）第 2 条に規定される研究機関（※）に所属

し、原則として常勤の研究者又は常勤として位置づけられている研究者であること。（常勤職の位置づけに

ついては、各機関の定めによります。） 
ただし、所属機関において、本事業を責任を持って遂行できると判断する場合には、常勤でない研究者

（科学研究費補助金の応募資格は必要）でも可能です。 
 
※科学研究費補助金取扱規程（文部省告示）第 2 条に規定される研究機関 
１）大学及び大学共同利用機関 
２）文部科学省の施設等機関のうち学術研究を行うもの 
３）高等専門学校 
４）文部科学大臣が指定する機関 
 
① 本事業において平成 25 年度、26 年度、27 年度特定国派遣研究者として採用された研究者は、同一

対応機関との覚書に基づく派遣に係る申請はできません。 
 
② ポスドク派遣者については常勤の研究者は含みません。また、対応機関ごとの要件は下記の通りで

す。 
・ フィンランド（ポスドク） 

研究者を志望する者で、博士の学位を有する者あるいは平成 28 年 3 月 31 日までに取得する見

込みである者。（人文学、社会科学分野については、博士課程の所定単位を修得のうえ退学した

者及び平成 28 年 3 月 31 日までにその見込みである者も含みます｡）ただし、日本国籍を持つ者、

又は我が国に永住を許可されている外国人を対象とします。 
・ ノルウェー（ポスドク） 

研究者を志望する者で、平成 22 年 2 月 1 日以降に博士号を取得した者あるいは派遣時までに取

得する見込みである者。ただし、日本国籍を持つ者、又は我が国に永住を許可されている外国人

を対象とします。 
・ JSPS-IHÉS(EPDI)フェローシップ 

研究者を志望する者で、平成 26 年以降に数理科学において博士号を取得した者あるいは派遣時

までに取得する見込みである者。ただし、日本国籍を持つ者、又は我が国に永住を許可されてい

る外国人を対象とします。 
 

４． 派遣時期 
原則として、平成 28 年度中（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日）に出発することを条件とします。 
ただし、派遣先国によっては、別途条件が設けられている場合がありますので、「１４．国別の注意事項」を

参照してください。 
 

５． 申請手続き 
(1) 電子申請システム 

申請は、ホームページ上の電子申請システムにより行ってください。電子申請システムに係る詳細は、電
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子申請システムの案内ページ（http://www-shinsei.jsps.go.jp/topkokusai/top_kokusai.html）を参照してくださ

い。 
すでに国際交流事業の申請者用 ID を取得している場合、あらためて所属機関に対して ID・パスワードの

発行を依頼する必要はありません。 
フィンランド（ポスドク）、ノルウェー（ポスドク）、JSPS-IHÉS(EPDI)フェローシップへの申請者で、所属機関

より申請者用 ID/パスワードの発行が受けられない者は、申請者用 ID/パスワードの発行を直接本会に申請

してください。なお、ID/パスワードの申請及び発行は郵送にて行いますので、時間に余裕をもって準備して

ください。 

(2) 申請情報入力時の注意 
「総合領域」、「総合人文社会」、「総合理工」又は「総合生物」に当たる細目を選択した場合は、審査を希

望する領域を選んでください。（以下、分科細目コード表参照） 
「分科細目コード表」 https://www-kokusai.jsps.go.jp/jsps1/saimokuList.do 

 

(3) 申請受付期間 
 

平成 27 年 8 月 25 日（火）～平成 27 年 9 月 8 日（火） 
（申請者の所属機関ごとに機関内での締切日が異なりますので注意してください。） 
※振興会は上記締め切り日を過ぎた申請書は、いかなる理由があっても一切受け付けません。 

