
Ⅱ 研究員、受入研究者及び受入研究機関が行なう手続
採用決定後の手続き等の要点及び手順は次のとおりです。（[ ]内が主に手続きを行う対象です。） 

１．研究員の来日前に必要な手続  

（１）採用通知その他関係書類の受取り ［研究員、受入研究者］ 

① 採用通知の送付先 

採用通知は、振興会から研究員及び受入研究者に送付されます。受入研究者に通知する

場合は、受入研究機関を通して行なわれます。ただし、外国推薦機関の推薦に基づいて採

用された研究員に係る採用通知は、受入研究者及び受入研究機関からの受入承諾の回答が

行なわれた後に送付されます。 

②  関係書類の種類 

振興会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。研究員及び受入

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。 

 

ア 採用通知（Award Letter） 

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

ウ 外国人特別研究員事業諸手続の手引 

エ 旅行代理店からの国際航空券手配に関する説明書 

オ 保険会社からの海外旅行傷害保険に関する説明書 

カ 日本学術振興会法（抄） 

キ 来日外国人研究者のための生活ガイドブック（研究員にのみ送付。同内容は、振興会

ＨＰから閲覧・ダウンロードが可能です。） 

 

なお、受入研究者あての採用通知については、写しが送付されます。日本学術振興会法

（抄）については、研究員の査証を取得する際に利用してください。 

 

（２）採用の承諾 ［研究員、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研究員及び受入研究者は、本「外国人特別研究員事 

業諸手続の手引」に定める全ての事項に同意し、 終的に採用および受入を承諾する場合、 

「誓約書（様式Ａ－１）」および「受入承諾書（様式Ａ－２）」に必要事項を記入し、それ

ぞれ受入研究機関を通じてＴＥＩへ提出してください。 

この「受入承諾書（様式Ａ－２）」に記入する研究員の来日予定日は、採用前の申請の際 

に予定していた来日日と必ずしも同一である必要はありません。 

   また、「受入承諾書（様式Ａ－２）」は、採用通知の発行日から６０日以内に提出されな

ければなりません。ただし、一般公募第２次において採用された研究員に係る「誓約書（様 

式Ａ－１）」および「受入承諾書（様式Ａ－２）」については、採用通知を受領後、速やか

に提出してください。なお、採用を辞退する場合には、「採用辞退届（様式１３）」に必要

事項を記入し、受入研究機関からＴＥＩへ提出してください。 
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（３）採用開始日の変更と連絡 ［研究員、受入研究者］ 

 採用開始日は、「受入承諾書（様式Ａ－２）」に記載された開始日から前後３０日以内と

なります。やむを得ない事情により、この範囲を超えて開始日を変更せざるを得ない場合は、

必ず以下の手続を行ってください。この手続きを怠った場合には、採用が取り消されることが

あります。 

① 研究員は、できるだけ速やかに開始日を変更する旨を受入研究者に連絡してください。 

② 受入研究者は、書面に変更後の開始予定日及び変更理由を記入の上、署名押印して受入

研究機関を通じて提出してください。その際、受入研究機関の事務担当者にも署名押印し

てもらうようお願いしてください。（様式自由） 

 

（４）査証（ビザ）の取得等 ［研究員、受入研究者、受入研究機関］ 

① 査証の取得 

研究員の入国に際しては、適切な査証（ビザ）を所持する必要があります。研究員は、

海外にある日本の大使館または総領事館であらかじめ査証を取得して来日してください。 

なお、３か月を超える長期間にわたり日本で研究活動を行う外国人研究者の在留資格は、

一般的に「教授」、「研究」または「文化活動」のいずれかが与えられ、振興会はいずれ

の資格でも受け入れます。査証の取得手続には、数か月を要する場合がありますので、十

分な余裕をもって申請手続を行ってください。また、査証発給後、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。 

 査証の申請は、研究員自身が責任をもって行うべき手続であり、振興会およびＴＥＩは

一切の手続を行いません。申請手続の詳細については、必ず研究員が前もって現地の 寄

りの日本大使館または総領事館に問い合わせてください。このことは、同伴する家族の査

証を申請する場合も同じです。 

② 査証取得に際しての必要書類 

 査証取得に際しての必要書類については、現地の 寄りの日本大使館または総領事館に

必ず問い合わせて確認してください。概ね下記の書類が求められます。 

 

