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

 

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われます。ただし、海外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

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（本誌） 

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「海外旅行保険に関するご案内」 

カ 日本学術振興会法（抄） 

※ 外特（戦プロ）では「エ」は同封されません。 

なお、受入研究者宛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）「誓約書」及び「受入承諾書」の提出 ［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」に定めるすべての事項に同意し、最終的に採用及び受入を承諾する場合、 

「誓約書（様式Ａ－１）」及び「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振興会へ提出してください。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、様式Ａ－１及び様式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、外特（一般）の第２回公募において採用された研究員に係る様式Ａ

－１及び様式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１０）」に必要事項を記入し、受入研究機関か

ら振興会へ提出してください。 

 

（３）学位記等の提出［研究員、受入研究機関］＊外特（一般、欧米短期、定着）のみ対象 

外特（一般、欧米短期、定着）の研究員は受入研究者、受入研究機関を通じ、博士号の学

位の取得状況を証明するための文書を、様式Ａ－１及び様式Ａ－２の提出と同時に振興会に
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提出する必要があります。 

なお、外特事業における「学位授与日」とは、博士論文の最終口頭試問（viva voce）に

合格し、学位授与機関から学位を授与された日（学位記公布日）です。 

 

① 申請時に既に学位を授与されている者（外特（一般、欧米短期、定着）） 

申請時に既に学位を授与されている研究員は、次のいずれかの文書を提出してください。 

（ア）学位記（写） 

（イ）学位取得証明書（正本） 

 

② 申請時は学位取得見込で、採用開始日前日までに学位を授与される者（外特（一般、欧

米短期、定着）） 

申請時には学位取得見込であったが、採用期間開始日前日までに学位を授与される研究員

（外特（欧米短期）においては、採用開始日以降、学位取得者としての取扱いを希望する研

究員を含む。）は、①と同様に（ア）又は（イ）の提出を以て学位取得者として取り扱いま

すので、いずれかの文書を速やかに提出してください。 

ただし、採用開始日前日までに（ア）又は（イ）の提出が出来ないことが判明した場合は、

速やかに振興会に連絡し、振興会の指示に従ってください。また、該当者のうち外特（欧米

短期）の採用者においては、まず採用期間開始日前日までに学位が授与される旨が記載され

た（ウ）学位取得見込証明書（写）を提出してください。その上で、学位が授与され次第（ア）

又は（イ）を速やかに提出してください。 

 

③ 申請時から採用開始日前日までに学位を授与される見込みが無い者（外特（欧米短期）） 

外特（欧米短期）の採用者のうち、申請時から採用開始日前日までに学位を授与される

見込みが無い研究員は、次のいずれかの文書を提出してください。 

ただし、（エ）を提出する場合は、採用期間開始日において、我が国における博士後期

課程の２年次相当以上に在籍していることが必要です。 

（エ）博士後期課程在学証明書（正本） 

（オ）指導教員の作成・署名による、採用期間開始日から２年以内に学位を取得する見込

である旨が記載された文書（正本） 

 

④ 注意事項 

・ 振興会は、学位記等による学位取得状況の確認後に初回金の支払いの手続を開始します。 

・ 外特（欧米短期）においては、研究員の学位の有無によって滞在費の金額が異なります。

研究員は、遅くとも採用開始日前日までに必ず適切な文書を提出してください。振興会

は、期限までに提出された文書を基に、滞在費の金額を決定します。採用開始日以降に

提出があっても滞在費の金額の変更は行いませんのでご留意ください。 

・ 万一、学位授与年月日が採用開始日より遅れることが判明した場合（上記③に該当する

者で、採用開始日から２年以内に学位が授与される見込みが無くなった場合を含む。）
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は、研究を開始することができませんので、速やかに振興会に連絡してください。 

・ 学位記等が日本語又は英語以外の言語で記されている場合、日本語訳又は英語訳を添付

して提出してください。 

 

（４）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、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。この手続を怠った場合、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

てもらうよう依頼してください。（様式自由） 

 