６． 申請に際しての留意事項 
本会の国際交流事業を実施中であるか、あるいは過去５年間に本会国際交流事業に採択されたことのあ

る者は、その事業の成果（見込み）と今回申請の本事業との間に関連性がある場合はそれを明確にした上

で申請してください。 
 

７． 審査基準 
審査にあたっては、以下の観点を基準とします。 
① 研究内容の学術的価値が高く、派遣によって当該分野の研究の推進が期待できること。【学術的価

値】 
② 申請者と相手国研究者との事前交渉が明確で、研究計画が具体的かつ実現可能であると認められ

ること。【計画の具体性、実現可能性】 
（ただし、JSPS-IHÉS(EPDI)フェローシップについては、必ずしも相手国研究者との事前交渉は必要

ありません。） 
③ 本派遣により、将来、持続発展的な共同研究や人的ネットワークの形成が見込まれること。【将来発

展性】 
 

なお、審査にあたっては、上記の観点に加え以下の諸点も考慮します。 
 
・ 過去において相手国に長期滞在（留学・研究滞在）したことがある者については、再度その相手国を

研究訪問することの意義が明瞭であること。 
・ 短期派遣については、相手国研究者との討議、意見交換及び講演等が主たる目的であること。 
・ 長期派遣については、相手国に長期間滞在する目的が明らかであること。（例えば、特定の機材・設

備を使用する必要性や、フィールド・ワークの実施等） 
 

８． 選考及び結果の通知 
(1) 本会国際事業委員会書面審査員による書面審査、及び同委員会による合議審査により、採用候補/不 

採用を決定し、その結果を平成 27 年 12 月頃、申請者及び申請者の所属機関長に通知します。その後、
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本会は採用候補者に提案書（Form of Proposal（英文））の提出を依頼し、その提案書に基づき、対応

機関へ採用候補者を推薦します。対応機関の同意を得られた場合は、採用について平成 28 年 2 月末

頃から順次、申請者及び申請者の所属機関長に通知します。（本会が申請者用 ID を発行した者の場

合は、本人のみに通知します。）また、対応機関の同意が得られない場合は不採用となります。（国によ

っては、本会と対応機関との取り決めにより、対応機関の同意を経ずに採否が決定される場合がありま

す。） 
なお、対応機関の審査スケジュールの都合上、結果通知が遅れる場合もありますので、御了承くださ

い。 
 
(2) 不採用となった者については、おおよその位置づけを以下の区分によって文書で申請者に通知しま

す。 
・不採用 A（不採用の中で上位） 
・不採用 B（不採用の中で中位） 
・不採用 C（不採用の中で下位） 
 

(3) 採否結果は、電子申請システム上でも確認できます。 
 

９． 採用候補決定後の手続 
採用候補となった申請者は、提案書（Form of Proposal）を所定の期日までに提出してください。その際、

申請書に記載した相手国研究者との往復書簡の原本を併せて提出してください。提出がない場合は、採用

内定を取り消すことがあります。（国によっては採用内定後の手続きが異なる場合がありますので、詳細は本

会からの通知を参照してください。） 
 

１０． 派遣研究者の義務 
派遣研究者は、別に定める様式によって報告書を提出してください。報告書は後日公表することがありま

す。 
また、本事業による研究成果を学会誌等に発表する場合は、本事業による支援であることを明記してくだ

さい。 
 

１１． 支給経費の適正な使用等、個人情報の取扱い等について 
 
① 不正使用等に対する措置 

研究者等による研究資金の不正使用等や研究教育活動における不正行為（ねつ造、改ざん、盗用等）、

すべての人権侵害行為（人種差別、性差別、セクシュアルハラスメント、アカデミックハラスメント、パワーハラ

スメント、職権濫用、ネグレクト等）等の非違行為、法令違反等が認められた場合は、採択決定の取消し、既

に配分された研究資金の一部又は全部の返還等の然るべき措置をとります。 
研 究 資 金 の 適 正 な 使 用 等 に つ い て は 、 別 紙 （ 「 研 究 資 金 の 適 正 な 使 用 等 に つ い て 」

（http://www.jsps.go.jp/j-kokusai/data/comp_funds.pdf ））を御参照ください。 
 
研究機関は、本事業への応募及び研究活動の実施に当たり、「研究活動における不正行為への対応等

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）を遵守することが求められます。 

② 個人情報の取扱い等 
申請書類に含まれる個人情報については、「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法