ア パスポート 

イ 振興会が発行した採用通知（Award Letter）及び経費負担証明書の写し 

ウ 申請時に振興会に提出した申請書「候補者調書（様式２）」の写しまたは研究員の経

歴書 

エ 写真２枚（４５mm×４５mm） 

オ 日本学術振興会法（抄） 

カ 在留資格認定証明書（Certificate of Eligibility 下記③を参照） 

  （ただし、在留資格認定証明書を必要としない場合もありますので、入国管理局に問い

合せて確認してください。） 

 

 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
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で、提出にあたっては必ず写しを使用してください。ただし、手続を行なう際にはオリジ

ナルも持参してください。 

 

③ 在留資格認定証明書 

研究員が在留資格認定証明書を添付して現地の日本大使館または総領事館に査証の取得

手続を行なうと、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、在留資格認定証明書が必要となる場合、あらかじめ 寄りの入国管理局

にて在留資格認定証明書の交付申請を行い、これを取得した上で研究員に送付してくださ

い。 

在留資格認定証明書の交付申請に必要な書類については、全て受入研究者または受入研究

機関が準備してください（Appendix Ｂを参照）。 

 その際に、現地の日本大使館または総領事館において「招へい保証書」（Letter of 
Guarantee）の提出を求められる場合がありますが、「保証人」は一般的に受入研究者と

なります。 

 

（５）航空券の申込み ［研究員］ 

 研究員は、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」（Air 
Ticket Application Information）に添付されている「航空券申込書」（Air Ticket Application 
Form）に必要事項を記載の上、別途指定された旅行代理店宛てに送付してください。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。なお、振興会が定める方法以外で航空

券を入手した場合は、振興会はその費用の負担を行いません。 

 

（６）「採用期間開始・初回金受領方法通知書」及び「銀行口座届」の提出 ［研究員、受入研

究者］ 

 研究員と受入研究者は、研究員に支給される初回分の滞在費その他経費の受領方法につい

て、あらかじめ確認してください。 

 振興会は、以下のとおり、初回分の支給経費を日本国内の金融機関に開設された研究員本

人または受入研究者の口座に振り込みます。振興会は現金による支給を行なっていません。

また、ゆうちょ銀行の口座には振り込むことはできませんので、あらかじめご了承ください。 

 

① 研究員が国内の口座を開設している場合 

 国内の口座を開設している研究員は、研究開始予定日の１か月前までに、受入研究者を

通じて「採用期間開始・初回金受領方法通知書（様式１）」及び「銀行口座届（様式３）」

を提出してください。その際、様式１において研究員本人の口座に支給経費を振り込むよ

う指定してください。なお、研究員が既に日本に居住している場合は、様式１に到着する

空港名及び航空便名を記入する必要はありません。 
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② 研究員が国内の口座を開設していない場合 

 国内の口座を開設していない研究員は、来日後に口座を開設することになります。来日

予定日の１か月前までに受入研究者を通して様式１を提出してください。その際、様式１

を提出するまでには航空券の予約を完了しておくことが必要となります。また、研究員は、

来日後すみやかに口座を開設し、様式３を提出してください。 

 また、研究員と受入研究者は、初回分の支給経費を受入研究者の口座に振り込むよう指

定することもできます。この場合は、様式１においてその旨を指定した上で、様式３と併

せて来日予定日の１か月前までに提出してください。研究員は、支給経費を受入研究者か

ら受け取ってください。 

 

研究員が来日後に本人名義の口座を開設するまでには少なくとも来日後２～３週間程度

かかります。また、指定された口座への振込には振興会が様式３を受け取ってから約３週

間程度かかります。このため、研究員が来日直後の滞在に必要な現金を持参していない場

合には、あらかじめ受入研究者の口座から支給経費を受け取る方法をお勧めします。 

なお、２回目以降に支給される滞在費については、研究員本人の口座に振り込みますの

で、初回分の支給経費を受入研究者の口座に振り込むことを指定した場合は、様式３を再

提出する必要があります。 

 

  ※クレジットカードについて 

振興会が研究員に支給する諸経費は給与や報酬に当たらないため、研究員が日本でクレジ

ットカードを取得するのは非常に困難です。学会の参加等のためにクレジットカードを使用

することが見込まれる場合には、来日前にあらかじめ取得しておくことをお勧めします。 

 