（５）在留手続 ［研究員、受入研究者、受入研究機関］ 

採用期間が３か月を超えるすべての研究員は、日本に入国する際、自国政府の発給する有

効な旅券（パスポート）に、日本国政府の発給する査証（ビザ）を受けたものを所持する必

要があります。査証は、外国人の日本への入国及び滞在が差し支えないことを示し、研究員

は、日本国大使館又は総領事館において、査証をあらかじめ取得した上で、日本に入国する

際に「上陸許可」を受けなければなりません。 

また、あらかじめ日本の入国管理局から「在留資格認定証明書」の交付を受けた上で査証

を申請する場合には、「在留資格認定証明書」を取得せずに査証を申請した場合と比較して、

短期間に査証を取得できます。 

研究員は、自身の責任において、在留目的及び期間に合致した査証をあらかじめ取得して

来日してください。受入研究者及び受入研究機関は、研究員が適切な査証を取得するための

支援をお願いします（APPENDIX A を参照）。 

なお、３か月を超える中長期間にわたり日本で研究活動を行う外国人研究者の場合、「教

授」又は「研究」の査証を取得することを推奨します。 

在留手続の流れは下図のとおりです。在留資格認定証明書の申請、査証の取得手続等、在

留手続の詳細については APPENDIX A を参照してください。 

 

海外 

 

 

日本 

 

A.  在留資格認定証明書の申請 

B.  在留資格認定証明書の交付 

C.  在留資格認定証明書を研究員に送付 

D.  査証（ビザ）の申請 

E.  査証の発給 

入国管理局 大使館／領事館 

A

B

CD 

E 

受入研究者 
（受入研究機関） 研究員 
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（６）航空券の申込み ［研究員］  ＊外特（一般、欧米短期、定着）のみ対象 

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）を参照の上、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。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。また、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。 

   申し込みにあたっては、本手引のⅢ-2「渡航費」も必ずお読みください。 

 なお、外特（戦プロ）においては、研究員が来日及び離日するための渡航費用を支給しな

いほか、航空券の代理手配も行いません。研究員は、自身の責任において航空券を手配し来

日してください。詳細はⅢ-2「渡航費」を参照してください。 

 

（７）「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

人又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っていません。 

 

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、様式１の提出時において研究員が既に日本に居住している又

は研究員が外特（戦プロ）の採用者である場合は、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。様式３には研究員本人名義の口座を記入してください。 

 

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、外特（一

般、欧米短期、定着）においては、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。 

 

ⅰ）初回金の振込先を受入研究者の口座にする場合 ☆推奨☆ 

 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

ることができます。この場合は、様式１においてその旨を指定した上で、受入研究者名

義の様式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、初回の

支給経費を受入研究者から受け取ってください。研究員は来日後に速やかに口座を開設

し、研究員名義の様式３を改めて提出してください。２回目以降の滞在費は、研究員本

人の口座にのみ振り込まれます。 
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ⅱ）初回金の振込先を研究員本人の口座にする場合 

様式１において初回分の支給経費を研究員本人の口座に振り込むように指定した上で、

来日予定日の１か月前までに提出してください。研究員は来日後速やかに口座を開設し、

研究員本人名義の様式３を提出してください。 

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。その後、指定された口座への支給経費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（ⅰ）を推奨します。 

研究員名義の様式３を提出する際は、必ず、預金通帳の表紙裏にある口座名義が記入

されているページの写しを添付してください。 

 

  ※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あたらないため、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推奨します。 

 

（８）パスポートの提示 ［研究員］ 

 研究員は、研究開始時（様式２とともに提出）、一時出国の報告時（様式５とともに提出）、

及び振興会から求めがあった場合、速やかにパスポートの写し（氏名等記載欄及びすべての

ビザ、本邦出国・再上陸印が記載された鮮明なもの）を振興会へ提出してください。 

 

（９）研究費 ［受入研究者、受入研究機関］ 

 ① 外特（一般、定着） 

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ので、研究員と受入研究者は、採用となった外特事業に申請し