律」及び本会の「個人情報保護規程」に基づき厳重に管理し、日本学術振興会の業務遂行のためにのみ利

用（データの電算処理及び管理を外部の民間企業等に委託して行わせるための個人情報の提供を含む。）

します。 
なお、採用者については、本人及びその受入研究者の氏名、職名、所属部署名、所属機関名、研究課



5 
 

題名、派遣期間及び報告書等が、本会のホームページにおいて公表されるほか、関係機関へ周知されるこ

とがあります。 
 

１２． その他 
 
(1) 本会は、軍事目的の研究を支援しません。 
 
(2) 申請は１人１件限りとします。 
  
(3) 本会は、派遣期間中に生じた傷害、疾病等の事故について、一切の責任を負いません。相手国対応機

関から保険料の支給がある場合を除き、派遣期間中の海外旅行傷害保険を必ずかけてください。なお、

海外旅行傷害保険に係る経費は本会は負担しません。 
 
(４) ビザ等の申請や宿泊先の手配について本会は一切関わらないので御留意ください。既に海外に滞在

している方は、ビザの延長や切替に十分注意し、申請者の責任において研究計画が遂行できるよう、準

備・手配してください。 
 
(5) 同伴者の経費等は援助しません。 
 
(6) 申請内容について、派遣時に変更が生じた場合は、採用を取り消すことがあります。 
 
(7) 本事業の研究成果の権利の帰属については、派遣研究者と相手国研究者が我が国と相手国の法規を

遵守して両者間で取り決めるものとし、本会は関与しません。 

１３． 連絡先等 
 
(1) 事業内容や募集要項についての問い合わせ 
   〒102-0083 東京都千代田区麹町 5-3-1 

独立行政法人 日本学術振興会研究協力第二課 
（受付時間：土曜日、日曜日、祝祭日を除く月～金 9:30～17:30） 
 
研究協力第二課 「特定国派遣研究者」担当 
電話：03-3263-1983/1932 
FAX：03-3234-3700 
E-mail：nikokukan@jsps.go.jp 
URL：http://www.jsps.go.jp/j-bilat/tokuteikoku/ex.html 

 
(2) 電子申請システムの操作に関する問い合わせ 
   （操作以外に関するお問合わせについては受け付けることができませんので、（1）までお問合せくださ

い） 
 

コールセンター フリーダイヤル 0120-556739 （受付時間：土曜日、日曜日、祝祭日を除く月～金

9:30～17:30） 
URL：http://www-shinsei.jsps.go.jp/topkokusai/top_kokusai.html 
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１４． 国別の注意事項 
 
 
【カナダ（NSERC）】 

種別 短期 長期 

派遣期間 14～30 日 3～10 ヶ月 
本会支給経費 ・ 渡航費 
NSERC 支給経費 ・ 滞在費: 4,000 カナダドル/月、131 カナダドル/日 
その他 ・ 研究課題は自然科学または工学分野の知識を深める分野のものである

こと。（保健科学、人文学、社会科学は除く。） 
・ NSERC が対象とする分野及び申請資格に関する注意事項は、次のホ

ームページを参照してください。
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Policies-Politiques/subject
evalHealth-sujetevalSante_eng.asp 

・ カナダ側の受入機関は、次のホームページのリストに記載のある大学に

限りますので御注意ください。 
http://www.nserc-crsng.gc.ca/NSERC-CRSNG/Eligibility-Admissibilite/
ListEligibleInstitutions-ListEtablissementsAdmissible_eng.asp 

NSERC 担当部局の連絡

先 
Mrs. Paule Boulanger 
Innovative Collaborations and Science Promotion 
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada: NSERC 
350 Albert Street Ottawa, Ontario K1A 1H5 Canada 
(Tel) +1(613) 995 4299 
(Fax) +1(613) 947 3847 
(E-mail) Japan-Taiwan@nserc-crsng.gc.ca 

 
 
