
Ⅳ 採用期間の変更等 
 

採用期間、受入研究者または受入研究機関の変更を行った場合は、研究費（科学研究費補助金）

についても所定の手続が必要になる場合がありますので、必ず各受入研究機関の事務担当者にご

相談ください（「Ⅴ．研究費」を参照）。 

 

１．採用期間の短縮 

研究員がやむを得ない事情により採用期間の短縮を希望する場合は、必ず事前にＴＥＩあて

に連絡してください。また、速やかに受入研究機関を通して「採用期間終了（短縮）届 

（様式１１）」をＴＥＩに提出してください。 

 その際、研究員は、既に受領した滞在費その他支給経費の一部を戻入する必要があります。

戻入先及び戻入にあたっての注意事項は、Ⅲ-7「支給済経費の振興会への戻入について」を参

照してください。 

 なお、帰国後の外国からの送金は手数料が高額なため、帰国前に日本国内から送金するよう

にしてください。 

 

２．採用期間の延長 

 採用期間は 長２年間（２４か月）です。ただし、当初の採用期間が１２か月以上２４か月

未満で、研究の遂行上特に必要が認められる場合には、所定の審査を経た上、合計２４か月を

超えない範囲で期間の延長を認めることがあります。 

 研究員が延長を希望する場合は、受入研究機関を通じて振興会に申請書を請求し、当初採用

期間終了日の３か月前までに受入研究機関長を通じて申請書その他の必要書類を振興会に送付

してください。 

 延長申請書の提出が、上記指定期日よりも遅れた場合は、延長は認められません。 

 なお、延長の申請期間は、研究上の必要 小限の期間としてください。延長を認める場合に

も、予算の都合により希望期間を短縮していただく場合があります。また、延長の申請は１回

限りとします。 

 また、外国機関推薦により採用された研究員は当該推薦機関に対しても事前に延長の了承を

得ておいてください。 

 

３．出産・育児に伴う採用期間の中断  

（１）趣旨 

 研究員は、採用期間中、受入研究機関において本フェローシップに係る研究に専念しなけ

ればなりません。しかし、我が国において、出産育児期間中の研究者が研究しやすい環境を

整備し、若手の外国人研究者の人材養成を推進するとともに、男女共同参画社会の実現に資

するため、研究員は、出産・育児に伴い研究に専念することが困難な場合においては、以下

のとおり、採用期間を中断することができます。 
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（２）対象者 

 採用期間を中断することができる研究員は、外国人特別研究員であって、子を出産するた

め（配偶者が出産する場合を含む。）または１歳に満たない子を養育するため、採用の中断

を希望する者です。 

 

（３）採用中断の期間及び回数 

採用を中断することができる期間は、原則として出産予定日の六週間前の日の属する月の

初日から子が満１歳に達する日の属する月の末日まで（ 長１５か月）とし、一月単位で承

認されます。また、原則として、採用を中断することができる回数は、一人の子につき一回

です。 

 

例：当初の採用期間が平成２１年９月１日から平成２３年８月３１日までで、中断期間が平成２２年９月

１日から平成２３年１１月３０日までの場合 

 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 月 

H21        研究   
H22  研究    休業   

H23    休業     研究  

H24    研究        

 

（４）研究専念義務の免除 

採用を中断している研究員は、研究員としての身分を保有しますが、研究専念義務が免除

されます。 

 

（５）研究中間報告書 

 研究中間報告書については、中断期間を除く採用期間１２か月経過後の１か月以内に提出

してください。 

 

（６）滞在費その他経費の支給停止 

採用を中断している期間は滞在費その他の経費が支給されません。 

 

（７）申請手続等 

① 採用期間の中断 

研究員は、採用期間の中断について、必ず受入研究者に相談し、承諾を得てください。

受入研究者は、採用期間の中断が研究計画の遂行に支障がないと判断した場合は、中断期

間を開始しようとする日の１か月前までに、受入研究機関長を通して「出産・育児に係る

採用期間中断願（様式１５）」をＴＥＩに提出してください。その際に、必ず出生または

出産予定の事実を証明する書類（写しでも可）を添付してください。 
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② 中断期間の変更 

受入研究者は、採用期間を中断している研究員が中断期間の変更を希望した場合は、中

断期間の変更が研究計画の遂行に支障がないと判断した上で、受入研究機関長を通して「出

産・育児に係る中断期間変更願（様式１６）」をＴＥＩに提出してください。この「変更

願」は中断期間の延長が開始される日の１か月前または短縮された中断期間の終了日の１

か月前までに提出してください。 

 

③ 採用期間の再開 

研究の中断期間が満了したときは、当該研究中断に係る研究員は、研究に復帰するもの

とします。受入研究者は、中断期間が終了する日の１か月前までに受入研究機関長を通し

て「出産・育児に係る採用期間再開届（様式１７）」をＴＥＩに提出してください。 

 