（７）博士号学位取得証明書の提出 ［研究員］ 

 研究員は、受入研究者を通して、以下に掲げる期限までに必ず博士号学位取得証明書（正

本）または学位記（写）を振興会に提出する必要があります。（ただし、海外対応機関等か

らの推薦に基づいて採用された研究員で、申請時にこれらの書類を提出している場合は、改

めて提出する必要はありません。） 

   学位取得証明書（正本）または学位記（写）の提出がない場合は、研究員として研究を開

始することができません。なお、研究員は、研究開始日までに学位を取得できない場合は、

「辞退届（様式１３）」の提出が必要となります。 

 

   学位取得者の場合：原則、採用通知発行日より６０日以内で且つ研究開始日（来日）以前。 

   学位未取得者の場合：研究開始日（来日）の前日まで。 

 

※ 留意事項 

・日本語、英語以外の場合（中国語含む。）は、日本語訳または英語訳を添付すること。 

・ＭＤ（Medical Doctor）のみ取得者は不可とする。（各国共通） 

・万一、期限内に提出できない場合は、事前に連絡すること。 
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（８）パスポートの提示 ［研究員］ 

 研究員は、フェローシップの開始時（様式２とともに提出）およびＴＥＩから求めがあっ

た場合、速やかにパスポートの写し（氏名等記載欄および全てのビザ、本邦出国・再上陸印

が記載された鮮明なもの）をＴＥＩへ提出して下さい。 

 

（９）研究費の応募 ［受入研究者、受入研究機関］ 

研究員と受入研究者は、本事業に申請した際の研究計画に基づき、必要となる研究費につ

いて十分に相談してください。研究費の応募に関する募集要領は、毎年１月末頃に振興会か

ら受入研究機関に配布されます。また、募集要領は、振興会のホームページ上でも公開され

ます。 

受入研究者は、科学研究費補助金（特別研究員奨励費）に応募することができます。研究員

には応募資格がありません。研究費の概要及び必要な手続については、本手引の「Ⅴ 研究費」

及びホームページ上のＱ＆Ａ「Research Grants for JSPS Postdoctoral Fellows」をご覧く

ださい。 

応募の受付は、振興会にて年４回行なわれます。どの受付時期に応募するかは、研究員の来

日時期により異なります。いずれの受付時期に応募しても、受付から 終的に研究費の交付が

決定されるまでに３～４か月かかります。このため、研究費は、必ずしも研究員の来日直後に

使用することができません。また、交付決定の前に研究費の使用が可能となる場合があります

が、一定の条件を満たすことが必要です。研究員と受入研究者は、必ず研究費の使用が可能と

なる時期を考慮したうえで、実験材料の購入、調査のための研究旅行その他研究費の執行計画

を立ててください。 

 

２．研究員の来日後に必要な手続 

（１）「採用期間開始届」の提出 ［受入研究者、受入研究機関］ 

 受入研究者は、来日後１週間以内に受入研究機関を通じて「採用期間開始届（様式２）」

を提出してください。この様式２の提出がない場合、振興会は第２回目以降の滞在費を支給

しません。また海外旅行傷害保険を付すこともできませんので、必ず提出してください。 

 

（２）外国人登録 ［研究員］ 

 外国人登録法により、日本に９０日以上滞在を予定している外国人は、日本に上陸した日

から９０日以内に居住地の市区町村で外国人登録の申請をしなければなりません。 

研究員は、それぞれの市区町村の担当課で必ず外国人登録を行ってください。また、受入

研究者はその旨研究員に指導してください。 

なお、登録手続の際、パスポート及び写真２枚が必要となります。登録後、通常１～２週

間で「外国人登録証明書」が交付されます。この証明書は、プラスチック製のカードで、外

国人は常に携帯することが義務付けられています。 
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（３）国民健康保険の加入 ［研究員］ 

国民健康保険法により、日本に１年以上の在留資格を有する外国人は、国民健康保険に加

入しなければなりません。振興会は研究員に海外旅行傷害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。研究

員は、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傷害保険で補てん

することができます。 

国民健康保険の加入手続は、外国人登録と同時に市区町村の担当窓口で行ってください。

その際、窓口における手続は、ほとんど日本語で行なわれているのが現状です。研究員が日

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

入研究機関の事務職員といった日本人が研究員に同行することをお勧めします。 

なお、国民健康保険については、振興会ホームページ（Ｑ＆Ａ）もあわせてご覧ください。 

 