【オーストラリア（AAS）】 

種別 短期 

派遣期間 14～28 日 
本会支給経費 ・ 渡航費 

・ 滞在費 
31 日以内※ 日当：4,000 円、宿泊料：14,000 円/夜 
※ただし、日当・宿泊料の合計は、432,000 円/月を上限とする。 

その他 － 
AAS 担当部局の連絡先 Ms. Tanya Weston 

Grants Administration Officer 
International Programs 
Australian Academy of Science: AAS 
Ian Potter House, 9 Gordon Street, Canberra, ACT 2601, Australia 
(Tel) +61-(0)2-6201-9412 
(Fax) +61-(0)2-6201-9494 
(E-mail) grants@science.org.au 
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【フィンランド（AF）】 
種別 ポスドク 

派遣期間 12～24 ヶ月 
本会支給経費  

AF 支給経費 ・ 渡航費（実費支給） 
・ 滞在費：1,500 ユーロ/月 
・ 家族手当：500 ユーロ/月 
・ 宿泊費：1,000 ユーロ/月（超過分は本人負担） 
・ フィンランド国内旅費：650 ユーロ/年 

その他 － 
AF 担当部局の連絡先 Ms. Kristiina Helansuo  

Coordinator, Culture and Society Research Unit 
Academy of Finland: AF 
Hakaniemenranta 6 P.O.Box 131 FI00531 Helsinki, Finland 
(Tel) +358 29 533 5022  
(E-mail) Kristiina.Helansuo@aka.fi 

 
 
【フランス（Inserm）】 

種別 短期 

派遣期間 14～30 日 
本会支給経費 ・ 渡航費 

・ 宿泊料 
日当 4,000 円/日 
宿泊料 14,000 円/夜 
※ただし、日当・宿泊料の合計は、432,000 円/月を上限とする 

その他 ＜注意事項＞ 
応募者は派遣される時点で 40 歳未満であること。 
＜派遣時期＞ 
平成 28 年 12 月 31 日までに滞在を終了すること。 

Inserm 担当部局の連絡

先 

Ms. Lauriane Roudy  
Département des Partenariats et des Relations Extérieure: DPRE 
Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale: Inserm 
101 rue de Tolbiac 75654 Paris Cedex 13 France 
(Tel) +33 (0)1 44 23 61 84  
(E-mail) lauriane.roudy@inserm.fr  
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【フランス（IHÉS 及び EPDI 機関所在国：“JSPS- IHÉS (EPDI)フェローシップ”）】 
種別 ポスドク 

派遣期間 18 ヶ月～2 年間 
・ IHÉS における滞在期間：1 年間 
・ IHÉS 以外の EPDI 機関（1 または 2 機関）における滞在期間：6 ヶ月～1

年（ただし、MFO における滞在期間は 3 ヶ月以内とする） 
本会支給経費 ・ 渡航費 

・ 滞在費 
＜IHÉS 滞在中＞216,000 円/月 
＜IHÉS 以外の EPDI 機関滞在中＞432,000 円/月 

・ IHÉS-EPDI 機関間の移動に係る交通費 
IHÉS 支給経費 ・ IHÉS 滞在中の宿舎※ 

・ IHÉS 滞在中の平日の昼食 
※IHÉS 以外の EPDI 機関滞在中の宿舎の手配については、IHÉS で斡旋可

能 
その他 ＜派遣期間＞ 

・ 派遣開始時期は平成 28 年 9 月または 10 月とする。 
 

＜注意事項＞ 
・ EPDI 機関のうち、CRM Barcelona, INIMS Cambridge, Institut 

Mittag-Leffler, MFO については、各機関の提供するプログラムに参加す

ることが条件となります。これらの機関に申請する場合は、2016 年～2018
年に提供されるプログラムが研究を行う分野と一致しているかを各機関の

ウェブサイト等を確認の上、申請してください。 
・ JSPS- IHÉS (EPDI)フェローシップへの申請者は必ずこちらの注意事項

（http://www.jsps.go.jp/j-bilat/tokuteikoku/shinsei_saiyo_norway.html）も参

照してください。 
 

＜IHÉS 以外の EPDI 機関＞ 
・ イギリス Isaac Newton Institute for Mathematical Sciences (INIMS), 