４．研究員の一時出国及び再入国 

（１）一時出国の趣旨 

本事業は、受入研究者の指導のもと、日本の研究機関に継続して滞在し、研究に従事する

諸外国の若手研究者を支援する事業です。このため、研究員に対しては、原則として、採用

期間中に継続して日本に滞在する義務が課されています。 

 また、研究員に支給される滞在費その他の経費は、日本で研究活動を行うための滞在に必

要な経費であり、雇用にもとづく給与や報酬にあたるものではありません。このため、研究

目的の有無にかかわらず、研究員が日本を一時出国した場合には、原則として滞在費を支給

できないこととなります。 

このため、本事業では、累計１５０日を限度として採用期間中の一時出国を認めるととも

に、滞在費についても９０日の出国期間を限度として減額しない取扱いとしています。 

なお、振興会が設けた一時出国の限度期間はあくまでも 長として許容されるものであり 

研究員に与えられた権利ではありません。従って一時出国の期間をいわゆる「年次休暇」と

解釈したり、採用期間終了日を早めるため利用することは出来ません。また、滞在費等の支

給経費の 終確認処理のため、研究終了日から換算し１か月以内の時期の一時出国は認めら

れません。 

 

 あわせて、研究員と受入研究者は、特に私用で長期の一時出国を行う場合は、共同研究の 

遂行、研究機関内および所属研究室内の構成員等の休暇の取得状況等にも配慮していただき 

ますようにお願い致します。 

  

これらの取扱いは、あくまで特例として措置しているものなので、一時出国の際には振興

会の許可が必要です。また、許容される累積出国期間や滞在費の減額対象とならない出国期

間その他の条件の変更に関する交渉には一切応じることはできません。 

振興会は、一時出国届の未提出や虚偽の申告については、フェローシップの取消等、厳格な

措置を取りますので特にご注意願います。 
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（２）振興会が適当と判断する一時出国の事由 

Ａ．研究上の必要な調査、学会での研究成果の発表その他研究計画を遂行する上で必要な場

合（その必要性が採用時の申請書から読み取れる場合） 

Ｂ．帰省等振興会が一時出国の必要性を認めた場合 

 

（３）手続 

 研究員は、一時出国について、必ず受入研究者の承諾を得てください。受入研究者は、研

究員の意思を確認のうえ、以下の手続を行なってください。なお、振興会は、一時出国に係

る費用を負担しません。 

 

① 上記（２）のＡに掲げる事由に該当する場合で、一時出国期間が１５日以内のとき 

 振興会の事前の許可は必要ありませんが、再入国後、１週間以内に「採用期間中の一時

出国届（様式４）」によりＴＥＩに報告してください。 

② 上記（２）のＡに掲げる事由に該当する場合で、一時出国期間が１６日以上のとき 

 出国する日の２週間前までに「採用期間中の一時出国許可願（様式５）」をＴＥＩに提

出して、振興会の許可を得てください。また、日本に再入国後、１週間以内に「採用期間

中の一時出国届（様式４）」によりＴＥＩに報告してください。 

③ 上記（２）のＢに掲げる事由に該当する場合 

例えば、休暇のために一時出国する場合にも、出国する日の２週間前までに「採用期間

中の一時出国許可願（様式５）」をＴＥＩに提出して、振興会の許可を得てください。出

国理由または出国期間によっては、研究計画を遂行する上での支障の有無その他一時出国

の必要性について文書による説明を求めることがあります。この場合に、合理的な説明が

ないときには一時出国が許可されません。また，病気その他やむを得ない事情で緊急に一

時出国する必要がある場合は、速やかにＴＥＩにご相談ください。 

なお、日本に再入国後、１週間以内に「採用期間中の一時出国届（様式４）」によりＴ

ＥＩに報告してください。 

④ その他 

    一時出国日数の計算に当たっては、出国日及び入国日を含みます。 

     例）７月１日（出国日）～７月１０日（入国日）：１０日間 

 

研究員は、一時出国の前に、必ず 寄りの法務省入国管理局または出張所で｢再入国の許

可｣を受けて出国するようにしてください。手続その他の詳細については、入国管理局また

はその出張所にお問合せください（本手引の「連絡先」及び Appendix C を参照）。 

この再入国許可を受けないで出国した場合は、出国の時点でこれまで認められていた在留

資格が失効してしまうので、再入国することが困難になり、再び査証を取得する必要があり

ます。 
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（４）一時出国期間中の滞在費の支給について 

 研究員の通算一時出国期間が長期（91 日または 46 日）に及ぶ場合は、その事実が判明し

た翌月の滞在費から 0.5 月分（182,000 円）を減額します。以後、通算一時出国期間が 15 日

加算されるごとに 0.5 か月分を減額します。その減額方法は、研究員の採用期間または通算

一時出国期間により、以下のとおり取扱いが異なりますので、ご注意ください。 

 