（４）「銀行口座届」の提出 ［研究員］ 

振興会は、２回目以降の支給経費を研究員本人の銀行口座に振り込みます。未だ国内に口

座を開設していない研究員は、速やかに口座開設の手続をしてください。ただし、口座を開

設する際には、通常「外国人登録証明書」の提示が必要になりますので、研究員は外国人登

録の手続を先に行ってください。 

口座を開設した研究員は、受入研究者を通して「銀行口座届（様式３）」を提出してくだ

さい。その際、振興会が口座名義を確認するために必要になりますので、預金通帳の口座名

義が記載されているページの写しを添付してください。多くの場合、表紙の裏側に名義が記

載されています。 

 

（５）在留資格の更新 ［研究員］ 

① 在留資格の更新 

採用期間中に在留期間が終了する場合は、在留期間の更新の許可を受けて、在留期限を

延長する必要があります。通常、在留期間の更新の申請は、在留期間が満了する日の２か

月前から、 寄りの法務省入国管理局またはその出張所において受け付けていますので、

研究員は十分な余裕をもって申請を行なうようにしてください。 

また、研究員が入国管理局へ出頭するに際しては、例えば、受入研究者、研究室の同僚、

受入研究機関の事務職員といった日本人が研究員に同行することをお勧めします。 

なお、全ての申請手続は、研究員自身が責任をもって行なうべき手続であり、振興会も

しくはＴＥＩは一切の手続を行ないません。研究員は、あらかじめ入国管理局に問い合わ

せ、申請のための準備をしてください。 

在留期間の更新が認められた場合、認められた日から１４日以内に、居住地のある市区

町村の担当課に変更登録の申請をするとともに、外国人登録証明書の記載の書換えを行っ

てください。 

②  更新に際しての必要書類 
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 在留期限の更新に際しての書類については、 寄りの入国管理局またはその出張所に問

い合わせて確認してください。概ね以下の書類が求められます。 

ア 振興会が発行した採用通知及び経費負担証明書の写し 

イ 振興会が支給経費を送金している銀行口座の預金通帳 

ウ 研究員の採用期間、受入研究機関及び研究課題を明記した受入研究者の作成による文

書（APPENDIX Ｄの文書例を参照） 

エ 本手引、その他研究員のパスポート、外国人登録証等 

 

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、提出にあたってはコピーを使用してください。ただし、手続を行なう際にはオリジナ

ルも持参してください。 

 

（６）「研究中間報告書」の提出 ［研究員及び受入研究者］ 

 受入研究者は、採用期間が１８か月以上の研究員を受け入れている場合は、採用期間１２

か月経過後１か月以内に、「研究中間報告書（様式６及び７）」を必ず提出してください。

研究員は様式６を作成し、受入研究者は様式７を作成してください。研究中間報告書の提出

がない場合は、採用が中途で取り消されます。 

 

３．研究員の帰国前及び帰国後に必要な手続 

（１）航空券の申込み ［研究員］ 

研究員は、採用期間終了予定日の３週間前までに、往路の航空券の申込みと同様の手続で

別途指定された旅行代理店に航空券の発券を依頼してください。旅行代理店は往路と同一の

代理店となります。詳細については、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」を参照してください。 

 なお、採用期間終了日よりも前に帰国を予定している場合は、必ず事前かつ速やかに連絡

してください（Ⅳ-1「採用期間の短縮」を参照）。 

 

（２）「採用期間終了（短縮）届」の提出 ［受入研究者］ 

 受入研究者は、研究員の採用期間終了後２週間以内に、受入研究機関を通じて「採用期間

終了（短縮）届（様式１１）」を提出してください。 

 

（３）「研究報告書」の提出 ［研究員及び受入研究者］ 

 受入研究者は、研究員の採用期間終了後１か月以内に、「研究報告書（様式８及び９）」

を必ず提出してください。研究員は様式８を作成し、受入研究者は様式９を作成してくださ

い。 

  

（４）採用証明書の依頼 ［研究員］ 

 原則として、振興会は採用証明書を発行しません。例えば、在留資格の更新手続の際に、
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振興会が研究員を採用していること、または研究員が必要とする経費を振興会が負担してい

ることに関する文書の証明が必要となった場合は、採用通知または経費負担証明書の写しを

使用してください。 

例外として、振興会は、就職活動等に使用する目的で、振興会がこれを適切と認めた場合

に限り、証明書を発行します。 

証明書の発行を希望する場合は、「証明書交付願（様式１０）」に証明書の提出先、提出

理由その他必要な事項を記入し、切手を貼付した返信用封筒を添付の上、証明書を必要とす

る日の２週間前までに振興会に提出してください。 
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