Cambridge 
・ ドイツ Max-Planck-Institut für Mathematik (MPIM), Bonn  
・ ドイツ Max-Planck-Institut für Mathematik in den Naturwissenschaften 

Leipzig (MIS), Leipzig  
・ ドイツ Mathematisches Forschungsinstitut Oberwolfach (MFO), 

Oberwolfach-Walke  
・ オーストリア Erwin Schrödinger Institut (ESI), Vienna 
・ スウェーデン Institut Mittag-Leffler, Djursholm  
・ ポーランド Banach Center, Warsaw  
・ スペイン Centre de Recerca Matemàtica (CRM), Barcelona 
＊スイス（Forschungsinstitut für Mathematik (FIM), Zurich）は EPDI 機関の一

つですが、本事業において申請することはできません。 
IHÉS 担当部局の連絡

先 

Ms. Ingrid Peeters 
European Post-Doctoral Institute: EPDI 
c/o Institut des Hautes Études Scientifiques: IHÉS 
35, route de Chartres,91440, Bures-sur-Yvette, France 
(Tel) +33-1-60-92-66-64 
(Fax) +33-1-60-28-00-88 
(E-mail) info-ipde@ihes.fr 
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【ドイツ（DAAD）】 
種別 短期 

派遣期間 14 日～3 ヶ月 
本会支給経費 ・ 渡航費 
DAAD 支給経費 ・ 滞在費 

・ 2,000～2,300 ユーロ/月（派遣者の職位により異なります。）ドイツ国内旅

費: 150 ユーロ（定額） 
※国内旅費は、2 ヶ所以上の研究機関を訪問する必要がある場合のみ支給

されます。 
その他 ＜派遣期間＞ 

平成 28 年 12 月 31 日までに終了すること。 
DAAD 担当部局の連絡

先 
Ms. Rebekka Kammler 
Team Leader 
German Academic Exchange Service: DAAD 
Section 424, Kennedyallee 50 D-53175 Bonn, Germany 
(Tel) +49(0) 228 882-8643 
(Fax) +49(0) 228 882-98643 
(E-mail) Kammler@daad.de 

 
 
【ノルウェー（RCN）】 

種別 長期 ポスドク 

派遣期間 1～6 ヶ月 6～12 ヶ月 
RCN 支給経費 ・ 滞在費（航空券代等を含む） 

＜ 初の１ヶ月＞ 
52,000 ノルウェークローネ 

＜2 ヶ月目以降＞ 
   29,000 ノルウェークローネ 

その他 ＜派遣期間＞ 
・ 平成 29 年 3 月 31 日までに滞在を終了すること 
＜注意事項＞ 
・ ノルウェーへの派遣への申請者は必ずこちらの注意事項

（http://www.jsps.go.jp/j-bilat/tokuteikoku/shinsei_saiyo_norway.html）も

参照してください。 
・ ポスドクでのノルウェー派遣者は、派遣後、RCN の予算状況次第で 1 年

間の延長申請ができます。延長が許可された場合、 大派遣期間は 24
ヶ月以内とします。 

RCN 担当部局の連絡先 Ms. Merethe Sandberg Moe 
Adviser 
The Research Council of Norway: RCN 
P.O. Box 564 N-1327 Lysaker , Norway 
(Tel) +47-(0)22037159 
(Fax) +47-(0)22037101 
(E-mail) mm@rcn.no 
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＜参考＞ 

 

二国間学術交流取決めによる外国人研究者の受入れについて 

 

相手国対応機関との覚書等に基づき、本会が当該国の研究者を受け入れる場合が

あります。この場合は、それぞれの国の対応機関が、来日を希望する研究者からの申請

受付け、選考を行った後本会へ推薦を行います。  

 



（別紙） 

研究資金の適正な使用等について 

2015 年 4 月 

国際事業部・人材育成事業部海外派遣事業課 

 

 独立行政法人日本学術振興会（以下、「振興会」という。）の国際交流に関する各種公募事業に

申請するに際しては、以下の事項にご留意ください。 

  

