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関係各機関事務責任者  殿 

 

 

独立行政法人日本学術振興会 

 人物交流課長 山口 英幸 

（公印省略） 

 

 

「日本学術振興会外国人特別研究員諸手続の手引」の「採用の取消し、支給経費 

の停止等」について（通知） 

 

 

本会では「日本学術振興会外国人特別研究員諸手続の手引」において、「研究員として相

応しくない行動を行った場合」には採用の取消しを含めた厳しい措置をとることを明記し

ているところです。 

近年、科学や科学者への社会の信頼を著しく毀損するような研究上の不正行為の発覚が

続いていることを踏まえ、「研究員として相応しくない行動」の代表例を幾つか明示し、こ

れらの行為が行われた場合には、本会として厳しい対応をとることを改めて示すこととな

りました。 

ついては、お手数ではありますが、貴機関所属の外国人特別研究員及びその受入研究者

に、別紙内容を周知いただくよう御協力よろしくお願いいたします。 



平成 29 年 8 月 2 日 

 

外国人特別研究員及び受入研究者  各位 

 

日本学術振興会人物交流課 

 

「日本学術振興会外国人特別研究員諸手続の手引」の「採用の取消し、支給経費 

の停止等」について 

 

本会では「日本学術振興会外国人特別研究員諸手続の手引」において、「研究員として相

応しくない行動を行った場合」には採用の取消しを含めた厳しい措置をとることを明記し

ているところです。 

近年、科学や科学者への社会の信頼を著しく毀損するような研究上の不正行為の発覚が

続いていることを踏まえ、以下のとおり「研究員として相応しくない行動」の代表例を幾

つか明示し、これらの行為が行われた場合には、本会として厳しい対応をとることを改め

て示すこととなりました。（手引内の該当ページ：ver1.0＝J4、E4／平成 27、28 年度の手

引＝J5、E5） 

皆様におかれましては、科学の健全な発展のために、適切に対応してくださいますよう

お願いいたします。 

 

（変更後） 

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）研究員の採用の取消し、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）特別研究員奨励費等の研究費を含む支

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 研究員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 研究員が日本国籍を取得する等、研究員としての要件を満たさなくなった場合 

⑦ 不正に受給したとき 

⑧ 研究費の不正使用を行ったとき 

⑨ 研究活動における不正行為を行ったとき 

⑩ 本手引に記載されている研究員の義務に違反し、学振の指示に従わなかった場合及びそ

の他研究員として相応しくない行動をとった場合 

 



 August 2, 2017 
 
Dear Fellows and Hosts, 

Overseas Fellowship Division 
International Program Department 

Japan Society for the Promotion of Science 
 
About ‘Revocation of the Fellowship and Stopping Allowances’ in the “Postdoctoral 
Fellowships for Research in Japan Program guidelines” 
 
In the “Postdoctoral Fellowships for Research in Japan Program guidelines”, JSPS clearly states that it 
will take tough measures including the revocation of the fellowship in case the fellow acts in a manner 
unbecoming the high stature of JSPS Fellow. 

 
Furthermore, JSPS is determined to make sure that it will take strict measures considering the cases of 
misconduct in research that have been continuously come to light in recent years which severely 
undermine the public’s trust in science and scientists. In doing so, we set out the typical examples of the 
“acts carried out in a manner unbecoming the high stature of JSPS Fellow” as described below and 
intervene whenever such actions are taken. (Please refer to the corresponding pages in the following 
guidelines: Guidelines ver1.0 = J4, E4 / FY2015-16 Guidelines = J5, E5.) 
 
We appreciate your continued support and cooperation for the sound development of science. 
 
Revised text: 
REVOCATION OF THE FELLOWSHIP AND STOPPING ALLOWANCES 
JSPS may take the following measure/measures if it judges any one or more of the circumstances 
described below to pertain. 
 
Therefore, JSPS may: 
1. Revoke the fellowship or cancel the fellowship during the tenure. 
2. Stop paying allowances (including air tickets) 
3.  Request the full or partial reimbursement of money (including the research grant) already paid. 
 
The above measure/measures will be taken in case JSPS judges: 

① The fellowship has been awarded on the basis of false statements in the application form. 

② Completion of Fellow’s research activities as outlined in the application form is deemed to be 

impossible or clearly difficult to achieve within the duration of the fellowship. 

③ Fellows violate Japanese laws or regulations or are prosecuted for violating them. 

④ Hosts or Institutions judge it difficult for Fellows to continue their research. 

⑤ Fellows request a leave of absence after the fact or submit a false report. 
⑥ Fellows fail to fulfill the eligibility requirements of the fellowships (such as becoming Japanese 

nationals). 

⑦ Fellows receive the financial provisions by deception or other fraudulent means. 
⑧ Fellows waste and abuse research funds. 
⑨ Fellows commit misconduct in research activities. 
⑩ Fellows do not in good faith observe the obligations stipulated in the Guidelines, do not follow 

JSPS’s instructions, or carry out any actions in a manner unbecoming the high stature of JSPS 
Fellows. 