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。 

（http://www.jsps.go.jp/j-fellow/j-fellow_14/19_shorei_top.html） 

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をご覧ください。（http://www.jsps.go.jp/j-fellow/j-fellow_14/main_qa.html） 

応募の受付は、振興会において年４回行われます。応募可能な受付時期は、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、受付から最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。 
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② 外特（欧米短期） 

受入研究者は、調査研究費を申請することができます。調査研究費の概要及び必要な手続

については、本手引のⅤ-2「調査研究費」を参照してください。 

 

※外特（戦プロ）においては、科学研究費補助金及び調査研究費共に申請対象外ですのでご留意

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）行政手続［研究員］ 

研究員は、居住地のある市区町村の担当課で必ず以下の３つの行政手続を行ってください。

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、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推奨します。 

 

① 在留カードの発行 

平成２４年７月の入国管理法改正により、従来の外国人登録制度が廃止され、新たな在

留管理制度が施行されました。日本に中長期間にわたり適法に在留する外国人を対象とし

ており、在留期間が３か月を超える在留資格を有するすべての研究員は、本制度の対象と

なります。 

対象となる者には、出入国港で、入国審査時にパスポートに上陸許可の証印がなされる

と同時に、在留カードが即日交付されます。在留カードが交付された研究員は、住居地を

法務大臣に届け出なければなりません。住居地を定めてから１４日以内に、在留カードを

持参の上速やかに市区町村に届け出てください。 

在留カードは、研究員の滞在中の本人証明の役割を果たすことになり、パスポートの代

わりに常に携帯することが義務付けられています。また、研究員が日本で銀行口座を開設

する際には、本カードの提示を求められますのでご留意ください。在留カードは、出国す

るときには出国空港の入国審査官に返却する必要があります。 

なお、新制度施行以前に交付された外国人登録証は、一定の期間「在留カード」と見な

されるため、引き続き所持してください。 

※ 制度の詳細及び最新情報については、下記ホームページ等で確認してください。  

  新しい在留管理制度について http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/index.html 

法務省入国管理局    http://www.immi-moj.go.jp/ 
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② 国民健康保険への加入 

上記の法改正に伴い、在留期間が３か月を超える在留資格を有する外国人は、国民健康保

険に加入することが義務付けられました。振興会は研究員に海外旅行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、在留カードに住居地を登録した後、市区町村の担当窓口で

行ってください。外特事業で支給している滞在費は給与ではないため、保険料減額等の申請

が行える場合があります。 

※ 制度の詳細や最新情報については、必ず市区町村の担当窓口に問い合わせてください。 

 

③ 国民年金への加入 

国民年金法により、日本に住所があり、かつ在留資格を有する２０歳以上６０歳未満の外

国人は、国民年金に加入しなければなりません。国民年金に加入すると障害基礎年金や遺族

基礎年金を受け取れることがあります。 

国民年金の加入手続は、在留カードに住居地を登録した後、市区町村の担当窓口で行っ

てください。外特事業で支給している滞在費は給与ではないため、保険料減額等の申請が行

えることがあります。国民年金の加入手続が終わると年金手帳が交付されます。 

なお、平成２５年４月現在、日本はアメリカをはじめ１４か国との間で、年金制度の二重

加入を防止するために、外国の年金制度の加入期間を取り入れ年金が受けられるように協定

を締結しています。また、脱退一時金という制度もあります。 

※ 制度の詳細や最新情報は、日本年金機構のホームページ等で確認してください。 

(URL：http://www.nenkin.go.jp/) 

 

（３）「銀行口座届」の提出 ［研究員及び受入研究者］ 

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。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「住居地が登録されている在留カード」の提示が必要になりますので、研究

員は在留カード交付及び住居地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研究員名義の「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。 

 

（４）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
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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３か

月前から、最寄りの法務省入国管理局又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際は、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推奨します。 

なお、すべての申請手続は、研究員自身が責任をもって行ってください。また、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。 

 

②  更新に際しての必要書類 

 在留期限の更新に際しての書類については、最寄りの入国管理局又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 E の文書例を参照） 

