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Ⅳ 採用期間の変更等 
 

外特（一般、欧米短期、定着）においては、採用期間、受入研究者又は受入研究機関の変更を

行った場合は、研究費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問い合わせてください（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、必ず事前に受入研究者

及び振興会に連絡してください。その際、振興会は、新たに就職する場合等、短縮理由によっ

ては、研究員に対し、渡航先から復路航空券に相当する費用の支給の有無を確認するための文

書の提出を求めることがありますので、振興会の指示に従ってください。また、速やかに「採

用期間終了（期間の短縮）届（様式６）」を、受入研究機関の国際交流事務担当部署を通じて振

興会に提出してください。 

 短縮にあたり、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ことを求め

られる場合があります。戻入先及び戻入にあたっての注意事項は、Ⅲ-6「支給済経費の振興会

への戻入」を参照してください。 

 なお、帰国後に日本国外から送金する場合は手数料が高額になるため、必ず帰国前に日本国

内から送金してください。 

 

２．採用期間の延長 ＊外特（一般、定着）のみ対象 

 採用期間は最長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で、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、研究上の必要最小限の期間としてください。延長を認める場合に

も、予算の都合等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、海外推薦機関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が

必要となる場合があります。詳細は、振興会に問い合わせてください。 

 

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）又は１歳に満たない子を養育するため、採用の中断を希

望する者とします。 

 

（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６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（最長１５か月）とし、月初からの一

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２６年９月１日から平成２８年８月３１日までで、中断期間が平成２７年９月

１日から平成２８年１１月３０日までの場合 

 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 月 

H26        研究   

H27  研究    中断   

H28    中断     研究  

H29    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）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。 

 

（６）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、「出産・育児に係る採用期間中断願（様式１

２）」を、受入研究機関長を通じて振興会に提出してください。その際に、必ず出生又は

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。子の出産前に申請す

る場合は、子の出生後、出生の事実を証明する書類を速やかに提出してください。 

 

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、「出産・育児に係る中断期

間変更願（様式１３）」を、受入研究機関長を通じて振興会に提出してください。この「変
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更願」は中断期間の延長が開始される日の１か月前又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、「出産・育児に係る

採用期間再開届（様式１４）」を、受入研究機関長を通じて振興会に提出してください。 

 

４．研究員の一時出国 

（１）一時出国の趣旨 

  ① 外特（一般、定着） 

外特（一般、定着）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、振興会は、研究員に

対し、原則として、採用期間中に継続して日本に滞在することを義務付けています。 

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、雇用に基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。 

ただし、研究活動によっては、国際学会で研究成果を発表する場合や研究上必要な資料

を収集する場合など、一時国外に出国することが研究計画を達成するために重要となる場

合があります。また、最長２年間の採用期間中には、家族との面会その他の事情で、本国

に一時帰国することが適当な場合もあります。 

このため、外特（一般、定着）では、累計１５０日（採用期間が１年の研究員は１０５

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（採

用期間が１年の研究員は４５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最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。したがって、一時出国の期間をいわゆる「年

次休暇」と解釈して、採用期間終了日を早めるために利用することはできません。また、

滞在費等の支給経費の最終確認処理のため、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、特に長期間の一時出国を行う場合は、共同研究の遂

行、研究機関内及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ください。 

なお、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

には振興会への届出が必要です。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、一時出国の未届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ください。 
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② 外特（欧米短期、戦プロ） 

外特（欧米短期、戦プロ）においては、研究員は採用期間中、継続して日本に滞在する

義務があり、原則として一時出国は認められません。ただし、家族の病気等、やむを得な

い事情により一時出国する場合は、必ず事前に受入研究者を通じて振興会に相談してくだ

さい。共同研究と関連する国際学会、資料収集の場合を含め家族の事故等出国が如何なる

場合でも、累計で最長１５日（４か月以上の滞在者は３０日）を限度とし、採用期間終了

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。 

なお、一時出国が認められた場合でも、振興会は一時出国に係る経費は負担しません。

また、一定期間を超えて出国した場合には、滞在費を減額又は戻入していただきますので、

振興会の指示に必ず従ってください。 

 

（２）一時出国することが適当と考えられる事由 

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．帰省等一時出国の必要性が認められる場合 

 

なお、振興会は、出国理由又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、文章等による説明を求めることがありますのでご了承

ください。また、病気その他やむを得ない事情により緊急に一時出国する必要がある場合は、

速やかに振興会に問い合わせてください。 

 

（３）手続 

 まず、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上、 出国する日の２週間前までに「採用期間中の一時出国届（様式４）」

の原本を、受入研究機関の国際交流事務担当部署を通じて振興会に提出し、一時出国の旨を届

け出てください。研究員が日本に再入国した後、１週間以内に「採用期間中の一時出国報告書

（様式５）」の原本とパスポートの写しを、受入研究機関の国際交流事務担当部署を通じて振

興会に提出してください。 

受入研究機関の国際交流担当部署は、研究員の一時出国累計日数を常に確認してください。 

    ※ 一時出国日数の計算にあたっては、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 

※ 自動化ゲートを使用した際は、パスポートに出入国スタンプを押すよう空港の係員

に必ず依頼してください。 

 