① 採用期間が１年を超える研究員 

一時出国期間が通算 90 日を超えた場合に減額します。ただし、一時出国期間が通算して

150 日を超えることは認められません。なお、減額対象額は下表のとおりです。 

 

通算一時出国期間 減額対象額 通算一時出国期間 減額対象額 

91 日～105 日 0.5 か月分 121 日～135 日 1.5 か月分 

106 日～120 日 １か月分 136 日～150 日 ２か月分 

 

②  採用期間が１年の研究員 

一時出国期間が通算 45 日を超えた場合に減額します。ただし、一時出国期間が通算して

105 日を超えることは認められません。減額対象額は下表のとおりです。 

 

通算一時出国期間 減額対象額 通算一時出国期間 減額対象額 

46 日～60 日 0.5 か月分 76 日～90 日 1.5 か月分 

61 日～75 日 １か月分 91 日～105 日 ２か月分 

 

上記の滞在費の減額方法は、一時出国に関する特例措置であり、採用期間短縮等には該当

しませんのでご留意ください。 

 

５．受入研究者及び受入研究機関の変更 

 本事業は、研究員と受入研究者が共同して研究に従事する機会を提供する事業です。研究員

は、受入研究者との共同研究における研究計画とその進展の見込み、受入研究機関の受入体制

について審査を経た上で採用されています。このため、受入研究者または受入研究機関の変更

は、研究員との共同研究の基礎を変更させるものであり、原則として認められません。採用の

際の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または著しく困難と判断され

る場合には、研究員の採用が取り消されます。 

 ただし、以下に掲げる特別の事情がある場合に、従来の共同研究を変更させるものでないこ

とが十分に確証されると振興会が判断したときは、受入研究者または受入研究機関の変更を認

めることがあります。なお、研究開始前の受入研究者及び受入研究機関の変更は原則認められ

ません。 

（１）受入研究者が病気または死亡により研究活動が不可能になった場合 

（２）受入研究者が人事異動により所属機関を変更し、研究員も受入研究者と同じ機関に移る場
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合。 

（３）その他特別な事情により、当初の受入研究者または受入研究機関による受入れを継続した

場合に、採用の際の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または著し

く困難と判断されるが、受入研究者または受入研究機関を変更することにより、当初の研究

計画の目的が達成されることが見込まれる場合。 

 

受入研究者は、受入研究者を変更する必要が生じた場合、事前にＴＥＩへ連絡のうえ、受入

研究機関長を通じて「受入研究者（研究機関等）変更願（様式１２）」をＴＥＩに提出してく

ださい。その際に、上記（３）の事情で受入研究者を変更する場合は、以下の事項を説明する

文書を添付してください。 

・受入研究者を変更しても研究計画の遂行に支障がない理由 

・新しい受入研究者と当該研究課題との関連性及び適格性 

・新しい受入研究者の略歴及び研究成果発表状況 

・新しい受入研究者の了解の有無 

 

また、受入研究者は、受入研究機関を変更する必要が生じた場合、事前にＴＥＩへ連絡のう

え、異動後の所属機関長を通じて「受入研究者（研究機関等）変更願（様式１２）」をＴＥＩ

に提出してください。 

なお、受入研究者または研究員に係る所属部局、職名その他の変更が生じた場合には、必ず

上記様式を用いてＴＥＩにご連絡ください。 

今後、受入研究機関が独立行政法人化や組織変更等により名称変更があった場合も同様に様

式１２を提出願います。 

 
６．研究計画の変更 

  研究員は、申請書に記載の研究課題及び研究計画に基づいて研究することを義務づけられて

いますので、研究課題名を変更することはできません。 

  ただし、研究計画については、研究の進展状況による変更であれば必ずしもこの限りではあ

りません。 

 

７．採用辞退 

 採用された研究員が採用を辞退する場合、受入研究者は、速やかに｢採用辞退届（様式１３）｣

を、受入研究機関長を通じてＴＥＩに提出してください。 

 なお、外国機関推薦により採用された研究員が辞退する場合は、当該推薦機関にも速やかに

辞退する旨の連絡をしてください。 

 

８．採用期間終了後の本邦滞在 

 研究員は、採用期間終了後、研究の継続その他の目的で引き続き日本に滞在する場合は、届

出が必要となりますのでＴＥＩにお問い合わせください。 

 なお、この場合、振興会は滞在に係る一切の責任及び経費（復路航空賃、保険を含む）を負

担しません。 

 ただし、以下に掲げる要件を全て満たす場合は、復路航空券を支給します。 
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（１）滞在理由が研究の継続または研究結果をまとめるためであること。 

（２）採用期間終了後の滞在期間が２か月以内であること。 

（３）採用期間終了後に収入がないこと。 
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