（１）不合理な重複・過度の集中の排除 

「競争的資金の適正な執行に関する指針」（平成 24 年 10 月 17 日改正 競争的資金に関する

関係府省連絡会申し合わせ）を踏まえ、研究資金の不合理な重複・過度の集中について以下の

ように取り扱います。 

① 不合理な重複に対する措置 

研究者が、実質的に同一の研究内容について、国あるいは独立行政法人の競争的資金制度

等による配分を受けている場合、または受けることが決定している場合、本事業において、

審査対象からの除外、採択の決定の取消し、又は資金・経費の削減（以下、「採択の決定の

取消し等」とする。）を行うことがあります。 

なお、本事業への申請段階において、他の競争的資金制度等への応募・申請を制限するも

のではありませんが、他の競争的資金制度等に採択された場合には速やかに本事業の事務担

当に報告してください。この報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消

し等を行う可能性があります。 

② 過度の集中に対する措置 

本事業に申請された研究内容と、他の競争的資金制度等を活用して実施している研究内容

が異なる場合においても、研究者に配分される研究費等の経費全体が効果的・効率的に使用

できないと判断される場合には、本事業において、採択の決定の取消し等を行うことがあり

ます。 

このため、本事業への申請書類の提出後に、他の競争的資金制度等に応募・申請し採択さ

れた場合等、記載内容に変更が生じた場合は、速やかに本事業の事務担当に報告してくださ

い。この報告に漏れがあった場合、本事業において、採択の決定の取消し等を行う可能性が

あります。 

 

（２）研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等に対する措置 

日本学術振興会平成 18 年規程第 19 号「研究活動の不正行為及び研究資金の不正使用等への

対応に関する規程」に基づき、研究活動の公正性の確保及び研究資金の適正な管理・運営並び

に不正使用等の防止のため、国際交流に関する各種公募事業について、研究活動に係る特定不

正行為及び研究資金の不正使用等（※1）を行った研究者等（※2）については、以下の措置を執

るものとします。 



      

※1 ここでの「特定不正行為」とは、故意又は研究者としてわきまえるべき基本的な注意義務を著しく怠

ったことによる、投稿論文など発表された研究成果の中に示されたデータや調査結果等の捏造、改ざ

ん及び盗用をいう。「不正使用」とは、故意若しくは重大な過失による研究資金の他の用途への使用又

は研究資金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に違反した使用をいう。「不正使用等」とは、

不正使用及び偽りその他不正な手段により研究資金の交付を受けることをいう。（同規程第 2条） 

※2 特定不正行為及び不正使用等に関する措置の対象は、次のとおりとする。（同規程第 15 条） 

① 特定不正行為に関する措置の対象者 

・特定不正行為に関与したと認定された者。 

・特定不正行為に関与したとまでは認定されないものの、特定不正行為があったと認定された研究に

係る論文等の内容について責任を負う者として認定された著者。 

② 不正使用等に関する措置の対象者 

・不正使用を行った研究者及びそれに共謀した研究者。 

・偽りその他不正な手段により研究資金の交付を受けていた研究者及びそれに共謀した研究者。 

・不正使用に直接関与していないが、善良な管理者の注意をもって事業を行うべき義務に違反した研

究者。 

①  当該研究資金の交付を取り消すとともに、既に配分された研究資金の一部又は全部を返

還させる。なお、特定不正行為に係る研究資金の返還額は、当該特定不正行為の重大性、

悪質性及び研究計画全体に与える影響等を考慮して定める。 

② 措置の対象者が研究代表者として応募・申請している課題は採択しない。研究分担者とな

っているものについては、当人を除外しなければ採択しない。 

③ 措置の対象者に対し、一定の期間、振興会の所管するすべての研究資金を交付しない。 

措置を決定したときは、原則として、措置内容を速やかに公表します。 

また、振興会は、以下の（１）～（３）において特定不正行為又は不正使用等により一定の

期間申請及び参加資格を制限する措置を受けた研究者について、当該措置の期間、研究資金を

交付しません。 

（１）国の行政機関及び独立行政法人が交付する競争的資金 

（２）前号に該当するものを除く「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、以下「研究活動のガイドライン」とい