（４）一時出国期間中の滞在費の支給  ＊外特（一般、定着）のみ対象 

 研究員の通算一時出国期間が長期（91 日又は 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 か月分を減額します。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。最終支払日後や採用期間の短縮等、何らかの理由により、翌月
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の滞在費から減額することができない場合は、所定の金額の戻入を要求します。 

減額の計算方法は、研究員の採用期間又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。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。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）規定一時出国日数超過によるフェローシップ終了  ＊外特（一般、定着）のみ対象 

   一時出国期間が通算 150 日（採用期間が１年の研究員は 105 日）を超えた場合、150 日（又

は 105 日）を超える出国をした日本出国日をもって、フェローシップは終了となります。 

 

５．受入研究者及び受入研究機関の変更 

（１）趣旨 

 ① 外特（一般、欧米短期、戦プロ） 

外特事業は、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、受入研究者又は受入研

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又は著

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り、かつ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場合に限り、受入研究者又は受入研究機関の

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 受入研究者が病気又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
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る場合。 

③ その他特別な事情により、当初の受入研究者又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等を達成することが不可能

又は著しく困難と判断されるが、受入研究者又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。 

 

② 外特（定着） 

外特（定着）は、その事業趣旨に鑑み、前述の項目に加え、候補者を常勤の研究者とし

て将来採用する取り組み、候補者の招へいによる受入研究機関の国際化の進展についても

考慮した上で採用者を決定しています。よって、受入研究者又は受入研究機関の変更は、

研究員との共同研究の基礎のみならず、受入研究機関における研究員の取り扱いを変更さ

せるものであるため、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事項を

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り、かつ従来の共同研究や受入研究機関における

研究員の取扱い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場合

に限り、受入研究者の変更のみ認めることがあります。なお、研究開始前の受入研究者の

変更は原則認められません。 

① 受入研究者が病気又は死亡により研究活動が不可能になった場合。 

② その他特別な事情により、当初の受入研究者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事項を達成することが不可能又は著しく困難と判断される

が、受入研究者を変更することにより当該事項を達成することが見込まれる場合。 

 

（２）受入研究者変更の手続 

変更前の受入研究者は事前に振興会へ連絡の上、「受入研究者（研究機関等）変更願（様

式９）」を、受入研究機関長を通じて振興会に提出するとともに、変更後の受入研究者は受

入研究機関を通じて「受入承諾書（様式Ａ－２）」を振興会に提出してください。その際に、

上記（１）①－③（外特（定着）においては、上記（１）②－②）の事情で受入研究者を変

更する場合は、原則として変更前の受入研究者が以下の事項を説明する文書を作成し、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 

 

（３）受入研究機関変更の手続 

① 外特（一般、欧米短期、戦プロ） 

受入研究者は事前に振興会へ連絡の上、異動後の所属機関長を通じて様式９を振興会に

提出してください。 
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② 外特（定着） 

外特（定着）においては、前述の理由から、受入研究機関の変更は一切認められません

のでご注意ください。 

 
（４）その他留意事項 

今後、組織再編等により、受入研究者又は研究員に係る所属部局、職名その他の変更及び

受入研究機関における名称の変更等が生じた場合には、必ず様式９を用いて振興会に連絡し

てください。 

 

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が義務付けられて

いるため、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１０）｣

を、受入研究機関長を通じて振興会に提出してください。 

 なお、海外推薦機関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  ＊外特（一般、欧米短期）のみ対象 

 外特（一般、欧米短期）においては、研究員は、採用期間終了日に離日することを原則とし

ています。  

ただし、採用期間終了後、研究成果のまとめ、他機関に所属する研究者訪問等の目的で、採

用期間終了後、引き続き２か月以内日本に滞在を希望する場合に限り、振興会が許可した上で、

離日するための航空券を支給することができます。この場合、あらかじめ振興会への申請が必

要となりますので、受入研究者又は受入研究機関の国際交流事務担当部署は、振興会に問い合

わせてください。採用期間終了後の申請は受理しませんのでご注意ください。 

なお、振興会は、採用期間終了後の滞在に係る一切の責任及び経費は負担しません。 

 就職等の理由で、採用期間終了後２か月を超えて引き続き日本に滞在する場合は、本制度の

対象外となりますので、適切な在留資格に変更の上、研究員自身の責任において滞在してくだ

さい。振興会は、採用期間終了後、本制度に基づかずに日本に滞在する者に対し、採用期間終

了後の滞在に係る一切の責任及び経費（復路航空券を含む）を負担しませんのでご了承くださ

い。 

 

 

 

 

 

 