エ 本手引、その他研究員のパスポート、在留カード等 

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、手続を行う際には原本も持参

してください。 

 

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］ 

  ① 外特（一般、欧米短期） 

研究員は、「国際航空券手配に関する説明書」に記載された期日までに、往路の航空券の

申込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。採用期

間終了後の依頼は一切受理しませんのでご注意ください。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、Ⅲ-2「渡航費」及び「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振興

会に連絡してください（Ⅳ-1「採用期間の短縮」を参照）。 

 

② 外特（戦プロ） 

外特（戦プロ）においては、研究員が来日及び離日するための渡航費用を支給しません。

また、航空券の代理手配も行いません。研究員は、自身の責任において航空券を手配し帰国

してください。ただし、離日日は当初予定していた採用期間終了日以降とし、万一、当初予

定していた採用期間終了日前に離日する場合は、必ず事前に振興会に連絡してください。 
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③  外特（定着） 

外特（定着）においては、採用期間終了後、受入研究機関で常勤職として雇用されること

が予定されているため、原則として復路の航空券は支給しません。採用期間終了に伴い離日

する必要が生じた場合は事前に振興会に連絡してください。 

 

（２）「採用期間終了（期間の短縮）届」の提出 ［受入研究者及び受入研究機関］ 

 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（期間の短縮）届（様式６）」を提出してください。採用期間を短縮する場合は、Ⅳ-1

「採用期間の短縮」を参照してください。 

 

（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７及び様式８）」

を受入研究機関の国際交流事務担当部署を経由して必ず提出してください。研究員は様式７

を作成し、受入研究者は様式８を作成してください。様式７及び様式８は、英語で作成して

も日本語で作成してもかまいません。 

 採用となった外特事業における研究活動を通じて、学術誌等への共著論文の掲載、新聞等

への研究成果・研究活動の記載、共同して行った研究活動に対する受賞等、特筆すべき成果

があれば、研究報告書に記入してください。研究報告書提出後に同様の成果が生じた場合も、

振興会に報告してください。また、成果物も併せて提出してください（論文別刷り、新聞・

雑誌記事の写し等）。  

 

（４）離日する必要がある研究員に係る手続 [研究員及び受入研究機関］ 

＊外特（定着）のみ対象 

外特（定着）において、採用期間終了後に離日する必要が生じた場合は、速やかに振興会

に連絡してください。また、研究員を採用期間終了後に予定された常勤職として雇用しない

場合、受入研究機関は、必ず事前に振興会に連絡し、振興会の指示に従ってください。 

 

（５）「事業評価質問票」の提出 [研究員及び受入研究者] 

採用期間が終了する受入研究者及び研究員の方々に対して、外特事業が研究の進展にどれ

だけ寄与することが出来たかを確認するとともに、より良い事業に改善することを目的とし

た Web 形式によるアンケートをお願いしています。ご多忙のところお手数をおかけして恐縮

ですが、お答え下さいますようお願いします。 

アンケートは以下の Web ページに記載しております。 

なお、採用期間終了日の１～３か月前に、振興会より、事業評価質問票への記入について、

メールにより案内させていただきます。 

受入研究者用（和文） http://www.jsps.go.jp/j-fellow/j-fellow_14/peq.html 

     外国人特別研究員用（英文） http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/peq.html 
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（６）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、

振興会が研究員を採用していること、又は研究員が必要とする経費を振興会が負担している

こと等に関する証明書類が必要となった場合は、採用通知又は経費負担証明書の写しを使用

する、あるいは、受入研究機関の国際交流事務担当部署に作成を依頼してください。依頼を

受けた受入研究機関は、本手引の APPENDIX E を参照の上、作成してください。 

例外として、振興会は、採用期間終了後かつ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１１）」に証明書の提出先、提出

理由その他必要な事項を記入し、日本の切手又は国際返信切手券（International Reply 

Coupon）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。日本から送付希望先までの郵送料に満たない場合は、発行しませんの

でご注意ください。また、個人情報保護の観点から、証明書の発行はファックスや電子デー

タでは行っていません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