う。）及び「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン（実施基準）」（平

成 19 年 2 月 15 日文部科学大臣決定）（平成 26 年 2 月 18 日改正）対象制度 

（３）「研究活動のガイドライン」が規定する基盤的経費 

 

（３）関係法令等に違反した場合の取扱い 

  申請書類に記載した内容が虚偽であった場合や、関係法令・指針等に違反して研究計画を実

施した場合には、本会から研究資金を支給しないことや、採択の決定を取り消すことがありま

す。 



（※平成27年5月1日現在）

共同研究：100～
500万円以内/年
度
セミナー：120～
250万円以内

共同研究：
１～３年
セミナー：１
週間以内

全地域

原則、全分
野（対応機
関によって
は分野限
定）

9月 研究者

渡航費、滞在費
等
（派遣国、対応機
関による）

14日～２年
間（派遣
国、対応機
関による）

カナダ、豪州、ド
イツ、フィンラン
ド、フランス、ノ
ルウェー

原則、全分
野（対応機
関によって
は分野限
定）

9月 研究者

5,000万円以内/
５年間

５年 中国、韓国
年度ごとの
分野/テー
マ

1月
所属機関また
は部局の長

1,500万円以内/
年度

５年 ドイツ 全分野 10月
所属機関また
は部局の長

2,000万円以内/
年度

５年 全地域 全分野 10月

800万円以内/年
度

３年 アジア・アフリカ 全分野 10月

渡航費、国内交
通費、滞在費

３日間 ドイツ、米国 全分野 2月

機関長・優れ
た研究実績を
有する我が国
の研究者が
推薦権者

渡航費、国内交
通費、滞在費、
会議参加費

１週間程度
ドイツで開催
参加者は世界
各国

年度ごとの
分野/テー
マ

8月
博士課程学
生、ポスドク
研究者

国内交通費、滞
在費、その他参
加費等

５日間程度

日本で開催
参加者はアジア
太平洋アフリカ
地域

年度ごとの
分野/テー
マ

9月
博士課程学
生、ポスドク
研究者

800万円以内／
年度

３日間以内 ブラジル
年度ごとの
分野/テー
マ

3月 研究者

若手研究者派遣
旅費・研究者招
へい旅費（渡航
費及び滞在費）と
国際共同研究に
必要な研究費

事業期間：
１～３年間

全地域 全分野 5月 機関長

外国人特別研究員（一般）
（人物交流課）

渡航費（往復航
空券）、滞在費、
渡日一時金等

12か月以
上24か月
以内

全地域 全分野
5月
9月

受入研究者

外国人特別研究員（欧米短期）
（人物交流課）

渡航費（往復航
空券）、滞在費、
渡日一時金等

１か月以上
12か月以
内

欧米諸国（米
国、カナダ、欧
州連合（EU）加
盟国及びスイ
ス、ノルウェー、
ロシア）

全分野

4月
7月
10月
1月

受入研究者

外国人特別研究員（定着促進）
（人物交流課）

渡航費（往路分
航空券）、滞在
費、渡日一時金
等

12か月以
上24か月
以内

全地域 全分野 9月 機関長

外国人招へい研究者
長期
（人物交流課）

渡航費（往復航
空券）、滞在費等

2か月以上
10か月以
内

全地域 全分野 9月 受入研究者

外国人招へい研究者
短期
（人物交流課)

渡航費（往復航
空券）、滞在費等

14日以上
60日以内

全地域 全分野
5月
9月

受入研究者

外国人招へい研究者
短期Ｓ
（人物交流課）

渡航費（往復航
空券）、滞在費等

7日以上30
日以内

全地域 全分野
5月
9月

受入研究者

120万円以内/年
度

3年以内
アジア・アフリカ
諸国等

全分野 8月
日本側研究
指導者

外国人研究者の
招へい事業

外国
人研
究者
招へ
い事
業

（人物
交流
課）

海外の優秀な若手研究者（ポスドク）を日本に招へいし、日本人研
究者の指導のもとに共同研究に従事する機会を提供。

欧米諸国の優秀な若手研究者〈プレドク（２年以内に博士号取得見
込）及びポスドク〉を日本に招へいし、日本人研究者の指導のもとに
共同研究に従事する機会を提供。

外国人研究者を大学等で常勤職として採用する取り組みを促すた
め、大学等で外国人研究者を招へいする機会を提供。

海外の中堅以上の研究者を日本に招へいし、我が国の研究者と特
定の研究課題についての共同研究を行う機会を提供。

海外の教授クラスの研究者を日本に招へいし、我が国の研究者と
の討議、意見交換や、講演等を行う機会を提供。

ノーベル賞級の国際的な賞の受賞者など、特段に優れた業績及び
受賞歴をもち、当該分野で現在も指導的立場にある海外の研究者
を日本に招へいし、講演、研究指導等を行う機会を提供。

論文博士号取得希望者に対する支援
事業
（人物交流課）

日本の大学において学位取得を希望するアジア・アフリカ諸国等の
研究者を我が国に招致、あるいは日本人指導者を派遣する事によ
り、論文博士号の取得を支援。

所属機関また
は部局の長

Ｂ．アジア・アフリカ学術基盤形成型
アジア・アフリカ地域における諸課題の解決に資するため、アジア・
アフリカ諸国の研究機関と実施する共同研究・セミナー等の活動を
支援。

HOPEミーティング～ノーベル賞受賞者
との５日間～
（研究協力第一課）

アジア太平洋アフリカ地域の大学院生等がノーベル賞受賞者をはじ
めとした著名な研究者や同世代の参加者同士と交流を行い、将来
の同地域の科学技術を担う研究者として飛躍する機会を提供。

若手研究者研鑽
機会提供型

先端科学（FoS）シンポジウム
（研究協力第一課）

日本及び諸外国の新進気鋭の若手研究者を対象に、先端科学のト
ピックについて分野横断的な議論を行う合宿形式のシンポジウムを
実施。

リンダウ・ノーベル賞受賞者会議派遣
事業
（研究協力第一課）

我が国の博士課程学生またはポスドク研究者を対象に、リンダウ・
ノーベル賞受賞者会議（於ドイツ）への参加を支援。

若手研究者ワークショップ（ブラジル）
（研究協力第一課）

優秀な若手研究者がワークショップへの参加を通じて知識やアイデ
アを共有することで、日伯の研究者同士のネットワーク形成を支援。

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
（海外派遣事業課）

大学等研究機関が、海外のトップクラスの研究機関と世界水準の国
際共同研究を行うことを通じて､相手側への若手研究者の長期派遣
と相手側からの研究者招へいの双方向の人的交流を展開する取組
を支援。

共同研究・セミ
ナー・研究者交
流支援型

二国間交流事業　共同研究・セミナー
（研究協力第二課）

日独の大学が共同課程（プログラム）を設定し、大学院博士課程の
学生や教員及びポスドク等の若手研究者を相互に派遣して、学生
の研究指導、論文指導を共同で行う取組を支援。

個々の研究者交流を発展させた二国間の研究チームのネットワーク
形成を目指して、他国の研究者と協力して行う共同研究・セミナーの
実施経費を支援。

特定国派遣研究者事業
（研究協力第二課）

我が国の研究者が相手国の研究者を訪問し、研究、意見交換等を
行うための経費を支援。

研究拠点形成事業
（研究協力第一課）

Ａ．先端拠点形成型
世界的水準の研究交流拠点の構築を目的として、世界各国の研究
機関との協力関係により実施する共同研究・セミナー等の活動を支
援。

公募予定のある国際交流事業一覧

事業の類型
事業名

事業概要
１件／１人当たり

支援内容
支援（実
施）期間

対象国・地域 対象分野
申請
締切

申請者
(担当課）

日中韓フォーサイト事業
（研究協力第一課）

日中韓の学術振興機関が共同で、世界トップレベルの研究拠点の
構築を目的として実施する共同研究・セミナー等の活動を支援。

日独共同大学院プログラム
（研究協力第二課）

（参考）
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